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7守造物司'1囚1L公図における保謹 利用・調整:n

2 レ カザン政権 新たな公|刻地収得。〉 時停止

3 クリントン政権 ヴエイル アジェンダ代 ailAgenda) の採択

第五節小指ー凶 ν公凶ンステムの位置づけと 6保護と手IJ刷!ジレ

ン7 の奇場

(以上、本号)

[:n--.:~ アメリカの刊す公開関連法制度

第節国立公園局設問法(I¥ationalPark Service OrganicAct) 

I 法の内平年

2 判例

第節基本計幽指針 Cl'vL:lllagcmcntPolicics) 

I 指針の内容

2 手IJf刊

第三節 連邦所有地政策管理法 (FcdcralLand Policy and 11叩 agc11lcnl

ActトL円 lA)

I 法の内平年

2 判例

第四節 ての他の主'~な合衆国山タλ保護法

1 1且/1自扶法 (V... 'ildcrncss i¥cU 

1:1 去の内作

(2) 判例

2 国家環境政抗日、 (N叩 ol1alEnvirunm引ltalPo1iCY Act: NEPA) 

川 J去の内存

(2) 判例

3 絶滅の危機にある稀の法 (ιndzmgereclSpecies ActιSA) 

Ul 法の内容

12:1 判例

1 地管理同 (BLM)規則

(1) 規則のいJ谷

(2) 判例

第五百J 法ーャ体とし亡の阿家機関

1 立法府の権限辿邦議会

2 行政!iょの権限 大統領および連邦行政機関

3 司;1)けの権限裁判所および司法審存

第ノ!、節小指 アメリカの凶立公凶にかかる現行法制度の限界

第三章 阿'"公開紛争の歴史

第節戦前の対止の当事!iI青凶

1 内務省阿¥r公|判同 (NPS) 対農務省森林同 (FS)
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2 阿~公1111同対商l業者

第_Uii 戦後の紛争の当 t，'IT椛図

ー込 門

i師，光

I 凶、/公園局とi也の連邦官庁とのあつれきー森林同および|地

管理問

("1) 国立公凶局と森林局の関係

1:21 阿古公開吋と|地管理同の関係

1:，'3:1 辿邦レクリエーション地域のオフロード半規制

:J) 規制の内容

C?) 判例

2 州行政際関および地hU治体行政除問

ヨ 地域住民および般商工業者

4 遊覧船業1'i.およびそーターボート業阿

部三節 地域の自然保設意思との副作

1 オリンピック凶立公園 (OlympicNational P山 k) 巾民運動

による白然{早道

2 ダイナソア同社記念物公阿 (Dino日 urN川1叩札1l'vlonument) の

エコー パーク論争 (EchoPark contro刊 rsy) 山扶保忍1I1体

の台頭

3 ヨセミテ国 i公図的ヨセミテ・ロッジ地域開守白井町

(Yoscmitc Lod貯Ar仁aDcvclopmcnl Plan) 因烹公凶策定吉|画

紛争

4 コロラド川占土木百|幽 (ColoradoRれ crI>.1anagcll1cnl Plan) レ

クリエ ンヨン紛争

3 イエローストーンスノーモービル論争 最近のオフロード半

レクリエーンヨシ部，}-'J'Iト

第同出小話 国立公図紛争の当事:r;.構図の複雑化

第凶中 凶布地および周辺t;布地の自然保護規制

第 uIi 自然保護規制の恨拠となりうるu、理論
1 公的ニューサンス理論 ¥public11Ltisance doctrine) 

2 公共{η託理論 (publiclru札r1oclrinc)

第節民有地 (privateland) における日然保若手法

|地収用 (cmincnldomain) 

2 土地取得 (land川 ]uisition)

3 環境保存地役権 (conscrvalioncascll1cm) 

11 ) オープンスペース地役権 景勝地役権 (SccnicE出 cmcnls)

(21 オーフρ〆スベス地役権 農地地役権(上armlandEasementsJ 

(31 i.~ ブンスペス地役権森林地地役権 (Timbcrland Eas仁mcnls)
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7守造物司'1囚1L公図における保謹 利用・調整:n

1:41 自然I1息地地役権 0，alUl叫 HabilaiEaSCI】lcnlS)

日l 国民アウトドアレクリエーション 教育用国土地域保7産地

役権 (EascmcnLsLo Prolcct Land Arcas [or Public Omdoor 

I白口出ltlOll礼ndEducationJ 

4 土地信託 Oandtrust) 

ろ |地交換 Oanclcxchan只c)

6 事例研究 !ゥサヤン土地交換 (TusayanLano Exchange) 

7 地);ゾーニング(loc叫凶山Il日)

11:1 ラソセン火山国立公園 フイリップス有油会社 (Philips

PCLrolcumじompany) 的地熱工ネルギー開光

(2) グランドティートン阿寸公開 ジャクソンホールリackson

Hole) でのスキーリゾー I開花

第三節 ウィルダネス(wildcrncss) の管理

S.40J:l ハンフリー田セイラ ~~l、茶 (Humpht町r-Saylor Hill) 

2 S.1176 公聴公 (hcarings) の五つのテーマ

:J S.:l619-1山j院共同決設いoncu了rent刊誌のh山 m) の要請

1 S.4028および S.112:l 内務省およぴ良務省の懐柔

f1"5凶主iJ 新たな管理T法をめざして

1 大イエローストーン・工コシステム (Greater'{ello¥vstone 

Ecos)'slcm) 

11:1 イエローストーン (Yelloi¥'ぉtone) j血肢の特性

(2) イエロース!ーン火災論争 (ycllO¥vslonc urc cOnLrovcrsy) 

の二つの命題

同 イエロースト ン地域における利害調整問題

1:41阿す公同l同と友林片0)協働 大イエ口」スト シ剥苧委員

会 (Greater¥ぞ11owstollぞ亡 Jordinatingじommitteぞ GYCC) 設問

と フロセス (pr凹 ('ss).，実施

2 地域協働型的自然保護システム

("J) 地域協働型のU然保詑システムの必公刊

!2i );臼与の同有地論争ーの三つの対す点

1:，'3:1 国有地論争の新たな対立内

3 円本の因¥f公園への不陵

第五uIi ノH品 同然保護尻町]の新たな方1')性
終中
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序章

第一節 アメリカの国立公園システムの法的意義とは何か

ー込 門

i師"光

国立公園の危機が指摘されているハなかでも、アメリカの国立公園に

おける環境問題を懸念する声がl士Jまっている。

世'#最初の国立公園であるイエロ ストーン国立公園 (Yellowslo町

National Park) に始まる長い伝統と最大胤模のンステムを誇るアメワカ

の国立公園は、自然の宝庫であると同時に白然保譲i土の宝庫でもあるじ

同立公凶の萌芽期である19[日紀から現代までの二[U紀にわたヮて、アメ

リカの国立公園は種々の自然保護法に支えられながら、稀有な生態系と

中位した景観を維持してきたハ環境問忠を法的飢点から分析するに|祭し

て、特に固有地およびj剖辺民有地でのH然保護をはかる試みにおける行

政と同1:(の役割を考える場合、アメリカの同立公凶ンステムが示唆する

ところは大きいと思われるじというのもアメリカの国立公園システムは、

従来からこの分野の先駆者であったのみならず、今日新たなステージに

向かおうとしているからである c

ところで世界の国立公図は、営造物引とゾーニング型の二つに大きく

分けられる。 般に、営造物型では、公川J規制の場面が多く、 1地所有

権への規制]が法律によって行なわれるのつまり、固有地をめぐる土地利

川の北可あるいは不許可が、もっぱら問訟となる。 他右、ゾーニング型

では、公用規制jの場而に加えて含祭規制]の場而も考えられる η これはソ

ニンゲ型のル-'jが溢察規制にあることに白米し、 善幸察規:[rl[の場面では

土地所有権への規制が公園言l画によって行なわれることになるつこのよ

うに つの型は、規制]の根拠と程度が異なる。アメリカのド|す公陣[1土台

造物型に分類され、ドイツ、フランスなどのヨ ロツパ諸国や日本の国

守公|刺(白然公|刺)はゾーニング型に分瀕される。営造物型はゾーニン

ゲ型に比べると、行政R庁士j地域という利害刻立の構造が淋在的に弱し、

ようにも思われる。しかしアメリカでは多くのド|す公陣|紛争が牛じてき

た一方で、円本では国立公園管理が窓外にスム ズに行なわれていると

いうのが現実である c そのー|刈として、 H本のゾーニンゲ型は、白状、公

園法で定められる「普通地域」や向然環境保全法で定められる「普通地

[;iriJ 北法:19¥2・;):';6)10;)8 



戸?古物司'1 回Lこrミ図にお :1 る -~~!;~1毛 利用・珂吋:n

K lなドの??治以J戒が多しこれらのL{j立が行政令r-;:と地域じっ和J宮;"j立

乃j品却で{左前材としてはたら¥"ごし、るといろここが考えられる。このよ

与 lこ、営造物型こ、F ニンデ型という )j~類じともなって|じるはずの行

政コシト口ー;~の i;白弱の村達子、現実にはきわめて相対的である。した

がっ亡、営;奇物J2!とソーごンゲ)五円区別を必ずしも絶対向する必要はな

1、0 111年l正、1¥;イ;散を台む川¥'. ~こと制)司ぷ互批よ止のヨタへ i呆議♂〕仏、 ?XYト'\-'、ト

ff林ンステムのような犯の白杭+~~法ンステムとの ;Æ擦を鳴る必要 h生が生

じてき J いる J 実目的に見ども、現代の|町立公図がIq:行政官 のみ

なιず国弐 U:iJほょっ¥も維持管関されている点におい"C(土、公渋

1対烈と、/ ニング司jの廿に植l主がないっごれCの二とを考慮ずると、ア

メリカの国立公閏ンスヲムが ι川、の公園初段仁ヲえる示唆は、営造

物刑とンl-:ーング斉'Iという迭しゅ三あってもなおったきいとィザえる。与:ザノユ

ら、アメリカの国J..::.~-ミ週システムじ工、バ辺国有地・周 辺氏有地とのj!l;携

や地域汁ご rニティとのす7働をいわばノι"，(打している治 i巳である c

ント杭はこのよう公担，凸;、基づき、 7メ)カの)%;.U:.公閤〆ステム

{¥日tiO;1，;1Park Sv~tρm) を Iノ、 ÚA0 ~;t点から分事!し、 j号:)~(.こ1[-リけて羽Jたな

じり~-I*護の i1 シス子ムを惰~1-~-iることを試みるものであるしアメリカの

目立公図ンステム:i今、どのような状況にあるのとろうか。マメリブJの

I:t， i\'f/L~同シス午ムか'7'-~}包えている阿訟とは、どのホうなものだろうかー

第二節 国立公図システムの現状一問題の所在

Yメ 1]カグ ι:\'!公開は近的、 t~' ジクーの笠 i町、オ パ Iース liE有

平日汗i)、それ F】に{半~) jl!.;;i:J

:の増加、交通渋汁ι など、公園特有の41境問迫

“内部:10脅威 (in~eraal thn対"に加えて、大気汚染h 司、!と(ι日11;¥;宇る

汚染、公国!羽辺地域の図右~;f-V_J 地:;;;;埋局\BL I'vI) ~;!!fl i包むの森林伐採、

公開，I}町一旦j止肢の宅地造成や道際問先〆¥.'-:.つえ一役u¥Jな寸主諸問題を意「人す

る 外部川!~fl或 lCXLC;llEl th;cat;" lこ悩まされてV、る

1 2()()fi伝扶に訪れ t.:Jゼミテ問、了公岡山け'SC'Tllit¥，N叶 lハ11;-:1 Pclrlけの自'?~~ ~土、

?町、燥を絡する仕入企規全員で忠つ 1" ていた しかし、最古Jリ釈の<-----f ノk

Uv1υ仁川)カん小切シそトルパスて片ヨ3時 ~UJ D~ 0)沼'1'、でF窓がり;沌めるヨ "r7

二日誌5')(2' 53;}) lC三7 1))6] 
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日4，(-(こやも最近、例えは'":'l iliI::L公i廷における~~;:I ~の 棟集中や長期

乃手l]JiiiT官引いの問題がj旨七百されている。まとオフロード亭やスト モ

ゾル{止、半道以外のふ場所会年恥、同ト_/1りまわり、 II占qや野il)物へのダ

メージデ大さいのみならず、↑也の公同利 1]] 者介。)摩弓こをつ|き起こす阪:!~

にもなってしゐるじそこで、オフ u-I、l子。やスノーモーどルの利用規制も

目指じられと1、る三

このぶうじ、;児frの図¥/公布はさまざまな王岩崎明男E↓さらされて μ る〈

これらの吋出をどのように解決，-"(:'，くべきか。このfi'i決のかぎh玉、[ぃ

丘公図管問において、国JL公区q (N~ιona~ Park Service: :\~引に代表

きれる同の行政'呂庁と ItlU或との協 I~カ|持係 してしゐく二ニカマ寸主ゐか

ど弓かにかかってし込る hのと恩われる

第三三節 国立公国システムの分析の視点 地域協働製自然保護の可能性

アメ 1;ヵの公関谷ミ3':おいては、地域力各種多様宇和ず這;関係者た

ちの判 に対するネガア -7な シボジァ fブな広忠円 OJ司司芳土問

鎚が、手くのi也、v公|吋紛争を6!;i，起こしてきたω た稿ではまず、地i戎の

利'~>関係者だらが詞3査のうえで合志形成 lこ 1主した円魚河説に対寸る地域

全体としての意思手、ゐえllJ~の判然保護意思早 ζ ことにするコ多く

のit;j台、地賊の日然Uli主芯!」(土、 11に兄えるかたちで存止するわけては

ないc それはフロでスカなかに存在し、そのヲミ 1{z:よ可変:れかう ?Jk~1J[]じで

あるわ

iι: ¥'!公開lおける fii攻と地域との関係(土立、下しも 義的で?はないが、

地h主的白書生保設窓口、との前一致が重要であることに党わりは右ハJ 本稿で

ミテ国主lil也械のー乙士山i土、 Dny r<日山 h 体験牧場の舌似や相 2ともにJ/r.牧き

れ、植林され、果物却先I~Î--'\'コ給i巾 j:Î-7j~'年J:i-;.f'下に乱立し亡 1，'，た

2f加藤投~内 lill"i "公|討での取中iみにごん ，"cJ l-j'.:¥T公l素 11 639号 '1司す公|材

協会、 2~;G'-)年) 14頁り

ヲ昌一武道 l 自然環境保全法 自炊環境保全法税制|究2~ (告)1究代

K 者 阿部泰詮 R:生誕r琵v、引の総合的研究 同隊的動向を il'l~ まえ f わがrc

法川の改善の抗言巴(、I'h九 4 ・ 5 午更科宇 i河手Eて~:~者 V)J<:::託合有，究 (A) 行究出

1-9"-10~o 
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戸?古物司'1 回Lこrミ図にお :1 る '~~!;~1毛 利用・珂吋:n

l立派に、 j丁はか地J戒の己然保;足立 l，re:の剥設をiぎれつつ白然保設をめさー

していくことを、 7litlo)i:協数辺自然保護? こ呼ぶここに Tるz 先に述べ

たようド、地域グ)rっ炊保誕百忠汗休ヵマロJ/}，主的かっ流動的であることかり、

地品除主，fう然保設もまた、ニオしりの性去を弁もなう。その意味で、地

肢の自然保誕烹児、地成説明，Iピ1日然保誌の¥， 1'9ゃれも、加、0f.f~0 な干了右てであ

/0ことをィ許認してお主たいc

アメ 1)カでは、岡山公厨ンステ品の簿記ペ初かっ1文台来苫や木村主苫

などの清 L業有〉の平l 需品jjEが難しく、グラン ~-'T 1ートシ :'-1立公凶

(Gralld 1冶lO，l:.; aliorla~ Pa ， k) やオリンピソク国立公溜 (O~ympムC

~ational Park) でl士、ご才しら円前上業者と同 ¥'7ふとい1同測をえJすする q然

保議1，)1休との河で激しい紛争力す展開されたピ この桂の岡山公閏紛争 J立、

最近では遊覧齢者t者わモーターボート業者との利宍剥枠制足きとしに 1"

立公図J;:~J を悩ませている。

またヨ本ではitc司、ロ然公l五iを品、も 11-H~〆止において、野生!:~杓による

去に岩 di伺j;lil(二公っている CRL(、よる良作物被岩:のうむ、被這;呈が多~ ， 

U) (よカワス、カモ、ススメ、ハ;、、十}ノレ、イノシン、ネズミ、シカな〆ず

であるが、がzどめられるものについてはあ主"例法とされなV，_， む

しろ、 ιニホンカぞーシ力、ヱソシ力、 γ jfン、タン子ョウプノレ、什クチョ

ウ、ザルの上ろに、郎氏:が法市 11 また;土 ~Ti 実 問民いなもじnごついてI1会

的な問題になっているぺ女合にtすする補償税定と〕スは、長自治私、oノ農

イヰ ~1~~ 1J1~:補償条例のほか、農業災当補償il、、文化財保護iよω条 S Jft 、 I~

家 ~;;j:正法 I 条、憲法29条::; J耳?ょと:"7)~考えられゐっもっと h 鳥獣は H らの

斗作ーのれめl食古を起こしているの"C'あリ、人j首jがふれ1:対 d て完全な

サij: 1 民をとるときは ~W:の生方を f~ か寸おそれがあるといつことにも自己

書する必民があるこのように/，'I"去の球践として、?士宮愉悩にた.，{つ

え与のi山I1 を検討する際L も、地域の悶伊、保F支告恩との謂監がィ、"J欠

A.塚直下型子':-/1物をめぐる告がJA問題J J~~:l:立法研冗 122 号[布斐|羽、 19~15 {.什

](i;;--1附頁(なお九訟の食斉明抑;，:....ルミでの分析は、 :tH妥庁「金3立を元1Iヨし

た環境 lス環境ベノ、フイ/' :~ (7) 8~:H詞で l 白黙環J語{主主法制耐究 2~ el)i 'JE 

イ亡出者 iりお泰FEl自渋嶋崎u、引の私行I1当研究 rq は~Iドj動戸lをj";;まえたわ刀、

，:Ji と川町立>Cf与の1;'22(，.ド}北 4 ・ 3 年度利子付l 究!!(~':市幼令北:合町究(八 l 耐究

成長::i'{~菩) :~ ---11--2子!:詳しJ、。

二日誌5')(2' S:;:;) lC三日 1，只1



になるものと思われる。

ー込 門

i師"光

地域の白然保護意思との訓整あるいは地域協働型白然保譲がt、向され

つつある現状において、国立公園研究の現刈はとのようなものだろうかc

第四節 アメリカの国立公園研究の現況

アメリカの国立公園にかかる法制度は多岐にわたり、歴史も古いυ 最

近のアメリカでは岡立公凶ンステムを、古車」品法 (EnvironmentalL出、)" 

よりもむしろ、環境法とは区別される自然保護法、特に"資源、活理法

(¥; ，ltリralResources Lnv) "あるいは 6水法 lWaterL四)"といヮた法

分野で扱うことが王流になりつつある U もっとも、アメリカにおいても

同立公凶システムの研究は歴史的なものが大半を Ili的、法的観点からの

研究は、第 人者であるサ yクス(joseph S3X) ほか握りの法学者た

ちが行なっているとし寸状況にある。このように現段階では法的附究が

必ずしも成熟していないことから、本稿はi士、的分野のみならず他の分野

の従来の研完成米にも依拠ずることにしたのとりわけ制度史を」甲解 j一る

ためには歴史的研究の成果に依拠することが不可欠であるため、木稿で

は法的丈献に加えて、 Zaslowskyand ¥:Vatkins， Thcsc /¥mcrican Lands， 

lsland Press (1994) などいくつかの歴史的あるいはジ守一ナリズム的

丈献を参同していく。

木ヰ向の構成は、次のとおりである。まず第 市では、|主[¥'j公開システ

ムが合衆国自然保説法の.lifl1.:の初期から存在していたこと、きらに“保

護と利川'の対u.がアメリカの1"'1す公岡の歴史の叶初から内在していた

ことを、国立公園システムの隈lどを追うなかで明らかにする。第二章で

は、アメリカにおけるいliI:公1'.1関連のT.安な法制度を年代を追って分析

するとともに、現在の法制度の限界と問題点を明らかにしていく c 第で

中では、第次世界大戦の内iJ後で時期を大きく 分したうえで、 l'l17公

園紛"flのJ支態を具体的事例研究とともに調べていく}これら紛c:'f1事例の

附究を通じて、今何が必安とされているのかを明らかにしたい。そして

第四章では、第 章で明らかにされた現在の法制民の限塀と問題点を克

服することをめさして、 Irl.fJ地および周辺氏有地にかかる白然保護規制

を整理してその内科を理解するとともに、これらの規制にともなって行

[;)9J 北法:19¥2・;):';2)10;)4 
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なわズしる利害fdZ授の'}e月三

たな村~*，ft;:与をjEるつ

なおみも古--，:， ~手、 pL:hlic ;;1:10と])11:):1しdのmZ，JTI脅同>>Ij-t"る q すなわら、

puh日、IalHl::-1'.1有地、 pl:blic dO:ll川【IIヂ公h地の司(訟をぬで、議主ぎな意

炉、での国有地(;主邦所有地j と丹有地が合まれる場合もあるくた有地を区

;)1jして論じていくコ

ることで、白Fミ!長;l去の;1:シス 7ムグ〉斜i

ネフド文中し')Rぷについて、ノイばワ1JrI文献ド有iJっている部分

内!土筆者が祷った部分口ある

第一重量合衆国自然保護法における毘立公園の位置づけ一国

立公園システムの歴史

アメワカの同 ¥'T公""ンステム i土、合;-f(岡下1然似護1去に主iいてどのよう

な位置づ円が公さす1 るのだろうかυ 本且ではま r、国立 j~間ンステムの

属性を採るために、 IJ、川在日白シ目安 ')!uei1iJLとの以方から国立公図シスァム

の仕すミを1mり返る J

国立公園の誕生第一節

国立公閣の起源ーヨセミテ州立公関

の丙 J仁公開忠?庄のJ2川当者と弐れる両家ーす γl、，!ン ( (ずじのr応

仁atl i ll) や y メ 1] 方的自然{*~を ii:?)Jグ;5t駅者であるソロー(I[ιII~' ¥' 

Da¥江lThorca巳 j らの思:tefi内 ~;令のもと、 Jベ汽刊にアメリカ最初、?な

わち十号初の:_10_: ¥'/公|来1ごめるゴ七ミテ (Yosemitp) 州.，{公l東!が良延長引〆

たのは、 18，叫年のごとだ勺fニハこれ lノ;:;_~L つ 1832年、:且主r，~長会は -y ~ヅ7

/、ノー付ヤホ yトスブ]ングス (IIo十日p了HI只引の凶つのiて点を

UuLu↑c d isposa1) ， に備えて保留 L'Cj31') r;、こ才しらの土地は 192.1

グ〉

!戸

J~ 弘己下アメリカ 0)b:; _ ，'( ~'d!~，;一白然 í~~ぷ述動と公|卦政策~ (掠地吾:始、 2山口

守}34♂お頁ハ

6 もっとも、|欠 i字的見地から保~itじ互に持たされており、景品:点、;ミこいう回」ム公

費い吋1民がりは、ずれていたい 11吋克己マ ~i'~司 (?'jー;): 388。

[60J 3
 

仁1
よ)

 
m応川つμQ

 
5
 

l
 ワず

引
J4叩



。
}附 l此

{T-にホ， :、スブリ〉グス;正立公国 UiuLSIrings J'¥ aLiu1l21 ?arK)になうたハ

アメリカの 1' ， 1υ~-:; 点:1玩忘の品村IJ 0)法j:31:k!ぷu0な先哀が、 J +:ミティ去り

(Yoscmî~x' V8ll('y! J占。、びマソボサの「てフド必 (;'vLviposaRLc Trcr Gro刊)

ごあること l、fJlノ上は異論が主い， 18(;ι年 i連邦議会は、マリボサのh

木砕を永遠に不ロJ認の状態にするためにJ公共の初旬、保安、ん/ケ lJ..::rー

シヨ /γηublic;lSP， rεso，t， and recre:ltio九日 13St;::L 325;一♂〕ためにカ

リワォルニア什1" jj表 i，~-9 る;ムiとや宝j色させ、ヨゼミテ州立公闘が創設

されたペ

この!芯64';1'のヨセミテ公図 ;~j、の起卒者、力 j ソ十ルニア州説!日」涼議

長コネス(jりhnConne::>sj 主、 i↓， "えアメリカ i¥治逗ミ七会社 ~，Central 

Americac Slどamsbip) のカリフ寸ルーア支 社長ンイモンド(lsraどl

Waι(~ R礼子 rr:()日d) や、財i豆、う託品、洗練を ifliJ備え十当時の押上たち古

ら、公主!の割J訟を示、く求めわれたとイムえられ1 いるじその"/モンドも、

のちにニ J ヨャク什1のげントラノレパv ク CC!1:T21 Pad，)を設計する

ことになる、すムステソド

fヒされてしコ丈<~，、わ j しる ιL

J;Uti ¥)，S，C，A. s4?<， 

iYl'cdClιck L:nv Olms'::.ccl)の公周恩7tpi h  

3 しかし、浦氏にうt_-，j ，~;て辺部:rirtJ-に小る該;仰がされなカ}勺だので、常較的な

f:{斤之がにけとお J 、動機ゴげはィ、(;i際士ままだったい連ァヘfj.J{;fから，Ir政庁への

この Irl有地主波の試み:土、失敗に於わった 1 仰九年にこれらのート :~ct は 7主邦政府

に)13還され、 190G'下にヨ七ミテP;:-;"T公判の 部にな rλ ヨ川 id八 ¥:Ln:s，

?何日巳，valコピ Resuじtに守口olky- トelぞga1-ln s ~i ~~i ti u n <t 1トυw1Clations.lsland p，-t;:>註S

( : 993) al 1 'i9 

主5叫については、本私l箔三章第一i'iu2参J:(L

lC 1815:3年に、マ 1):;-;' ~J 保fぷ8~ 監骨するためにつむ 7 ノオル二ア什に引っ越 J

亡き fの刀言、イムステ ヘだった)可ムスデノ!、は、 1七ミテナい'r公開創ぷ筏

<t (-':、公団内縫f}'1奇3下および池宮詞::?t:のための諮問委員会である iセミテ委

員会山り町山 '1 仁川~n~ission) の委員長に科え!され、天然資源守土型、特に民保

設百十や、アウトドγLクリ Lーション;出版;f3;:びそのだ怖に尽刀 1__1::.'_， 18S~)玉三

に(よ、方ムス手ノド(，__，tとと 叫リ:公i到お玉ぴI_-!:;¥'i::.'dもj創誌のー百子的基礎がlLH

維に迫べられ f 新告書、 ゴヒミ子仮谷 Lマリオ、下トの汽ノド鮮 (Tlw可(J>;C-PlltC

、zdleyancl -::he }1aripusa Big "L-ees) dl ':， Jffif~; 三七ミテ報LHZ告は os目下1i -::e 1¥e 

E川rU" 、詐地については、志慣わ二三苫ノ.~:; 節 2毛主l'討jをカ')フォルニγ 川口五会

1011 ー ~.Û、 ，J 三日(;)lO:J2 
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国立公園の創設 イヱロ ストーン国立公題

1872可に連;-:t説会i止、 /エ口、 ス 1 ンi主iS:. (王アど~~(l"\Yst()ne Yμlle'V;-

内に 入粉、 1[;イJ、売却[のむ象]から外交れ e 同民の利益および禁じ

λのために公共のノ去|京iあるいは候楽の:1;;jとして公lJ;Pあてられかっ取っ

2 

，--hc.ム乱¥1;~1 L'()~~ SCUlclllCnL， occupanc)' or salc.，.;:mcl dcdi 

cat尽【lιlld;itt乱フ<lrta円札 Pl1J-、licp日r;，(ir pl口 lSdrll'.，il広nlllnctfor the b尽wfit

and enjoynit'n:. d lh巴 pεoplピs"}¥.:::l 0:' 1 l'd討 rC:i1氏72..i2d Con立?お己向山 11， 

c1'.，2，~， 1、p.:i2--33んことになる 220刀ヌーカ "の保護区 (r)一円f，"Ve) を併

設し、公式にも世界最初の~jL -j~図であるイユυ スト ン昆立公図

¥ Y t1 i::y\\' ぉτ'J l1尽 NatÍfJ1F~j ?~'.ri~) がj延長したム仁

この 1872年:3;:j ， のイこ円ースドーン公開法へのグラント大統領

(Ul.v山川 SirnpSO:1じrar:d u)署名までには、採除隊による=皮の王itti色

調ttが行なわれた J そもそも「エロ スト ン:士、恒久的な連邦〈今週m
保留JtlJ. (:'cckral p2¥'klぇldrcsc;"vat.ion というはじのでの試みのための

お渋補地だコた}登山家の7"1ノアジャー!，Jiおよ3ti似ρr:.立、1;<10年代

以前にす ("1こイエロ ストーンi主5を訪れたこ〆があるヨ ロツパ人的

人だ Jた"イエロ スト、シのすばらしさを絶賛才一心ブリノジヰF に

よる、信じられないほど法人な訟を殺かめようと、 li;抗日TのI:，;(~，こ、クッ

(Chれ 1(-，;，;山心x)k)、ブオルサ品 ([);:n:id[':. ]，'01犬山川、， ，ーターソン

1，¥¥'111 1礼:')1 Pじlcrson) カτイコロス入 ンを t~ Li~'" イコロ スト ン

てお7:J"れる

ノy
/ 

Lこ1;'(::11]11していω〕ほし主主:士 山
? クに戻ノだすムステノト¥土、 -)-~-(アフゲ弓

;:niffi: U'{I:J.;:<:arz: Falls) に州 )'l.1;r~f{j松Í. Sè:1 èC 1 出crv2~lo~:) を創設する 1883イの

二 ι ーヨーク州議会のi'1~~の通地や、 J ントブルパーケの設計に J4 力したむオ

ムスァッ!はさらに、ノースカ Uラノァf叶アツンユピJL- (A:shcville) ie郊の

ビiY1、モ r(B:l，1:10:'C) 、 7 メリカ長初め刊宇一りに管):'1'されアーおを創淀 ~f

ほか、 19:1~j 平ドは:ァ)戸ヱント (Charles S. Sa;'gピ ;)~)ν 協力マ汁チ_.1-7 >" 

ソ什 J有林管理中:fi ij.f出、ncl:uscU:=:FU!'Cslry i\日OC1;}~1りn) を i没17L た J このこ

とがのちにマサチ戸 セノソ州(.:':.森林i足長11th (ff)刊 s:-""(-'川、山川)合引EEづ

るの!一段、y つことに主〆と、出id仕 j¥::bo:s，supre: :'.ら?乱 179--180

"ヱカ 4(Ji';'(-). 9-，，) 0 

1: Clarte anclι1cCooL St~Jdng OLLt the Te~l'aiれ Se c- o ，"d edi，ion. StZttεtnive.rsi 
l)υ 目にい 'iOJ"k P~-l'~'; (J99G) al '?O 
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]11 (Y cllow::::~ol山 ぴ〕グ戸ワン lごArヤニーオン (GrとmdC乱nyOll)、イ 1

口 えト ン洲 iYë~:(川 stu町 Lakt:)、 i、i荒時々 ;民主主地 (L(J"¥YerC;己y:;e;-

B;;;::;rr:.)ょっし、ての{;}:ん ;止、人々の想像力キかきた亡た 1B70年

。コ夏には、モンタナ州公有地臣官官(メurv引 ()J 山A 【i刊日)でありすじイン..:;-~イ

アナ州:i:lliW出会詠民でもあるウォシ 1 パーン U-Ic~lry l):::IE3. ¥V3shbure) 

に率いられたlD竹の手伝検隊が、 イエ U'.-_. :J， i、(ン{去作を ヶ月出ih険宇

正ためlモシクヴ什zフォード工 11ス{上orlE.]1is) 守山発したしこのN:

検隊:土、 Iち打者ごめる“政治家になったー Lーヨーク出寸者'ことラン

クソ十一;ご IN"U田 Eiall'it:.. .LallgIord;と、出グ?の陸軍軒Jfを主主いるド

ン ~-fJ 毘:j ((';llSt<fVllS仁 Doanりのfうをと，-)亡、ウァン 1パ ン ランゲ

つ巧ード ド ン探検隊:，¥V mo :)11 f:1-Lang~orcl-1)0，-1:10 E' xpecli LlOf'!':と仔

ばれた、この際検或はケ，ク探検隊の十日古を催地め、さらに、 ト流材欠

二県波地(，L:pper C;引 SersasinJ とオ ルド・ア x，--(スフル問うに呆 (Old

F:o.ithful gcyscr) をと培児したc ウ巧シ lパ ン ランゲフォ ト ト

ン探検珍からもたらされたがllJ~、よコし国民はイ Lローストーン[大

きな関.L、をもち、連子'I:;~;ムゴミも悶をもっ T:"

1871 if. ~こ迫邦議会[土、台宗|主的質学 主IJ 球 ~I司企_~i0 (L:lIted 

SU-~t l' S Gco:ogical a;1c1 Gcogιaph:C(1; SlJl引 Yof rhc Tcrritoric心局長のへ

「ブン (Verdir:.，HHi¥i川df:"'h-'rl[;I¥'den)が率いる、昆虫学者、地対三学者、

穀物言、う司L主('7-:言、 i出家モーフン γi、hu川出 九10、出、'ワ真家ジドケリ

ン (VvrilliamIIellry J ack以】n;、医者をメンノミ こするこL番屈の十社合隊を

支採するため μ、4h )<)レやわ打あとた、帰来仁たへ/プンがj主邦議会

1:積他的 i一切Jl(きかけ、 1スク')ブブーズ・マシス')- ，S仁川 lJlよいI百

五'iOlllh日)，五ム187HrJ月号、 G当号 lこ;:t:市iされナーイコ口 スト こ

喝ずるラ〉グゾヲ トσ)52二P:O)'lj'L~~OO+えが浮邦議pた tつに削られるな

ど 述のヰャンベ}ンを経ごi、グランスノ¥統領が署名しだl

イJ 円ーストーノノ主|制法l土、ワ fオミング牟川内にあるイ Y けース

h ン J:: の iif，ゾ'[jb:く:こ 1~~t区を設けたι しかし、!日]位、を元jj{t:-J るための

日連邦議会l止、 E ラ〆の紅、~イヱ口 入ト ンのグランドキ 1ニづン

(lhe Gム，111<::'C3l1YOれ of，112 i'ellowstcne)JI を Ih ;-")レぜ法人 L 、:~;~邦;主会議

長持。.:、 ルl二展'J、した。 DavidlL j¥L.ll11お:、ll:)ran. S. "，'-131 

1031 ー ~.Û、 (J ミ2S)lO:J()
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凶ぴ)"立正とや予IJ ，I~~上の組織は↑II~ もイ'r tr しなかうたひ当功、パ「ソン(bisOIl) 

刀両-l1:去の-ITfれの 4 つがイエロース r ンに斗口しており、このす:，しを5立

与野漁が続いた仁 18T7年には内務長子n、よって、営官IJ"すな手HJK、わな

鋭、 B釣り、三正伐、天然tfj枝羽を盗むこと、ィ、注意主火のイ主l'を禁止す

る封切治す~:~イii' 0 1，1 丈均三、，i:，ずしもソ、械をともなつわけ ~C' ~ょ右かった}イ

ユロ スト(ン↓b.i¥/うと|判IW主主 (larkヌnper;ntendenτ) のランノ〆ソォ ド1'::

~;:、最初 fγ) S年内、報w"がなかうたうえ、公園子主主も全くつかなかった J

こうし丈状況のもと、 i)、d務長官のきま詰l持づいて陸軍大[;i(呂町内ねれ

ば \Var) が~~::jiK背とちゃ侵入手たちを公国から沼し '1 日す ために寧|誌行

到命令を定める住民を与えられ、かっそっすゐょう命じ C礼たへド亭"-li'を

用いることは 1883年;イ工ロ スト ンボ明旅に認"1され、 :9ω年には

セコイア公立 :ι区 ~Scl:d()iぐ:!\山 J !1 a1 :)ヨrk)キグランド手中戸立公回

(Generall;ranl ~aj(lE a~ Par~) lfiでも認可さえしたv 住軍丁よヰたち

や公IW主浮の傑識の逮jJ，t にたずさわり、陸軍騎~~、ーたちがノ什、ロャルや仏1

謙治:1tJ宇j丁公う缶ど、佐軍は全力そ尽くした1 もっとも、科→軍を支提

l' ハイノ>0)玲:二、 189ム"当時のそノタ T判ロトスマ〆 ~B()μηl:l ll) で、 t収

ド}ルンか「ムコ 印川ドノンパ6のつ J主5ヂ三つし iた〉いわiれしる 1約 i年 3月:ーは、 あゐ笠:;htずfがイ

ーつ一スし/凶げさZ且 1-"-1(1)パイノ〆りJえを克ぐ千為に梢まった、事fj'当時公

青山fこC'た 11-;-tレスト，アンド e スト ljーム (Ff)]、叫 ιndSlrc~:C\).l 主的E己

当ウ、 :の事f:J-f荒勺す /υ司王耳心主き、 ;uこ邦議72がMかーするべ与え:といお司氏

(i)抗百五心をかきトごん その成呆が、ムω'l1j-.5月7[] ，1制定3れλCA寸 w

スト 、 J とと~深うかつとめのレ ン fi:. U.af.引.:l，d fur the l-'r[)tピctiullof、叶

lo¥¥'sccnc P <1 1'~~) だったυνーン 法は、 {Lローハトν/bL，'公出での狩猟、

森林破I妻、鉱物;~:ft汁Jごとについて、医長しし冶宗 HI~ :?ト，y止だした J いかなる/-1務長

'f-:-{#~員ljcぅ i主反も、景品1帥)ドルの罰/，'"あノョし (J -ft封、 2 年|削均投獄 ζ ミれ、んて

の5itL、わな、~ そのf也の設的のム(11えいよ品ij.-tるこ 2がごきゐようになっ

た:~:~邦\;';~ 'Q :';' (federa; Cu:llm:ssio肝心の池{とが前設され、汁 1};)肝がをさ設さ

れた「もっとら、レーン」法の長lNニは当時には敢 L-jヌたよろ、川崎年に日号

、っふれ fこ Id..at 184 

，'，庁/ヱハ ン ラシアツォ ド 1'" ンJ£拾隊の一員 υ

1“194C苧に、 下三 Lグ人キ¥'"~.オン同行公開\Ki 江区下，('日 11} ()ll河川川1日I[';1;-];:) (~ 

なったに

l ミュ ア リυトII .'vlui~-" に J ると、時年兵一上た f)iJ"ヨツJたちの{千務をとても
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万る没、はほと /ν ど庁担し右か J たし、法手l;~:;t j}(土: I寺院にわたョ Jて;ぉlt

を渋づ'*'irげた

第二節 国立公園内規制権限の耀立

lDOOJtまでに::1--:ι公判は、 6つの|メ l由ヤと wo万ェ、力 以!の L'同を

包含 l ていたが、(岡、/公閤ンス子ム"すなわ九図ノi;闘の1~H豆運用~--)

担j度f土寸止していなかノた 件公辺lti主邦議会の特別法、にょっと公有池

か f二保留され、内務長'[すのl波野下に問かれていたし件く!.. ~~が恒らのJよと

子簡をもつが、全体としての問、7公凶行政機渇は合/十しなか勺たのであ

る1リ Iス]，j方云竹が、多数の主主目職員た士，今日いてこのばらばらの集台体

を管斜"(いたc .l9∞年にアイえっ川i室内日寸芸員レーン- 001-::1 F 

L8ce、)引が、国¥>{J-と回行政機穏を創設するための最初のど、実を続I'Hし、

連)s議会も多くの法案を検討した仁しか J 、と、れも与まくいかなかった'1

この問、 1901 年のサンつうンシスコ IlT fミによるタソ、 I~I 1-lJJL'党表;ご端を 7古

古手刀4によど子するので、 E先行者ザちは持率丈十}'ちのイ[-1にはとんと近づ7かな'..;'

4犬11主戸った DavidA， AdaηlS， SUp了寸寸人十 183

i宍lc:...d~ 181-18:3 

1;，' 19U首会'1こ;車邦議会は、 r11物保存iJ、山山叩1i lic~、 \clÎ を制定し、より ~l一í}; 1"J<j 

な.I，j士に有かつてき合 赤告踏み山亡 アイオワ刊"芸品 l、日議員〆ーシ一

任。hnF. ~， 8C('y) ~_:よって法律案が-jXih~'i:.-l、111'物保有?と:よ、歴史的円所、歴

史的あるいは右iι以前の立 11物、 j目の目立記念物公団になωべき!村山l内ある、

(立科守的関心ク)j;;J 果物を~7i-j一之、梓阪を大，!'ê'f，1!に付与し、それらが辺:n所布地

主J るいは迫お管時地になるとN;"したl!:Jl!i年ま Iに占物保存立、は、べ ! 7 7" 

イlノォレス:' (Pctrificcl Forest、T:.f仁森林)、グラシド4 ャニオン(心了剖】d

己ゲイノL ソ 7 (Dinハ丸山11'-)、 カトマイo(K::lmai) ない巳訂叩)のF院R守百記

f了物メ公=図 i川Ila:七:0叩);川c口m川a剖1川1;n川011川1口1η問l打I刊 i口川1吋t臼jちU当s) を直副創Ij民A設支Lに〉 そのうち 7つが;1，:'史的合もの、

13が自然科争的なものだった Jι すロじ 2吻j，J烹:1立川務長官、公有地 ¥PUl);:C

(]oIP:tiロよれ務省、 J案件 1~~rt!華民 (f(F，<.; t円引J刊附〕 iょ長治富、|除昭1立:立:当 (1u1汁

口ぺ);J訂rし川目んC叩ηLリJ管担ブ地也はF肘併干干軍中省のd管苫中料弁格σの、 f に、 ぐ才乱L そぞぜれ泣均か孟れ ~~0 l(l 日1

jg4 lf日

"注1υ?)fHに

1 Daνidニ¥..'¥cla立lお ! 札u，H'a0. 8， "i~ 18~í 

l0fi.l ー ~.Û、，J ミ20) 1048 



戸?古物司'1 回Lこrミ図にお :1 る '~~!;~1毛 利用・珂吋:n

たヘソナヘ j -;---;主計-j':-(E仁:cllHcLcyじOl!lru¥じrsy) が I;j1'-t問にも及ぶ

にj)sfttL、公|取!地を符現するためのや7たな行政戸時現の目、安浬を強

二晶子ること Gこなっ fニ2口、

19lG半、連邦議会は1'10'公|対局設置法 (NaLlりlvlP汀rkServlじい()明日

日C.ACL， IG L:.s.C.i¥. ~1) を送法L'宅、匡立公園白らの内部規制権限がは

じめてィ倖 ¥'iされた。 l寸法は、;-[:1，-[¥'/公|刻、 j:kj-{fElL:;S均公|判 り利liJ合出

走し 旦観ぉJび白然士.J.U{.物・歴史的対象物、そこ(いる野ι住物宇保

全し、将求の i:;.H';!J)京しみのプめにそ才Lらをおなわないであろう方け、や

Tf!土で、[口]じ楽しみを抑 1-f:寸ること "regu.:.aLεt11euse o{ .，rし tional

parkぉ llH' l1 um巳nb...tり CG 日只f' :'V~ the scξ:lt'fヲ and thぜ ~l?t:J ralどj["lC~ll~t():'IC 

objecls 2ccl U:.f: vvilじjlelhefeln and 10 p-::)、icle~O: lhe enjoymenl 01 Llw 

。ラ礼rn仁 ill slIch mar】ι1CI"e¥I-;C: b"¥' slIch mc"，rlS as v;il1 1(，礼vc~hcιTI llr:ιι'1川 Ircd

Ior Ll1e e1ょJO、肘llto[ ~-~ture gピneraUOHS."]O U.S仁A，んを規>i~ L t二、

つまリ、この訂lたな行政機|割の使命こは、公ι引をド1;牧のままの夫滋で似

イjL 、そのうえその日じ公閤そ国民が)Þi しむことができるよう l 、 j~国

へのアクセスを~!'2 -f~寸る二弁だ-':'丈一 国立公園!司談話ν、は、ヨ目立欠回

目(.:¥lati:y;:wlPark Se:'vice 丘三引を~!，t-)'r: ~_，、ベ v スになるれや彼ら

の給料券規定仁、システムを管1軍送用宇る規ミUキ制定 fる1舎一限を;人J全長

':J' ì，こ守え、公開の資i原守保全するために必安な場合 l、~d::森村、キ :'1で却する

あるいは処うJ寸ることを説め、三:ヨ互に Y っと有7寺公動植物を駆除するこ

とを lえ可し、そうするここが有 4百でない場合に載党容の保安施設や京若手

伏牧の借j折、摂自のために引いT向の 1一泊使用十字を認める十字浪合|人l務長宵μ

公図へのアクセスをtiE仏寸るといっ国立公ヨ~klの使命:よ、鉄道会社に

利析をちたら}〆たc 南太半洋主人i~j: (SOllth町 11Pacific Railroads) ~lJ社長

ッゴヒミテ f主主のjt::o川に位出すφ段ち l的日年;二区立公図;こ角まれるニム

にな<¥7-' か、 1正1-1l!.-g.官庁に lü寸 j~ ;6 Yタミ〉ていたここの上出 j 1-~~. fJ¥漫主的なl'ぺ、*.

( =-'1'((1 む吋ンフフン乙スコの、タムスYtlm泊とにて mわ"たL ト!句史;己・官~HJ it 

J) G': T，，__ 

山 CI川"にnrl孔:， Cλ)01.:-;，':plλll. 12ι il! 

コ Daνidc"¥. .'¥clィ:11お SU，)Iヨ 0.8， "i ~ 18~í-18G 
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マコーミソ夕 、E.O. 11cCo -r ~:lick) はマ寸ごー (SLcplICI会 :"laLhcr) がロ[剖

したネパダ州シエうでの右ちなキャシフ，"~~(CJ参加メンノャどった。 Jヒム

!( l:U _\1 こ':-1ふ1ιJ 初 fl~.f~j ~<:マ十 \Step日n Malムリrì ょ、公 l，iI'苛 ~_:<_ú_ 川ために 1':

らの八 f-i--:の溌午を柿!， jト大富有"万'7:君主試行っ丈一 マザ は主主化、なマヮ k ドア (J]

動'i双子j(かつな 氷でまり、?メリプ')rJ-;" L¥.喝会、，14.~ntriCall CiVIC A~;s[xiatioll:' 

およびンーヲークラン 出 rraClub) 0-)メンハ でもあった 19E:干にマザ」

(よ、きたるべ三~-::~]ウ公民，I;J設住聖法案の述汁，議会の後予』について支持ふ得るため

仁、 F~J:刀 W~ と Lて竹 γ! な寺ャシブをキイ卒 L た このみ¥'/ブlょ、 11百γ'r;') ~ (i')オ l'

ニオン 'J ーダ やら(高 l息子包下?でt-~J' らしし 1時間を過ごしてもらいながら、公

zのや11.11践を吹き込 4寸、回e!，公園町設号法案内陸で反響力を/'1..(ましてもらう

ふうのiんを恥得寸る心こを烹刈Lていた マサ」グ〉容のなかには、 γメ jケ回

炊いp史持物的(;~ ;n I!' r i c山 1¥1 11St'lI 11' (lf N;llU川1~~ist()ry) 純比の t ズボーン

(f川rlil'，lct0，.、hor川、当時的最も升j〆1な作京の 人であ r;~) ;:-;ー

Jl o問泊、乃 ζの;院議長であり公川*~)lx.委員会(1\ 1)P了。1);-btiollS CCll川mどり

折、持の共明党員ン L ソト (FreclE むillett)、:'1ンコ J-')]..， .ンオグラフイ， ;; 

(N'al川vlGωgr山)rlIC))~誌編朱者のグ n ス f斗ー (C了 î;hcrl IL (~r()~;YCllf)r) 、

問」、!." -，~設道的配十 l ιマコーミノク E. O. r，，'jピじりrTTlic)、カ )jオ ，y 二ア111の

つの有));新院?十の所有者かっ経凶古であるマトツク之!B:-'ll1¥1. :¥.-faddoxJ、

のちにマ 17 の法継者となるすレプライド(llurace¥'L A I J)l明hりがし 1た J

71~;間近くにわたって、 この目、fづ ff(J.、ンニ')(，i)最向。JiK!!，をfた。当時山

雑誌記下(こよれば、 lマザ は、巨討の容の投-~!_-;;を整える υ') ¥こ費)f;1:惜〕ま

な刀、った 各人が尚般かつii:;~:，ごね旭なウ r ルグ号、スベ iヰつ¥。ために

尽uられる訴LL 寝袋ζ宝丸マットレスをもっん。人をJ:i..iミ、介めのJ0;;♂ピ、百品

を還ぶためのラハがいご、思函な阜のお;虫I な果物、判長?な卵、 f凶もよこ~;k C，い

ものが九れられたこヰヤ〆 Y が張りれると、二のぬi立のためによ半*凶 lB}， 'ß 宇 ~I~;

お iり1"/J' !ろマサー一刀汁古川てきた J史芳;なキ γ ンブ ~-J "/クのヤン スイング (T'V

Sing} う、~ l"_> ち h.J.--:でた卓や組み ~l".c、さムに リネンのテー/ルク uス守

全Efの工めの本物の「ブキンが迂れ工のだりたd タニ・スイングは庄分的抗り

たとみス入 プを也みiL.'-I.~ーに、静か l 、ス ザ、レタスサラダ、ブライドチ

J 、グレイピ」、ノ スめかうったシ右(司、，1'←?、油しd'l.¥ Iヲ」ルパン、 ?ソ f

Jレパイ チース、手了余、コーピーを 111乏したJ，マザ 0)日ム主ど，3り、たく js

ζ0)支持とたっぷりの♂刊Jか広プJ り、ヨナショール.::..--~:グラブ 1 ツケょ1:) 16

守4，1::培{正同;'1"公開;:r-，~"長弓止な(子。こう L

ソ〉ノ人よι、絞従が回~ム公七国副局設晋i法圭に零 1Frl L、 J斗ごv は回立公正当局初j(局ι になっ

丈工。 lc~.. "" 187-18ヨ

1"'1 ー ~.Û、:)ミ24) 104行



戸?古物司'1 回Lこrミ図にお :1 る '~~!;~1毛 利用・珂吋:n

よド洋鉄道 (Nu:"LhCfIlPac汀1じ Railroau:::c)は、 87ZIf-の fエローストーン

法を主持したの人に、そのさ也J止にオ ブンさせる命誌の宿泊施設の'll'! IJ 

負担字引き たc 斗アシタフこ鉄道 (S .1 ;l~_ ，j Fc Rz，ll rOad) は1904年ト、

ゲラ〆ドキ斗ア オ〆 (Crandじ川口(:ll) のサウス・リム(SI)utll に

凸級三、ァルのJ ノレ・ 1、iゾゾー・ ;1、子jレ(El'-l\)\'ê~r Holc])を完JN:-~~せた

大北部地主j立j百 !Great:'¥ortlwrn Rai]'w同) (土、グレ シャ、川"公I会i

;， Glclci引 !¥:ahmalP:::ll入 i と青年{長地(、口 rジや人/ス凪Lのシャレーを

~t: 豆辛口丈 I'i干?わさ ('U r; i問、 p山 ific F~ailtωc;) IJ、ザイオン下i立

公園(どiOGl¥aLilHEl Parl，:.)、プラ fスミャニオン国立135E(出 yc己Ca

可 l'n~坑ion~'.: P<-~rk) 、ゲランドキャニオン!Tì _itL~と l羽((;r礼 ndCanyon 

N引iOl1:J1!)引いのノース・ 1)ム (norLl:.:i::l) 、それぞれ保琵施設キ

提供 )-f- 191~/1ドに l計ノシタ '7.1 鉄511 と連ギI~末、v ギ主b立がド立公区博覧

会のために初万ド Jレを !tヤ資 L、1016:::i:には1):~円、京ヤ ド(I<，o-b目 lSle~.l 

t'.il 'Yard)の写真集 C[lC¥!公lh;写真集〈¥←at:onalPa¥'k ?ortfolio).l 27)J5ωo 
:Jliの裂作のためJ、17の鉄;主会社が協力して出資Lたに このぷう;:、鉄

道会社の斉iE治、対J閣の庄立ノアご回シスァムを固めるのにλいに役立コた

ことは寸実だっ丈ぺ

1日土日午に iへ務長官は、国 i'r公悶同の最初の行政t}i'i (吋mll1lstratl"Vζ

dire吋 Vf')のなかで、判然f~f:千 と::J勺民干;J):l (pnlぃ、

という、対立するけ的の|向方を満たす 4ι 要性を繰り返し誌べr:..味。この

J局令lよ、 1918ff 5 FJ 13け<1けの内務弐 u レインリ，'r::uù~in K. L2.Gりか

らi王'，f公間同お;-c吋長?'lf'.---(s川、hcnI¥'[(lthrr)あての内特のなかで、“規

，HI] \~'l-'guL1Lj()llS)' として披露された J その「人也容は、 1"1'';公開局設世法

の 時、却すなわち、 l 主主 に、国立公園は現代のみ主らず将来の去代の

ために、令く;民なわれ Cいないかたちと耕作されなければならなし;第

に、図、7 公関{土、国民の利用、銀奈、健康、 î\1~( 只とのため l 攻っておか

れる，治 に、村氏。〉利低 ¥na[i()ll;-l!intnt叫が、公同;i;;1)公共以業

あるいは民間卓宗?ヤ を T~(ますあらゆる車慌におし、てド:J ~diclaιc) 

でなければならない J 二こを ìZ:~ノ、たうえで、

ヲ le..，日 186

~~- Cl乱?丘仁ジml九仁仁川ulおeplιl11. 12. "" 71 

二日誌 5')(2' S~3) lC4S L6只1
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r--fエローストー〉をぬく全ての公i認での荷午の)/(牧、l主、ピじターたち

があまり訪れない前!域で口1される治白もしieないが、 Tの!lz牧されな

1、

i監吾jlJの)))1荘のヂめ1:立、区代しされ主いものとする「

建造物および、森村あるいは;j-拝見を拐なわないとろう場所を除し hて、

伐1"ぶしてはならないc

'lrff告(土、民説;調和しなけr:ばならないぐ

公困 lノ~;亡有地 lpl 円 lLe h:..llc:in間)は、除去されなければなら 5いf

?インタースポーッを今めこ、キて工のアウトドアスポーツがlIl)J íーさ ~L

之ものとーす之ハ

公閣のレケリ工ーシ J ン利用のみなりず、救育的1"1吊~)1-2)ι支れなけ

れば必ユJ ないラ

4久い i いン Y セ去すと尚，Wk;-J、ケル子、今f備されなけれはやならな~， i 

な公辺事業を検討する祭!こ、公Iι1局l土台 M:向かッ引徴的な ~ 
力、

領、あるいは医京的利益お 0' び院長tにノ与るほとにすばら LV'か斗二ーク

ないくつかのト」タλの地勢 をJ;";l， ---~j: 了る主う努めなけれ Lξな l つないρ

i正山公:~:~ステムは JM，~のよう}二、特別ぷ棋の最，'';)条件、あるいは

目立公図が示付室1:11の公開にJ主しない状室、ごJ、出宇る111:，域手包子守ずるこ

1: I二市って、水準、成説、名声ががとされてはならない J

とするものだ~)rゾーそこには、マザーの広然保有志:[lJ (prじscnraLiunistll:'1() 

ツ9 1)辻¥'idA. Ada:ns，註"ηra日付， ，，~ 18!)-19ll 

'JC tJ然保存ιL-:[E:]とは、ありク)ままク)白吠ク)保ECを日 1:--~、 ~l-;'!H町J同 ~:Þ;および

民支:1ヲ正化財の保存Llwlを窓口本するベマザーl土、カリヌオルニア:人学パークンー

校 ¥Un山crs:1:Yof C叫 ιtoょ円 ia.Bcrk仁 lcy) 出身の l' 手弁~~ I寸ルブライ k

(EOl山(， ¥L A;brighL こ附1lLされて、 19~) (I-1f- .1 }ニj22 []に亡くなるまごの胃、

こjしり門限RIJのコミ1j'，:尽力した 回立公回日および国立公司政策の記設計とレ

わオしるマ λにーのf卒業は、 '，1-)レfソ f 卜にう!き布院がオしることになる υ '27歳。);f-~:さ

でfι -tr--:.;斥[1F.:fJの局長荷休，町内((111;:(，lreC山r) な「止めたオルブブイ kが、 192:0

イ1'-:'-~-局 i♂、に枕tr~ ， 1933(:-.8)J 91 までい::¥1公1:，)局の 7七日同比や務め b オ

ノlブライ h(止、河、ァィと同局を J、ノナ段も i同 i，éf に亡くなど》ま F、伺 ;.~f :i_~~司..;J業

によ有力的にた jさわコた 19:~3 千九うえ)，宇1:政宥，!)改編の際、 す}レプ J-f卜:土、

それまで各省に-~;J らばっ、いた剖ラ所の公孝|を|勺務{í'r Ic: ¥r_ ::;~ 1-費i吋の管科 λ に

10~J .1 ー ~.Û、，J ミ22) l04~ 
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"、υノ 見られる

こうして、 Nすごとi'ii;システムのぷょのジレン才である、 'i;県護と和U:1J" 

という 重{改正7の祷j置があらわれた(同¥'/公司ンスチム全体の予告民ヨ促

進するため:i土、 IIK!ci亘市議会の l，tjんからのぷマ与を得やすいレク 1)

J ンヨン甫ノ見主!の公道次誌が有mであると考えたマ t)ーは、ピジタ

をI持ヘ-，-;;--士吉主に主いiJ!i，て'"\った ~I 1925全にはオルブよライト (H(FaCt 

九1.A.lbrüdより雪国 ù:j-::~ 局 it U局長l就任 lたが、ほとなく人74t杭

(C号 刊l[)epress;on) こ見坪われ、 193.. 1 年に 1土庁立公亙 ι;J::f~号bJ"1080):i

ドルから5CI万ドjレまで JO%以よ削減されたL しかし、汁時の大統/f[ソ

ランノケ IJン ル 丈...-<.)レト W:-anklinRfJOおれe1t)と|人j務長官イソ守ス

;， Harold lr~;凸、がともに公国交好者だったため、国 .t'{ :L':;悶日の運営は

うまくいくことに公ったラド}均年にルーズベ}レト大統訟は、ιューデイ

Yレ政策 (!¥e¥VDeaU の として|地己長かっfI;菜汝泊。〉苧装を主主点

するよう注 !こミjとめ、 1933fjの市民保全局1去に vilianCon抗日刊

tiOll Scn'icc /¥ct) が社疋された九同法にぷって創設芦れた [1E¥¥保全部

隊(じivili日 CrJTl町内atlun心)rps:CむC) I之、尖業r-nの当高丈ちを巴立公

に以遺しても下させ乙もので、治問建設ベ?)i~Hjí 設を姉し

て経済活性化を図る達原行政機関だっとれ IU対i)R合部隊は、行政絞閃

Hテトの協ノj を"l';;)lした珍 L~， ，例でもあったに市民保三宝足:てが通過した、

日後， -、ルースベル f'(;k緊急f民会イ工治i，，; (ufficc uf Ernげ詐llC¥'CO:1 

se~va::i()n ¥Vor:d を劃設し、 Y二ヒナー I，R山 ertFeじ丘町r) を局長に指

れにたっブ L こすーは労世i);;:t殺の影響合受けた人物で、|年軍当

" [)"l山 :.rrlU1Lof ¥Var)、農務省、内務省、労働色、の代表者れちからなる

郎防委只会 \<:~d\'iso':.ì' councム1; が段押ししたハ労働有がりjたちをJZぴ、

津'III_告が絞らをキャシ-)まで1主jしてfくとともにキャシブをJ止 し たc

本イヒ[... I日守公開 J スフム(j<ado:，al ?ark 
iお 191 ト ri(~ 記!.....'，前掲 (~t ;)、 9:-l--96H"

~J ム均九己.:iut坦 U-:-，S) S~ 子L

ノ l十:lC害問。

13 David A. Ae2，ns. supra n. S. 2~ 19{~ 

""， 尚屯[-:..戸川司()子 ::1) !Jt~も
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長J会?守炉内務告が、絞らの活動モ;j首脳〕たぺ

市I\;1-*~二部 1;が人湾台たらには、衣7語、民療、 5:r'l:ιη:き;き、食程、身体検

査、 11 まい、レク 1j 工}ン日ング)場、ヌ地L一緒 lニわたる Jt4:-"ì~; 刀，)干 3

ラムがjlJ意され、労働くノコ対illl'として毎月初ドル主メ jl、われた o主計の

:IJ民!長令部隊卒業を通じておよそ 1万70ωのそヤ〉ブが含まれ、そのう

九J74ぞI，l元、の必ず内務需によって附イ千され、さらにそのう九の日%か

国，l::i，;閣のなかで営まれた 最も多 C'jdi天保全招待キャンブ守主催し

たのは、森J仏吋 \FCI とお :-;e~' ì' ;Cりだコた市民 15全部7去の任務l土、森

林再三、小広その他の廷物の建築、消防 I江(森林火災の|緊に社li:;)j--jーが流

れるようらUi':; L#1 ¥"，たi言、 firetr;j[s) の法院、総・ダム・ 1，I不透ンス

ヲム・キてンブ;場の建設、火災の危険を司|らげること、?日防ι舌則jなと、

多岐にわたコたじんと共事業を増わそうという ばしばしば、資tlqの乱

常発ゃ開発j白番町という結果を4討し、だが、ともかく市民保全部隊，'<，.、二コ

デイ ル政策のなかご以も評判の良い成功例の つだったおc

Lかしお 次世界大裁の開戦が、大恐淀、矢来、 lijヌイ完全部珠の川初

の正当化恨拠に終討をも允らし、 1942{1'.6月うORに、連邦議会lJilJ元保

中制改寸たの終結を可決したのだったぺ

第三節 国立公園利用の急増

1 自然保存派 (preservationist)とレウリ工ーション派 (recreationist)

1930午日ノjの持 次 IU界人純問攻μふれ、公同業務と資余似flli正21:1冷

却じl発Iとされ、 ;94:;主のすさ戦からしばっくの討、 1;1:'公有ノステム lZJ乙

れられ1いたへしかし、人口増加やれj斉発反による1没後の繁栄lよ併人

所得やレジャ ω時肢を明大させ、ケトヲi;o)i設のピンタレたちが1:"-1¥'/公同

j， ，~f:寺 '6 ~土、利府十字、刊イj 料、上.ç/J 件を民主=í ~_た。|日務 l~: !;!:、 l'す公|対ぉ」

び什{ウ公開、ヲメリカ先n 工己インデ f アン fEユ~ilh， (1;出山1n州、川i()n;;)、 司有

地守子初当し七。!)，iVid九 i¥dan:s，slIpra n. 8， :ll : 9/j 

“1【lι 告S1 ~'J(-) 

つ le..，日 196

"k lc~.. "" 197 

1711 ー ~.Û、;)ミ2(;) 1042 



にぷl
'
~寄付るようにな〆たv ビジターたちの多くは、')、/ート f、テル、

ゴルフj人レストラシ、ブアース pブ 人その池(1)tl)1設を期待しょが、

なかには r'，-rルダネスf 、ノ、 yクノ記ゾクーつで!jI({T;〆、テントキ 5長 ~'1 、口

分で作ったものを食べる丈けで満足だ弁い"当ーもい丈へこのように多

白然保有

の対¥~!: :主係が

様なタイノfのどジターんちを性了する国立公!MIで、

(p ree'e r"¥:ati (Jl1 iヌtIとしクリユ シヨン派(町cr刊 tlO:1，St)

このl時;町;源イr!己していうた

q扶保守派と Y土、アメワカ自然保設i主主bの父といわれるミュ ア

\]oh:1ふh;.irJが 1j~'，1I呂した司伏係議誌に主主!日]する者 Jとちをいう ι?彼投ら;はピ二C

何iT一公|ιz到l門ベやJ何チ右1林を戸4妙快タ炎ミの主まの状j法主でj保忠4打Iすゐ二とを i4l主;向宇る c L ケ

1) .Tーン Uンむえとは、ヨi立公閣やJTI有寺本会レクリこーシ jンのため[干1;

;nすることを士、1''1')る者たちをしうラレケ Ij _1ーンヨ>i!止め ilーツは、

り()世紀初頭にピン Lヨ (GiHord 了inc~lO t )が捉もした自問、決議詰にた

どることができるへピンシー3.---(土ロ然資源の千j効利回という功利 L去の

七然保己主論争長 lぷL、これに賛同ずる者 た ち は 自 然 保 全 氏

い川町川tlun凶 J-:n?ばれた 山然保!，::;rrdJ、国立公豆や巴有林

戸除、効率均、 体:旬、告ら恒的;こ管理.i，，;iJずることを志向する iハこ

九然保有 {l長と〆クりヱ ンヨシ派の双方の 1張:止、次のようなものご

ある け然俣 fri，f~ は、 Hm?也域が、土;的な楽 L みの1隔であ河、け -j1'-たち

の也先を)よl0起こさせる土ろな"'，要な象徴的機詑を民たし、あるいはi也

元}斗態系の健全かrつJ久 h，しと状態を稚持するために必嬰であ ξ と主え

る。自然保育 i;:~ (土、向山まと同ずのレクリエーションが非7円賢治動に唄走

されるべきだと与えている J このようなレケ j】ーシづンの機会;ーは、

ピクご'夕、ハイ寺ンゲ、パノクノ可ソ夕方針丁、カヌーこぎ、魚釣り、筒

可iな-tャンプが含まれ。 vケ'iエ ション i~、 i土、 1"'_1 ¥'，/;と阿が、

ドだけごなくあレ"ゆる人々の只Lしみのためじ設立されたと主張

C/づユーシヨ/むには日然保存派を、日分たちf1uの“より ai'*'L
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し

た工"

するー

~!， ):"tb日nL. Schcg， PrCS<.'rvalムOllム日児 、s，Rccrc ::tし1川li~:ts iη 日~;r t¥aliutl日[pれrks，

¥¥九日刊lrthw(叶 .h!lJ:r::; 1 nf E日刊行m川、nL-ilL;司氏 roliρy(J99g) Vol九lr，:T，L 1， 

ztt 31 

Jυ 良['，武i:E3": 11 アメ'iカの持冷 f~説法 Vt，?tg::泣大 'i:::'ぇ|書 l :Jji会、 H悦年) 2Gl九い
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された。 fib依存品と調手[さ射るために凶Jえの{曲依存見を生えることに生時J心な、

エ') ト1義者こ ιりなす 何人も m~ O)者に公|示|のつ直司な 禾11111を押

1勺ける権現会イJしてはならない、とらは{百じているわレク')工』シ j

>iH~土、多ね、な νジャー活重L;P ィ究明する これ r，(7)活動仁(立、マウ/つ

/パ f夕、スノーモーピjレ、白重力;↓Lでの観光、ス Jι- 手、コ}レア、

ソ日 ト百利!ijなと、が子?まれる二白然保存i長とレクリエ(ション

対，l:~土、:l)!ギーも最も重要な問題の つであじ続けている U

1919干に [r1立公回}サl'司代円前::ミド jレー)- (¥Jewto;l B. Dru 斗 l土、

「オゴしわれの公図のジ Lシマ (TheDile:，11113. 01 Our P，，;tks); という報

白書を発ぶしたτ この旅公害(j、多ずさるピジタ たちと少なすさゐ職

員たちによって引き起こされる、公開llJおよび公悶防是正の;T;化ベコ破壊;予

報告し丈 c 合iJ主的 J公?を長告書:土、以後も絞し吠 197日下の「われわれの["

立公湿の質の低下(1'ほ Degradaliハi101 0-1ょ ~ajoE8ιParks);;という報

白書も、 t，以前に同じ結論に迭している

2 ミッション66(Mission 66) 

19:)1 ~q に阿古公|会|片i)1L 代目同士乏の 1" '7 レ 1 (Arthur Demara什がわ

Fか半午聞の任期を終えると、八代円記長 Iノ ス (CG;H(~è 1.. ¥Vi r::1;; 
が引きいだぺリ-Ä~;ì，“{思議と干'111 j'ンレシマのfi1oi1と策(土、 JII'し

"寸リ トーF_~(i)問返1よしばしば誇りそ 3 れるが、この間涯を菜<i ~;る ν ベザ 2

遣の資料もあω 景止のi問弁は、ウイルゲームス手じ訂 柿糸・救守ド'，)方ルの需の

01 '京:二必し、 1'g:~!，-J 伐係を明らかにサる。均 ít'::j'倒(]たらは全てのウイノν ダネス相

J:J朽のうち。た J た 5771をnめるに Jさない)ウィルグネス軒}IJずの三分の

は太平話し、号のうち四%、のー右昇進のある仕専を Lてきた 1 :¥atl1.1!l L 

日cllCば1 日llpn' ，'U川 :)2

1 力 '1 フq ルーア大了パークレ/一校の出身で、 1'1ヴ公|割け 代日吋長 fルノ

ブイ rのな友だジたド lレーリーは e 以前にそJオルブブイ?の後任にJjI'橋弘れた

ことがあう七。自然1St1，日広よ向ク戸、ル リー(上、自然飢夜間体の期待ヰ一身に長

けて入省しL I同7主じ fki呂 q-十日) un頁
!2. Cl a:'~~e ~dld 九ム :=-Cool ， S~ι jJ r3 n. 12， z，，: 7り

料寺山[-:..戸川司()子 ::1)lGSRυ 

17:lJ ー ~.Û、;)ミlS)1040
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持せるビジターたちに村山下るためのた規終開発事長:こ弟子するこ〉で必

ると考えたc ]E]"，公|対局の江主主:にお vλてこの吋に、 E然保存 ~lll 出白川tinn)

とい与使£1(主 主2く卜力な il:<t庁;折カイ L ，\ì こといなつにIi~こうして 1 95()年

l、川す公凍1丹は“ミノションGG(九日間tOltGG)" )-'いう長君主に右手した

ここで、ワース白身による報汗丹 てミソションG60ヲアロ七スを

日"'ごい主た1、o 11iヂI)J:こワ ス(土、より多〈の白f，::を得ょうとする]，，]ιう2

y1局の従来の試み今調査LたU しかしてれ}フのうむ、子主主局 (OHice01 

M日 間erner'.t(¥Jld B~ldged"- を通過し丈ものは一つもなかっ犬。とうやら

J主将，r;;}と内部議会i士、 j主オミのう王国ねによる大規持、で禄fffiなi旦ぶよりも、

公混同 (Bllreacof Pno[ic Roads) 、L:也 ]~J梨局 (Ret 出III りf RecLuTlatitln)、

注軍 I兵隊 ll'.S.Arm，v C:HPS of Et山.r.t込町、によるい rっそう大規桟 f

E主主的公提峯を好むようにJ4われたラヲースは、ひょっとするレ大胆長

アブロ チのほうがうまくいくかもしれないと与えたf 崎、誌との議論の

のち、同立公回同の弁部門を(¥:衣する委員二三〈設計 i主説、事業 計両

首在、自然保全会づ然保議 (Conscrv~J::i on f1[)(! Protcct:o川、自転、史、歴

I}-!.，河):)iAし険高記念の谷委員会) "、分斜5J メシハ-C)~~背有たちか九;友

之第一辺営委:，1会がえitJIされたしそこで髭ばれたのが、“ミ yシヨン 66"

である勺 ミ、，ション小1とは、こよ了ての反古公悶における計画手明示し、そ

の費JiHト積算L亡阜 の予算に杭ゐという、包括的なノL~同勢~lf:! ct~で

あるラミ J ション G(iには、 15りの博物館やピ/ターセンターの建設、一

つの;.c:-1 ~ (j-0 :"レ、ごング斗ム/タ の建設などがほり iみまれたペミソ

ション6告というタ 1:、)レの '6品"は、 l06詩作つ主 i)岡山一公開同創設5υ周

年記念でゐ :'1 、↓てた~:-=J.t真が達成されること;ーなってし、る年を惹3ょしたc

19~)~-j 1r G月末頃ま"1:':ニ:之、 ;JU持の職員たちに対してミノショ LtiGしつ日的

ヘJ 純|叫につ1、て漁民的な教育が行なわ札、 19S，){f.:)月20l::l Cつゲレレや λ

」下 ヰ， :IIH'え (Gvca1又mokyrVIO~ln'L :1 ins; での公益事長会主主 (Pll~)li じ

St:rvi(出(ふ:lfereHじとい。によれみてミ yシ日./66が公去された 1956年 1月

“ じJ，J ~"ぷ c 二nd ~\.~c仁 001，只じpr日 tl. U，じ 73

， J五、行蚊管理子恰同{口ffi('('{)f 1¥1抗日ば日l札口tand B¥hk¥、け

!S良1:: il¥:lhl・前樗(iム，10)253，--25/1 ~，" 

公続中業 (jJUblic~c j' viéι 土、鉄 f色カス、水沼、事会、斗、公来♂〉口常I1
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5 円にはγ イゼ〉ハワーん~JC';;R (D川氏htD. Ei::::CI止O¥Vじりが、 般敦子守

口t;~të of tlw F ':l ion 出i(~r "， :;s) のなかで 1"'_1 :\~í 亡と :~;i こ rつーなした。 さらに同

年 l 月 ~7n ~こ行記われたミ y シ t ン品目 J-ついての，，) ，スのブ〆ゼンテ

シヨシ ;f対して、 [nj大統領が明1，室I:H寸を夫同 T に

最終的な去を>f~主がおよそー ;0倍"レにものほったミノション 6G(土、メ ).;)ì~

功をおさめた。ftIl万、日岐保設凶作。)フ J ルグネス鴻会 (Y¥i;ldernt;-;;i

Socよどり)事務局長ザニサ ，HυWZ1:d Zal:.【liser) を「汁心とする(12;終惑を

抱:.i吠:白然保護論客えちは、|町立ノ二回品Jの政策 Lこワぷ ルグネス保存を設

ょう fこした口。彼らのf力き:土、国有地乙王甲 U)転換を '1汁ことにな

る 196 ，~ {jーの原当自然出 C¥¥，-'iloP:"l1eSS主ct) の制定を導 t乙とになっ

3 1964年管理枠組み (1964management framework) 

)乙ョン泌が';;3九に JCるまで、保渓と利iIJジレ :/7を閉山でき ξ河

σ自';で雪下活 賞にた持Pよiっぷ:の倶立制:いていた。同立公[，当局七 it月局

長ペーヅヌーグ・ジヱ二 T (Ccorgc B. ll;ll'tzog Jいじっ指Hのもと、区

立公図J司はこの問題;こ認可る制硲な管J-t!IEk;:j{をナjち!!iした〉それが、 101，，1

{p. ;官加怜柄。J-;，. U96'+ l1iana貯 E:ent1ム a::rte¥Vor!りである CJ 19ô4~li-: 7日101→

に1"1務長官ユ ダ凡 (Su河 川 τL.Fd <t ;l) にぶつ亡者父された，~， J-;!' 0i 

(m刊 n]';Eld11l心のなかで採択され h この枠組みは、公開地を一つのカ

アゴ'1 にた、おした〉白扶地快(r: aiUl 州、 ~i正史的泊域(1lisLüric) 、~

ク 1)'::;'_ ション士I;]，tx:(reCreaUOllaJ)であるつユ グルの}~.見吉におけ

るf民自身による詳細な「免除Jiよ jしl王、

、Y公開むステムド、jの Lこれつ うのカテ f)ーを包含してv、るだった

i~ に欠くことのできない、公H(rl"主倍をもっ(それゆえに行郊の公的規制 i 服す

る)-41業を E味?る。 i出[jI川巾lい"λ夫紹集i代t主J':)'失Lヰ本汁)

年)耐1頁つ 公J火、;に~t対j する会叫早報酪門豆献を甘;味よすイ令;i '1仰、V川ubli(に S記εi円可 Cげぞ とはじ斗iα日山l 

さオしる"

[)λvid ミ七(川IS 孔I:JIλ11.8.il:.l%斗川

"合同設はお工そ 2;000人で、斗|時的エな自然 f~-~~P~主体としては最小規模 F コ

ローニ川 ~;l~C .前樗 (ii::);'1C6貝n

i~守、 J 巨然法的内容につい~(手、玄羽市 京γ-'，:1約三 1.1"参l出「

l7fiJ ー ~.Û、:) :，::::' :;lP;) 10お
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つの広いh~:r)j!;t:;訟で :Cr 、これらのカ T ゴりーを適切に保守するために

も、あるいは遠路議会改策のな現で呉羽化される川氏利;11についてこれ

らのカ子了リ の!万なi件I，@力争発揮するため;ーも、不 i"))'である、

こ;llりのカテゴリ の芥々が、シスヮム'ei平仁つv円ーの一つの;法本弁右

る:;{J"，;'I[iIi'をつくハ1:.~ yるために苅怒δれた、妊、与1..0)了ノへとま〉まりの官:

湾政策をよいうたd 日

「たとえ全ての公閣が 191目立法の委任;丞ョコいて生まれるとし γ も-

f千々の公凶のFiË~ L 趣旨が他の公辺こ同じでないこ l は~;月らかで jちる

..1 日ι! :Íf;こわれわれし工、資制がそれら凶有のf而怖や~~i-~JぷIjffjCl.'主から、

治切に Iでめ 1/)れかっ待刈されるようにーごの多様竹ーを包台するためにや

つのカ i ~-i~) ーを認め

この=つに分かれた管域政策l土、仁王犬十た棋の1]針に京大ノユ影響をヲえ

才、
/ーペ に前裂なのは、一つめ刀ァゴリ が国立公園町;こ、いくつかの公

必で仁1段、 によるオリヱンテ v ションをとり入れるのをl認めたここ

かも Lれとい このように、これまでは国叉力要求そ l荷た Fためド j~国

境界l人jO)，V.二ま?ごも持~+~にJぺ太 3 れてきたf目 ì;.'-4- る利用.'c l司発に~寸

主主棋が、ノivf:止は然判::f-ーu0f;~';~季子1あるいは公京l 同の1. 'っ "/1'.'古学的健全

あるいはH':jJ(ccologicz:l hC<llr.h 01' rcposc)"と湾連つけられる 4うにとにう

1%8イr~-:出立公困 i，，; (立、制限的道路1文京を主;たlこが択した J このなか

乃公開口i再必準 (Pa:::kRへい.iS'c;':llCl<.:rds; よ、 8-X¥え"J或(r.at，EalaJ民)

カテゴリ の ヰ0H~主主での開発合削減?〆ょうとするものだった九同基?ト

ri、 1"1 ，，;公開の唯 f、変の 1:的;土、人|ちjとでのJ景i在を な[有ねの;1)、

A~ に i幸くことである ο したがって、最も重要な関心事でなければならな

1、の;立公l材作肢の i斗であって 旅行統計とはないcJ 
、六Jヲ

レ Iγ ヲ

c..... '-，'、

4 ハーツォーずの管理革新
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、ーツォーグ川誌の管理不特 ~'i (止、部会 lこレク 1;エーション拍i吹を

るという取;)pfiみを含めて、公|対よく持患を拡大 tるのに効果的な J

FitになぺたU そ7しらは公F可キ、より広範阿の人ペヘコ巾到にとって利用 11ず

能なもの;ーしたコしかしぞれらは同時に、公示向。)~府 i 長 l 号、持還の費生

L ~ -:_ 1.';う間認を引き起こし J三、J1iê え if、公園レンンヤーの役 ~I;:~ (J従来、

ε?人や貯更の説明日動に集l川しといたのが、突然、民の執行、交寸唱の民

片手市ま t)、人込みの当浬を含むまでl拡λされること vーなったヘ

1 9G午年管 j~~'ト主じみの l王かに、 19(10 咋代トら 1970年代初jめに f上いくつか

のが制主された J環境問 jt~(こ d 八、 新たな反動が牛まれたこの「寸矧に、

二れらのd;:の市定は同立公凶局の視野を!よげさせたへ当時の同 Iう公日r:局

の基本:-TI!IT)j告I(;.，'l;o，:-w山川区lPolic:es: 土、歴史的資源の保任命令

(rnand社tc) G'-としし 191G年のド[立公図 J-"'J設置ilミ(¥二Ltioila;Pa:'k Scr 

V1Cピ 01"則正cAct)に加えて、!日OGilの古干担保:下手1了、 (AnuquijesAcl) 、 19~s5

イ!の支跡保有法目!吋oriC' Sitcs :¥cτ)、196行!，のr;1~-;<怪史 í~~ ，-n~ ?';土

(¥;:Itior:al Ilis日目、 Pres C1、 atio~l /¥CtJ、 :969年の図説環J克政策法

代 ali川 1;:11E川 irunrr:cntalPo:icy ;\cふ)、 19 ，/，1 ノ!の考~庶リ~'f~~ -rr iJ、
(Archèolり文i!~al and II目的コc日出町vatiOl1Act)のお守を内容としごし hた)

ほかにも、 1964午の i二吋J ・!J(保全基金;士 (L<tr.dZ::-Id ¥V3tcr COllscrva 

tion [河川1dAc+J、 ;964年の 1車ヰ汁宍~l'主 \\\:'lld f' f川州主rt 人 [97;-$.;) 刀 1 :1 

日1-J 致命令11;)9::;号 丈化的土~~境の f1~K生および|リ上 (p 、 úlじC: 10仁川d ト~1l

山山目白llt01 tte仁ulturalEllviror~m自立)"などがJij いられと，

196~ 午カら 1968午までのたった 4 午問に公間取j或cヮま218から 270

1:まで色、担した J ぞれレつの新しい地lc'i.で(土、 so年以 Ji'わたコて公市民

の活動を ~gしぺきに本来の公園収合が、劇的に変化した j;Jí ，~，!公遇制下t

日 1964年1:を司枠組みは、 rJ 政機f35:主営を ;IIJ上さ t、古 ~íj¥1;ピンタ とらの殺

企Jに対込寸る.ti¥(，:j州{みのなかでハーツ 1'グ)，-，;長によって導入された~'， ¥つか

の革新グ〉与ち、最初グパ3 のだった~ ld 

同じ i命令 -cも、“η1九nd川は般住に ι;;:)IT式の命令、 川 (i(i" は行政

機|望1による止法としての命令(伺えl王、ヌ昆ゴi]) を巴味「るれ

，， 1 Cl乱?丘仁ジml九仁仁川ulおepra11. 12， "" 713 

lTiJ ー ~.Û、:)ミl4) l03fi 
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立のも炉、 つの者1;: i J :~!l~[ 公園地.1，主干 つの止;化センターがj司IJt~: されたペ

ハ ツ十グはまた、 :-I'-i ウ公|哀!のも 2 と効率がよ'v-\~二理や千放戦略を似

i止するためド、“同心公開使用地運営読至子』ム (FirlrlOp行川]0:1:';

SLud)士山m:FOST】句を組織した liTJ吟朔(Pハーソ方 アは、昔ながら

のひGの行政マご寸アルベコ J、ン 1ぐブックの1史見jを附 l した川υ

“イヌ '7シパス ((;o;ctenEag!t ?叫にわ)"の者?忠もまた、ハャツ苛、グ

1，' Jる苧剃の じ昔H コた。イヌワ Lパスとは、 1965午v 発売さ引た、全

ての[苛立公回目に人Jfliできる季節割引人lpj券である!二月がイヌワシパ

ス;二、“公共の場所に人るのに入場記、長右めはおか Lぃ"と±張す

之公I;;Jl'ンタ たιかムのイ、1占有の;士了を rC'Jめる二こになす〉た戸

、'iI司、イヌワシパスは3問。石以上の売り L(-;"lri'-f>恕されて~ ，たが、実際

には1()8刀パスしか;;'2;fL ~かった、そのぬ2:Y1ドにわたっご続くこ〆にノユ

る入場料論争 (;1U、国立公直130〉大規伸、なレクリエーション千戸来を支え

る二とに対 Fる同i亡の安勢、と剖し減 fl二~.iした立;I7同の欠如が!日i泡であるこ

とをH月っかに Lた つま泊、公悶日の主t:-----~うの支持居として、夏手 lイ

ジターシヰ;境保投手前昌弘n丸 irO;i:n C;lfc< 1 í山 10-~-)[，-えられる〉三L季ピジター

は、広く多様で軒以化されておら F、丈1.'ていは ~'~Iネ];'t!;が rrf到している

成治 lーや資金 tのt-!i-jt~~ を泊らないっ 般の国民は、公国ぃ多くを>](める

G もかかわらの援t)J キほとんどしない:也ん、:素写~f~議論者は援

WJをするものの、ふ凶J寸の日存命令を Jd干しても凶民的手J):;:1{o.~ を

支持しない。過政論者' としてよく知られている(日。このよっに悼 i!公

~h誌は、強力なうイパルである森林同こ;~さって、中壬1斉にの干1，';""悶{干、 11 た

l 前7;'(止令ニJ ーヨークのゲ一入ウ c"[1，1立レ今!こーシ寸/叶)焼

~8tio l1 al Rccr凶 clOnヘ1向。〕と引ンゾランシスこI的ゴール戸/ゲート:'1，)レクリ

ヱ ション地上氏(仏、[rlcnG;-:k \-川iC Il;-:l l~('(:r( <-lLio]¥ /¥rcn人技者は フンンド

ン[1，(のケネデイセンタ (1くer;nedyCentげ)と f'¥>--- ニア刊 にJ安すとウル

プド J ノプ公司(¥¥'cl1 Trニi)Pa;k!ぃ Id.，;:，、

1(1ι;: '/()-'/'i 

h1 198りイIiつ主fr，何者Jfよ、 iへ¥'，ノ仁川J!.;""/えテムの :1 とんどの iメ 1 ，長 )~v~) ，" て宇1Jラ-r

尺める;);{:十三を通過さ付ゐシTでに、 J ヌワンパスの吋怖を H君なおドルにtめf-

しかし、人湯村議午rは主主い Lしs毛 1d.， ar 77 
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ちをふ1心i二組織された支持層を1'IJ)ljすることが凶雑だ勺たのであるいパv

5 1由72年国立公関システム計商(1972National Park Service System 

Plan) 

保設と和IJJrJジンンマをめ f る対立が依然 ζ して続くなかで、ハ

Y方、グ;土、イエu、スト ン川 ¥'rう，:，I"lj事IjdllOO斤i}J↓にあたる Er72erj-ま

で γ国立公罰ンステムを完1，立さ)土ょうと尽力[たぐ !--.i8.水俣全基金

日山d川 Hl¥Vater Cυ:lS(::r¥r;ltion Ft:J'.c;) からわりあてられ主資金を利用

ごきるようになり、 りが高まったことも国立公園システム

がっ広張 l，'ていくのを ιえたτ

1972年間山公国シス 7ム ;1日什972)J:1lio:i3.1 ['ark Se:vicε ふ sle:'.l

PhEりの 第 一 部 (pan川 o) C i士、アメリカの信然l也中学的特色と生熊

戸的特色につ v、てすくれている代表制jを保存ずることが南拐された訂と

その結没、多くの t，こな凡主主地域が)T:.).-'[ . J-~ :~~シスャマムに迫力日きれた。た

とえは、国立公閤システム Jはi;t米公かったタイプの森林存代表する大

イトスヰ.)(やぶ目立f史認区 (Hi ♂ C ，ì:~J rじら込 山rJ!lig Tl:ickct ilatiハnal

p了目白 ve心、 7万J. カ グ〉ハソドラン f" (iJ adlalld; 九L~~;、のセオド 7 ・

ル ズベ n ト~立公百 (Thcoclo、ぐ Rooscvぐ lt \~('.tiOllå: Park!、 J止界最大

規叱1のベルム紀のイじ布石民 (Per;:1l凡II['o;;;sil)であるグアダループ山脈1"1

立公出(むU<ldc十 11)('¥IoUI:l2ills :-;aliullal Par 川、南東部長絞の低J白 i;~m

制処女朽のコン jJリ 録原ド[υ 記念物公同(仁ull，.{3.1ヒeSw，-:mp N a::Ioaal 

Mιl:lj;wntj. 従来の全仁奇じのぐ毘)，TI守績の迫力日いなったアラスカン向

山て:烹 !Al，:skallllaLlOllal -川rks! なとであるーなかでもアラスカ;"，:_1:: ，'， 

公図(上、国立公図システムのrmffi剖械を二滑にした これlよ:9'71イ?のア

ラスカ j百1云 (Ala北 ι1:\a~ivε 仁lai "S1ぉ S t'立l己1でと 11 C: A仁ti こよぺ

て認められたもので、 図，';公問、国高林、国 υF予 !liJ:~布鳥獣保話区、

I-I'I_--:rrgre::・景|涛i可1"のiり戎:追加するあるいはそれ勺のiて域を創設する

h氏lLi.，じ:， 78

ρつ市青 市 1I日 t

se目1芯ati叩山O白叩11Act;' のl内均務A 弓Pゲ灯)"1¥栴寺恥，'，'以九、1規呈疋カが、踏襲された 口f訂λ ムdA. Ad3叩n~s ， s巴lム~pμ〉χr 江

l凶iさ十 ι叫lL2(沿コ3
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よッな、法手日誌会に文j 寸る起こりうる推l与のために~，:j'? f九d

5579-5.)幻(rv~a r. 16， 1972)) :， :1引の公有効 (p l1 b~ic ，[om;u':l)から8000エ

カ キ同心公同局位と 1て引きだ r ¥ w;thdraw) ごとでAメ」見し

1972年によトj す公芳l 昆!~、イ r.lゴースト-~で山j すと:京l創設 100周平を

祝賀寸る世界匡￥公国会訟を主粧し、谷国の千本誌を俗びたの/こった川υ

Rじど

連邦政府イニシアティブの主導化

ニウソン政権一保留地システム (reservationsystem) 

1972tjーに、ニクソ〉大統仏 (Ric1:ardi¥L i\i~文 ()n) はヘJ り子で刻t.:{[心の

羽~t lハ ヅす グロ云会解f干し、大統領t，1j;止めウォ カ-(1<01; ¥¥九lker)

に戸立公凶}rC長を入れ杯えた、ニークソ〆の選挙運動スタノ 7(二J;1l1'つる則、

ウ 7 ーフワーは保険外交員だっ f そのfi之、ウ寸ーカーl土大統領補<tf~-tを

務めたが、公l;;j、レケ 1jヱ ション、九然f-~{ff に i持しては全くの品、人だっ

た 同点公意向長としての 2年院の任QIJそ過し七り寸ーヵ :土、キャン

六卦保留地シスァム (call1psitc:"cscr¥山0:1S)叫 cm) の発展にも関節し

ている、別政をI判離にするような公共事業に公|ネ];'t!;を 7主主込ん工、い"た。

lり70午まで Lこピジタ の入国は 二f.1;ンプを F る人たらの長;.， 'fJ-7\j)~公

明入札でき、彼つの争〈カ;;/九三はあきりめて侃らなげればな η ないと

いっ Y ころまでUilip止をよl口lるようになっスいた。

公河 f;ヨ拍~.C:ltよ、保存可主v.システム \，~~eservaロ ()~l S¥'s'cem.，l {コがこの内f発防

犯μ士H る最良の解決本であると考去、三戸間的規模のごと苅保官jH~ ンステ

ムを設するととも;管述女子を外部lヤ|、議!ti，:>出すという決r乙かねな

われたυ このように業務に問して釘~摂ねのj疋定が行なわれたのは、公

制局日比が、 yト，[rJソは院のンステムをJ正'!:;，す{oための動_C:~可能な人 I あ

第四節

前Icl.，欠L20こ

り h-iI i式ザ1 ・前rn(:)AiJ) 2出資U

I イ耳、引抱 (;"CSC 了、 a~lO汁 l lよ不:来、 11奈の:，1¥，公Cid+1地ヤi守占有林1+1地と v て

RF伎のままのオへおでFっ Cおかれむ uι 氏、 n..-¥) 土地{十に 17イノlダスス}を

巾味γるJ しか〕二クノン政桟に;~)け ~S f~J2ð i血;二実質的に 'J>. トh守党出i血に

λ1，く、五来的保税地とはかな:")o~\，なる主にけ脊を裂する「
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るいは高度ので宇:"1:ドJ知訟をヨ川内で確保でき右，.と考えたからであっ

た。 ~-l初の契約:止、誌も izfL 〈利 111 さ 1 しるよコの公|哀!のたのの{最もノ';tJJ. を

扱うため;、、 fメ1ノカンエキスアレ人伝(i¥mCrlrnilExリ γcsミ)が::J;Jげ伝う

た。 Iシーズ/はi互百がうまくいりたものの、).刻しない大量の気情泊

要誌によって生じλ.frf-n超過がyネ包で、|司社:ょ契約児科を断っとじ

Ern年:":I:b_i ¥'/玉、|判売は、 1~~のこと制をさら l::;当むじするナめに、 i呆ff十 k シ

ステムづ:-jιk.~.lることチィノL定したU ざ:閤局は、今誌はちさたな量のノ*留地

要請を予期して、)1':大主れ丈契約にザλ ミどの連立書を発表 L丈n そ'-，で、

公75イポ留地システム十二 (Pa-01icReとief、J.LIonSV~'~e Ill S: l'RS) j，/:tJrt:.:に契

約したn 同付 l正、二の契約についての入引を行なうためにつくられた

新しい会社だったが、経敗、高肢の尽門的知識、その仕事キマJなろため

の十'寸 Jな能力すら J公かったの?、向性による保留L自の逗'，~'(土宗会 l 失敗

しだべも〉とも、この先JY~のか~~{自の大部分 I t、J、ιその託金示jl間泌千

急増寸るピジタ 手:Jノ弔に効果的:こ対処することがで主ない「町、"公!日む局(1)

恥力さのせいだった、 三ジタ が，~Jb 川正げた 1970年代を丞 νてむ浬・

予算i寸 (O(ficじ uf¥lanむだcrncntaTld HlI叫cl! IJ、いくつかの公図におい

1 当'i-，]:~止、父億 77間)万?っ~(;勺 ;tfj，'(お J ()保留池でのJ、い認肢をもっ不 J 斗 1

口二日川、 ckcilοn) かわり依捕と京、われ〈いたが、公共保~I'i'f J~Þ，ンスーf 久社 :PRSJ

l 汁iし抜かれたこ Cb，'J.;，('山rI九lcC()ol.S1:jJ;el 11. 12乱 79

2 ス¥:..ゎシ γルが、この完敗のー凡になコた 会員並~院I.C!'n円九 1 :¥cce，;即

時 ()Hi~c) 、ド山Y務t省7、逮(月~~議義会監士台f公聴会 (C()叩11只阿Y

1ちヲに上る l，;I，のミ司司才詐τが、 ~ヴJ 完 カ 局F亡乙;一~j~カがU玄?たと)1; 保留」坦也〉ステム?社上の仕j長土三 oのつ「制4人 l山的

な友人 P冗じあり、 しカか為 4も))入、J十札凶d治がf守干検企円討J されている?慌t蛇E引|山山~J をユ辿唱じし J向r 寸T- テカJ がl川ロ司jふf村| 

:長E医三と T七よ父トUの〉つ主あい (srJcialcUIILac:一行いや続けた干とを L亡し冶たぴとある

政治的仁 1引 F 痛い|封、"ノニミ1"11ロjにとって、 この?干の λキヤ/ダルはミミやかな

~持を崩すIlJ 能性があ-c-.実際、保とE地の完主な失敗の犠牲者寸ある多くの

~~~ピシク とι;こどコ亡このJ4キヤングル(去、多くの公::;:]u;質元明k干しごい

と川態こあし 1まっ工、公|対川のイえーンをさらに傷つけるものにな Jった ーの

ことは、 [:tjV， ~>: r~~ J0j グJ誌も治Tiな利害手関係 IJj什~rJ)一つであるドaす公開・保全←ら

え:j..JaLionalParks aじdCon引 ~"vali\Jn :'¥SS()cIi;Uo，ム) Iよる、戸|玉、!公:id・保全

マ汀ンン (Nば 1川 ;-:1rω1日付nd('t日以 IT~lti \l日 巴 り7日午ミ月号のJたの

Jメ〉ドにぜ約されグいる ~~j{~';-国シ人テムの士五でノ-，\ 1)カ回民心公共

のはj疋をおii:nするてとに、平ノ'H.'前な先日tがあった J0 ld.， al 79-80 

jSll ー ~.Û、()ミl(;) 1032 
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て“努力の削減 ~Jcdll Cliüns in 1m引 Rl打、モ:強いるために、資金につ

1 、て厳 L い寸ill限を定めるのみなら「厳格な人只 r~ 1浪を定めたc 争くの公

司!立、ピジタ が二九科 1て， 'るま三 lよそのHキ持j[ニ公悶の要員;¥-削減!な

i;;IUJ'右らなかリヂ i"'i

このように、ごケノン政権け合G9-~ 1 ~フォー 1、 (Gcrιしd H. ForcU 

(1974 ---lD77-fr.')のもこでの行政機関の也f，::0) I井|いj人よみ ζ 屑ノIJの;東

i之、行政機関の運営i有害な影響券，!えた"国古公~局のチ主主と人

民間J去のもう つの結末l土、 [Y;"}パ;が利たとtUjEiiくの受講に十分lこ応える

ことができないというものだうた，~図 Llか、 19レ~ ft-~ (j)除、!j二白書長u、によっ

て市とられたフィルダネスの見l白しを期間外jに終えるごとヂできなかっ

たこ"，う事実かつも、向日への主!上がう rンがわ丸るだろう I

2 レーガン政権新た>d:公留地取揮の時停止

カ ? 江in-'rnyCartc、r) 政矩 (1977~~~ 1981 イ I~)では、 198〆!のアラ

スヵ国京地保全法 C'¥18sk8f'l:atic{J;-}ょ 11ょtc刊訂ム 乱nds仁川町内川ょ01ょLt

A¥:1仁川に上コ亡多<C)国立記念物公図が目立公邸に界情したi"(: 司

法は同 \/J.''::-~:: シス子ムヒ i正山記念物公|司システム l 二、 ，1300万三一 力 以

ょをもたらした7円このようとに::s.:it ~:~悶ンステムの人 1，!jIな拐、人 ~i 、カ

タ一大統1売の時て滑な環境支持の 17Jスとあいまって、刊行↑;;Pおげる政

1台t詑な氏自i己豆f!'tを jぐにづ 1:主主Eこした~，よもぎの以乱 (Sa俳b 、 usll f~c 

be~~i()n) リ lよ、西部の:県ず的な九1;1 たちを '1什[~， (.こ、西ぷ百川が法邦政府

に主I: ~ ';11 j告の， "11立去止、めた -~:tj動だったわこの注妥当j ヰ惇成するグループの

107:::年から192日年の笥 迫1'1:議会 lょ 7% の肱目指叫を訟めたがも l)~:11. ~.~ l!R1 

時については作、認められなかった ":976年に恒産 予算局由、ー地取得

(1:-:11zt ，H 【;111日 ljon:' -=;:i実に 努力的自lJ ì;~ì~ (r<TJi) ，.を刊 Lた続長、連邦議会 l:

Eめら jしと 103(T) J主位がft:になったれととえば、 l日7日年外 ~(n コ y 千 脈区立

公|素 \~Oè.t~V .~vl (l ~jniaiηSaじ似たP2.rk: では、ピンケ がi7?1Jl曽川ずる JJで、

'，Y;~]~fr，~_0 が~O%減歩、するという、干に只ズな v 叫犬併にな】た 1(1υ80 

1【lιtgj 

向山己・前樗(iム:)) 15i貝n

Za:;~ow :-，t 、，Jlj (l V，もζtlkin，;， '1'11心"cAnll'J'.lじ:111LallC吋 blall(lp1ι'" 1199，11臼L110 

o
 

m
 

つμ5
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つが、凶￥公園内R有地所有者協会(¥f山u1ullnhol配 rs;¥ssocialiull 

~~A; と乙乗る 1ヲ78千?汁こ結成された団体どった。よも t.{の反乱のメシノミ

たちは、 19仰年の涜選挙で ν ガン (RO:luJdR川伊n) が選心ちれ

るのをt廷判しし丈そのときしーガンが可務長官の地併を約束したのが、

上もぎの)メ(olのメンパーの 人どっと、ワ/寸ミング刊行I ，~干の寸ット

Ue.'.lll日 Wιt) という人物だったレ(力ン大統領とワット内務長:白

からなるレーガン政f舎の|守itは、時境保護運却と図 i工夫有lとつい「冬の

時代丈つえヘ

この 4 うな寺子主主古まあることrん、 ワ y ト ~;Hÿ3 T:1fな 1iil 力 1~;1iをもって人

主!とc 11えが出二しだ没"の行動の つは、折たな公凶地の取千l子

:.:1cq l:lsiLio:]) に同 Lて H守主:1--， (mOra~Drj:lm) 今発表 f ることだった

ワ，トはます、川立公証片その他の土迫害i引 TII五機闘にとって土地.bI:~得

uιlld 日 quisi~ion) のための主な資令淑である、 UeJ . ;](保全litd子

(La仁c1.J'1d ¥Va::cr Co仁scrv2tio!1Func1: L\VCF) を~5& _il. 1 ;.-うとし

J虫丈 :0年目lj、ワ/トほイ;・保全基令在主主主してきたが、今ご:土同A、令が

公図的jJtj;JJ)プ P めに用いられなければならなしけJ はすずに考えて v￥な

かったc それどころ1，)品ワソ卜 l土、用lhljjL大する必出があるとは全快

忠わない円公回は修用が必要だし、 i泊 ;j(然公基主:は修坪のためだけ

i:) 1 J し s られなければな片な v ヘ宗;告な宝~;円 O \，V;] J川，wds) [I:t，i ¥'/公開]

l立 花すべき状態"にある j と主張し1二。I 実際:こいくつかの公目玉(;.t、

ミyション 66がcJ:装ずる 11'1と[11)じくらい老行イじしたようにy乙えだU 道路

ステムも a修正日カ不必要だヶJたロソッ川主宰くの公民建物の

F険色 (仏]，μはιa1.川:1.:-山ιいげ、v吋一

刀か三叫カかAるfにニろうし、 占い土地が宇f前に修民15れないのに説lしいニ地をl収符

するのは熱責f下だろろ j こ出べたべ

i将;)年代初めになると、 ふ地取何事0í事坦・~主著とし 3 うワゾトの見解を

作仁1ar“t にnd入i仁f)()lぉμpr札 11. 12ι;: 8:-; 

ロ邑L二武道. :;1I jど (;-:-.~O) 2f帆Fif七:，18)u 

(':， CI川"川1"¥';.-C¥)ol. :-;，':plλll， 12ιt gミ削

-31 Zas~owsky Zt llι~ ¥¥'atkins. SUpr2. 2..77， at "10 

ど lc~.. "" 'lO--H 
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補強 Lながら、公園がひシぃ雑L;(こあるシ g前づ:tる、数多くの調査報

告が捻去さ汚したごたとえば、 '1"1，'(!， I~I r'j吉1980千t:，(State of Ult' Park:; 

1980) !:といっ科学技術局 (()[;icc01' S川口cr211けれchnlì~o ，ç:; )-'ì による手伝

2i苫は、大5FL-水グ〕件染問題、ヲーノヌーコース(過剰利 1'ノ)、混紅、

ヨZ境対j[ょくにお】「る規制iJ::.s;l，していない民間開発を含めて、台図制j正に対

する '13，jeのよも f);I';fjな段成をはりだした。また、 1080:~j-ω 会計改 11':院

;， General ACCO~111jjng OfIice: G:'\O) の調査報告1 舎は、最 )~t~ ，t生であリ

かつ最も人気のある公湿のうち 12グ)~\困を謝 ~ç i~ 、|町立公回同が「町立

公園のf;úf設をfJ ffji るピジターや fìt~芸員の建J.t ゃ安全を係諸 V， こな

か，-)たヘー l、の 11'水市システムや危険なロ，ジ、共同点手、話、

「ン久 Yレは、修理され之;かグレ ドアノプされる必安があゐ、あるいは

伎mが制限きれ ~:(rれ (f'~ ら J土い n オつ才しわれは、ド i立公証j寸について、

資金のない健康・安全苧長が総計 lG億ドルになるとは慣もる'-'.-'とした J

きらに、レ ガン孜純の ?:l屯j可長デイ y ラニソン(Ru;sscllOicb:nsつれ〆

は、会戸検査院にぷる lG億ドルの，，JJ古もけが少なすぎるとj主べたにし

かし、国立公邸lp]によるの九の見積も什に上れ(仁ワツ?に始まる ltit志

i'" ;レという }1!積もり心体が、日立 1，';レ灯、上も必安打、上に !'''''è か~-)七ぺ

i二組取得資金のための予算多徹底的に削減しようと試みるレノ ガン政

権と、 :Jtl;取得のためi金キ提供すること i，古;執1ω連主1:読会l土、こと

ごとくだ立したーた tぇば、[982-{ri~p-l ノr 支の l〆一方ン子笥;止、公辺i也

取得のとめに5550万トルを百'1り勺てとが、連邦議会以その長終下拝をl

fE120りが l、nぺ拾 .>(J:'たぺ H~川区議同体(止、何 J仁ごと況の哀れな状態い

ういてのワノトの嘆きが、公開拡大 l 汁する役のt，~?某い敵対心をごまか

すための1丁重bのーッ:こすぎなし 1と主張し に州οJ人際、レ ガン政権L工19Sつ

ヰ:ニ、公|判の怜白隠改良 iP山 kRρ:;t(j了ιltムonaad I"S1proYρl1lent)とい

う新たな子主主1ftLIと:Iて lfJa:500 hド凡宇求めたが、健康・:1(4:'事長の

ための予算はそのうちたったお00ノラド.ILに守ぎなかっ丈 A さらに、円ン

出じJ，J ~"ぷ c ;~nd ~\.~c仁 ()oL :，じpr日 tl，U，じ~_ 8'~ 

l-'.: .?:九円 (Hvsk、日lld¥¥':;Jtkin;-:， 汚llj!Flロ 77，九141 

s;; Cl a:'~~e ~dld 九':cCoo1 ， S~ι jJ r3 n. 12， z，，: 8i) 

制 Za:;~ow:-，七，Jlj (l Vvョlkin、C'U!)j'"i 77， al.H 
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ンいンlJしの出;よどジタ←センター ('¥ιLiuual ¥日iLuiCCllLcr) かみIJsF1 

されるなと、ワットの孜策:止アメ)ヲJの1:1;_1:\~í公附ンステムを徐々に高十一

1ょうと試みて， 'るかのようだった~，;; 

" G 

手、に 7 ットが~'Z本 LJ ろと L 夫の(土、 とま君主許可 (coHcessiOl:)勺子闘す

ったハ日らが主悼する政府高下?公聴会 ¥.conょi:::majonhcar~llgs) 

でワソト l正、1¥;聞の!万業計可者千二九のおJ、大す{o役割を次vつように説明仁

た吋

「われわれは、 l'ltえのために|町立公凶に資産をJ党公し管j唱し丈いといろ

民坊の雫装三とたちの、南ポ吾川な事業を必史とするし イフオしわれl士、おび

ただ， ， ~λ偏見をも J ている τ わオt われは、:て廿の事業 j たちについ亡↑日

比千もうているυ1しかしjわれわJ:，¥土、 'b三長牟nJ主たちがutLlキ果た

せると る

ワ)l'によコて信まれたともいえる百菜市可政策に悶ずる

199.'1イ1'.(乃内 ;'，r公l;;j局さぎ， ~"J 修正法(\三ItiOllZd Park Scγvicc CO:-IC市 1011

のi直近につなカぎることになる以品一一 l
/¥仁じ/

3 ヴリントン政権一ヴエイJレa アジェンダ (VailAgenda)の採択

九然保護団斗に支持叉れたク';ントン (RillClin::(11) 政権{ょ093~-.2001 

年)では、ユミミ、ノー γシl:t;1¥'， γメ IJ古!tt史料物忘'd: (SmiJ-[;snili丸山 1討

刊atiunaiT¥'lusρlIlll of i\lllcri~_'a r: HisLury)館長 iーあり長イ1にわたっぐ

な荒:汁をし亡きた環境、f者でもある、ス1 ネティ (RいgerG. Kennedy) i;S. 

丙¥'，1公同局長μ11命手れたわクリントン政十字は、常装計 cH交7みの2t9hμ

高いy明待を'寸せつれていたが、資金ぷ足から i分言、対比、がで?きず、:ゴ然

保設は刊が期終していた国立公2富山民有地¥inllOldi叩 s) 問題"の餅た

もl苅られないままだ勺たS-_' h、“パ クノ¥'y;レ~paム kban叶) が、

じ仁l山 ~~C 口lC[九~cC(ìOL s'.:pra n. 12，欠LSC 

何，司実7十石寸やめくふ同事竜(こっし -c':土、本抗議三章第 百1I日およひ 4悲照J

判じJ，J ~"ぷ c ;~nd ~\.~c仁 ()oL :，じpr日 tl.U，じ~. 8i 

~Il 回~j々 回 l人j氏自l';Fc厄につ、、 L は、，j-.:-1r号第 ャ第節 3および q;;四つ

J::: Za:;~ow :-，t、，Jlj (l Vvョlkin、:C-:U!)j'"i'1. i7， al.H-/E:; 

lSfi.l ー ~.Û、:) :，::::.:;(10) 102宅
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公園川;こし A くつかの;!~】;~に;J!だ ff!0 な同 lill を引き起こしていたd パーアパ

レルとは、ポ ウパレ 7レ (~)()rk baFèU ずなわち手υl主訪出f~~'f、をもじ 3

たを沼マ、公同故以;、は治が過陵ト:介入する 公開利益誘導型政治?こ

もいへぺ~，:1犬設を:立はする パーク 1;;:--" )川立、レーカン政権的|、

していった$￥公国民の支配:JJの喪失に加えて、それにともなって政

存の公|判がiM'~ を被ったという意識が;ムまっていたコてと市l局職[以二九の

多〈が、公y1の准持当注、増λするドンター利用、人員司、足、公~::，.ス

テiのほと 'cどの区J点を'1'，:ま トているタ1 剖)80 奴 \exte~ 口ι1 thヘ、a日)

とい Jた深刻な問脱が、貫主;されてきたと苓えて L、たf この 4λ な不満

が公|二l同J戚貝たらを、公凶同の方向を会えるための 6誌の恨出動

L只 :assr()o~s eHo:-L に耳2りばてた川し

1991年;ニコロラド川フェイル (V，Ji])で出世された、 1"1立公主V"，]f刊誌

'/5J吋f:)を記念する国立公i謹会議;こは、公園，".:湾係づ手、年者、巧ビニオン

ワ ダ など、 l人lタLの専門家殺古人が参加[たc その議事録がも '-21，e 

紀の国立公開 ヴ 1二fノレ・ 7 ジ L ンザ (N計 ionalPark、、"了 thc21れ

(ζl~ lI ry: Thc Vail ':\~'C Tl d;:i，;しし寸報古書どして、浩司ふ表され

それはみりントン政におν、て、相織の 示かかる l.::lil-l'i公|戸1吋(/)ノxイ

ブんになった。ケ子ディ公混同長、円lノ"内務長吉 (B，川cRabbiτt;、

そ!ー亡刀、リイトハワスが γーイル?ジ工ンタ苓t示!iJしたっヴ工l')レ・

アジ ンダl立、公困i，，;clノギJ:':t-:にわたる己え l千を方主十Y し り上げる綿密

な立:吉でめる。そ乃行→案(r-eCO:2:tllit>ll山 tiuGs) よ、公開局に関するいく

つかの快の+1*ji;戸のなかでも繰り反:えれている%、その iーな内手ZJ手、 :1;.，く

の j、弓なものであるじ

121世紀:こ公図J司に行主主れた只体的右使命 L工、現このとおりであるじ

l 資源符理こ í~j要:内外の破j五から公[点l'白河1 を ih志すること

2 アクセスと紫しみ:特有の資源寺損なわな νaですi，了しながら、公

|貢|へのアクでスと LクT}X-:;'"討ンや教育fド)'，02しみを提供する kこ

。日森林局 'F引の j¥FSEEE述誌の影響があコ丈といLれる じムど ~.;.e anc 

，，:， CλJoL :-;，-:PIλll， lこに t9() 

，'2. le、上;，;~tlC己目舟格 í 'iム !j) : S 1貝れ

J.-， Claγμ 仁 ml j，.じ亡flul おじprιl11. 12. "" 90 
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教育と説明 公判の内容と :.Io_iウ公|哀|売の忠義を説明 L、教育現場

ご公粛について数去ゐごと

リーグ ンツブ:公|制政策仁ついて 'j ダーシッブを rる二弁

科，;.;.~ (.調査 公道を維持管押するとめに必要な利に了:f~0調子、を行な

へこと

専門生:高!主な専門知識と職員*悶であること

もっ l も、ベーケハレjレとしても知られる連邦議会が、[下立公52fJに

Hヲる支氾JJをたやすく千Mcす←とうかiJ主かではない}これらのさま

ざまな将白書が実際;ニボめといるものが実泌されるかどうか、ご才tから

も込守円亡し、:ぷ、安があるυし

戸立公凶のミl帯、レ間忠山、につしては、:99~)-{.;-:. 9月に会計検杏院((;¥()I 

がHf3確にJ料品して L、ゐ υ

r')T: _:([公Ilil同，こり良い符Jlidともてニと yムし j再漏伐の取り組iみが必要であ

る

目立公主主同;土、持い合ろ el'~干の潤にある資源をやりくり L 、最も;iL

L氾った判鎚に関が向げられるように後先中~L~l をランク{すけし、より

良く資源をうま配 fるための予算決定に公園訪の計百立案プロセスをi白tiZ
G 約びつげる 4ι をい4 匂に j'iTW::;，させるのι必要士会話|資料、人.1:iド統制、

送I"J千段をもた 'd:い。公図l寸の再編成p'l"l出ぱ、拡大しとしぺンステム、

iH 加していくピジタぃ、ますま j 複.f~ になっていく資::久保護問題につい

ての要説合抗たす必要といった 公開同刀可由市仁ている北沼のい¥っか

弓 しかし IIIJ'R-tW.t'!j:、内務色、の二つの[地色担行政機関と良務'6'森

林k1(!)悶で、協同の土地~p}によぐて述営を ;r~上主せるという pJ 能性を

j)frわないcぞれはまた、機能十事実が長i除されてもよいか、あるいは川ー

地方政守または民間古Trc:ニ委譲さ才!てもよいかと〕かも、万去三?しなL

レク);.T.~::'-討ン料金規制もまた、利 ljj 長に〆つ「最も身近な i実心事

の っといえるしク"ントン』主権「すノ七にi土、レクリ J ーション

出 罰克己‘日ilj呂(作引]町一-]82頁

~17 Cl a:'~~e ~dld 九ム :=-Coo1 ， S~ι jJ r3 n. 12， z，，: 91 

J~' (;1\0 、 RCED-9!~.101

IS7J ー ~.Û、:) :，::::.:;(14) 102行



戸?古物司'1 回Lこrミ図にお :t る '~~!;~1毛 利用・珂吋:n

が 約されたv 従来、述邦議会(土、土地ーぶ保全蕊~i.:i.よ、L込ud:H:d 

¥，¥.T att:l心lEservatJ【lEFund Ac りのなかで、争くのまI':j所イJ:地のレケ IJ

L ーンヨン Fクセス;、つい亡、;主邦斤地管浬行政本明日す判令脅設す樵

J~ を <~ìlj 似しできた Us 仁又仁 A. 8460 !-GiI): l~ Lえi王、 198G年ぐりウ f;~ 

fンソンサ六為省出辛口コ 11'::j ]ご守区地方裁判所判 iJ~ (Wi~Kclsûn 、 Dc

p訂 tm仁川川 tbf'Interior， 634 F. SllPP. 1:265) は、 [1，1;1公悼時停1去によ

れば]岡山記念物公閣のなかを通る:1J:f告を泊行 Lごし=るが[鵠Jこt伴〆勺よ

うにJj立路をレク IJ ~T ー ι ゴ〆F1的で利 f-:-}1-，て"とない k~JCのJ )d住者

に入場料を ~~i のを禁 lトヲるとした。また、 lD9?寺の台衆~jJ マ '1 ，λ 、中

浦オレゴシ符:R Jtþ，方裁、i'IJ~('lrJ 決 (Ur'.it吋 St以内 ，T. ìvrari~" りさ7F， Supp 

86:>) は、国有祢地域ぞただ運転してくることは、利尺さ科会が妄件と

jる〆ク lJJ_ーション '，f'J)TJ いJSC': では与、レ'j'liたした， J王fl>il之のも

とではjミい問、集められたどλノな資金も法辛|げ)~ lIifにT二五Tされなければ

ならなかったし、集のた行政総出向片が山:ょに使ろことはできなか勺た口

行政機関ほ、達町議会lよってわりあてられた資全のみを淀うことがず

さ穴のてある~ T:が γι連十1:所有i也管H;l.:f-J-.[l..(償問It、入場料、キャン

ブ場料たその他の料金を訴す柑 l誌を有していても、実際に料金を1l長そう

とし》うう礼がほとんどなかったっ

1990与に述邦議会!土、レクリ J二一ンヨン料金モデル計|肱iい刊行<ltlon;-il

kc UCl:lcllsLraii川}川刊山口11.1 をd手択し1二 liilct凶は、増ノ人してしく jffi邦

所有地レクワ J，'じョン託費に年う管理の負仰をうまく処理する占法を

仁といたク ι1ントン政権l支Jfえれた、五要な特徴は、集められた当

該特?とい域仁とどまる、すなわち:包J':， !.併とされる料金の80話仁問 Lて、

f丁政機関が生みmすレク 1jコ ション料金の 100泌を f'fHすすることを当

該行政機慨に凶めるということである c その白f，:::立、 健討を.'-;7..:全に同

T0ヰ主主主含めに!1二処庄のままにされた修注・維持活辺事菜、民間、

信号、左右目、l也や牛守、埼所のノ三を l句めること、資源保存、(料金liiJ，又を含

めと j 毎令の退問、 *IU十ど;;{J布、公 1しのflJifliこ閃"るがργゴミMli (11 !:i Stat 

'6己長:51::::>") (1'1: ::_": ::n) のために慣われなければならないし、斗み'1'，さ

叩円 i 出は在;[{;:、修止かJコ拡張さ 4~ 毛 Co烈 ins.WiL~ircson 3nd L出 hy，.Feder31 

Pu~)lic Laml aJl(: Rcsou j' cc~; Law， F.ifU、以lLion，FOUll(l:l~~い 1'- Prcおs(20，_ 2) aL 979 

北社5')(.2' 5(3) lC2S L8Sj 
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tしと資ときは犯の没、lこ基づくわり必て金:t!"f(を坦め合わ射るために!史われと

はならないは15S:::~t 生前活312 id) ¥ 1))っ

199白年会01年l主，¥0:_~正、凹つの Tてな}汁」笠 J'I1行政{玄関(~ \~f/i;同局、森

林局、土地特坦可、出f~牛物丹がレクリこーシヨン料金介して:億800の

万ドノレを集めたじこ !上、レケリ f ーション料金モデノレ計画が始ま

/，0 n:Jに集められた総滴の一倍だコた。刷、味深い羽象とし亡、 キ散?守王唱 1-~'

1交際問がいったんレク).:Lー/?-iン科会を設すよう:なるこ、 f/シヤー

のマナ い!日ito;'ship) がiυ]戸してしウリコーンョン地域ぞの:i;l:l長むよ誌

が札少1ることも指摘され

第五節 小箔一国立公園システムの位鍾つけと“保護と利用"ジレンマ

の霊霊場

アメワカの同 ¥'T公""ンステム i土、 兄すると、 fj'.-{¥:とともにl制調に発

展Lてきたよろ J恩われるrしかL、国立公E自の創設を導V'た20世紀初

日見。〉下」然保護運動!よ、当初Jからうf裂を常むものだコ L アリ01，11
.:¥luir) をl↓」心と .i.;:，は然保存派 ipre:: 21' V a ti 0:1 i:::， t) と、ピンショ

(Giffo，c] Pi町 hOr)キ円いと，る竹内ゾ坑令派¥cO:1SC円以ionist)の対なは、

I:t，i ¥'f公開シス午ム肉体の九己矛病とも， 'える“{思議と利jll ジL〆?と

なって、凶立え凶JnJ(:--JPS) を長く ιしめることになる J

i主 υ 'j'~r~l システムの蛍史を振り込ると、合来上主 U 然J長譲辻、 C寸前月間か

ら司ンステムがもっ1すること キるのごのことは、 fl号、f公民シλ

テムヂf子衆1"1口然保護法の J、ース出庁(，"fす蛍っ;すられること寺意味す

るハまた、第一次世界式戦終:こ公図ビジターが殺到1L ciê立公図μ(~PS)

が対応に追われる fi-C、さま d'まな利宝関係すすたらが"白然保令

¥20nSC円a10:11 二名手借りて同時する様了が斗えてくる、ごのよ与 l

1-1'1す公|貢|シス 7-1、の歴史l土、日然保存派と自然保全派の対--:-r!})歴史でも

あり、保と利J-T-jといつ つの命恕のH立を模索寸る辿邦行政機関の付

史でもあ"")l二}いえる t~.;コうコ

J、lのような問、r公5Eシス7ムの暦Jをふまえて、次に医 U-."J'医シス

l川 Id..;Jl 9'?9-980 
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7守造物司'1囚1L公図における保謹 利用・調整:n

テムを法制民的に分析していくことにした1..:':>アメリカの国立公園にか

かる現行法制度とは、どのようなものだろうか。アメリカの川す公除|関

連法を、分野ごとに概観していくことにしよう

*本稿は、平J;'i;16年皮 平成18年度利学研究費補助金(基盤研究 (A)) 

束反大学(俳究代表者 金井利之) c公共事業コントロール法と土地

利用規制の連携」の成果の 部であるとともに、北j毎週大学審査博セ

(法学)学俳論文 (2ω8年 3月K'与)の一部に補竿したものである c

北法S9(2.S01)102:i [90] 




