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論 説

営i董鞠盤盟立公国Lこ品ける

f畢E襲@制措.m語聾(2) 
アメリヵの国立公園を素材に
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第 治 Fメ)刀の回二L公園ンステム引法的同義とは1'Jか

ぜう釘 凶 υ公:&> /，、テヘク)羽山一ηI-Jkl 0) iVi' (; 

第三節 目"公I司ιスァムの分析の祝山、 ll~域協働型Hl渋保譲の可

治利
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ステムの歴史
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骨造物割固C;L公園における保"~展 示IJ刷ー調整 12:1

2 レーガシ政権 新たな公園地取得。〉一時停Ii

3 クリントン政権 ヴェイル アジェンダ (VailAg:cnda) の探択

第1節 小括困C;L公凶システムの位置つけと i保JEと利尉 ジレ

ン'70)是正場

(灯、上、 59巻 2号)

第-zp アメリカの凶古公園関連法制度

第 h山Ii 国立公園局設H肖封iυJ、(吠'¥a叫b山o川n山《札叫11P九弘切a町訂i口げY了巾一

午1 法Uの)内干芥

2 判例

第節基本RI幽指針('¥1anagementPolicies) 

1 Wl針。〉内容

2 半Ij例

第一節 連邦所有地政策管理法 (FcdcralLand Policv and 11ana削】lcnl

Act: HPMA) 

1 法の内界

2 判例

第四節 その他のヱ裂な合衆国 1.1扶保護法

1 原/1自然法(官山lcrncssλcL)

(1:' ~1、の|何百

(2) 判例

2 阿家i黒崎政策i1、 (NationalEnvinmm( 山 11P(山人 ¥dcNEPA) 

(-)) l'去の内存

(2) 千IJI'iIJ

3 絶滅の危機にある稀の法 (EndangeredS問 ciesAct: ESA 1 

川法の内存

凶半Ij例

|地管理財 (BLM)規則

(1:1 ガ1日Ijの内容

12) 判例

第五節 法羊体としての刊家機|勾

1 立法府の権限辿邦議会

2 行政府の梓限一大統領および迎邦行政絞問

日 司法肘の権限裁判iYI"および司法審脊

第六節 小 括 アメリカの困立公凶にかかる現行法制度の限界

(以九本号)

第て草凶ii.公園紛争のJ1;!i史

w節戦削σ〕対>1の当事者桔|火|

北法SD(3. 54;)) lGSi [26J 
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1 内務省凶ι公園同 (NPS) j.J農務省森林局 (FS)

2 阿ウ公開同対商工業者

第一節戦後の紛争の当事首構凶

4 

H附 日見

1 阿¥r公開|片と他の連J官官庁とのあつれき 森林片および|地

管用局

川 凶山公凶同と森林同的関係

(2:' 国立公園局と土地管珂局の関係

(3) 連邦レクリエーション地主主のオフロード車規制

ce 規帝IJの内容

Jノ判例

2 ナH行政機関および地h自治体行政機関

1 地域住民および 般問工業朽

4 遊覧船業省およびモーターボート業占

第三uIi 地域の同然保若E思との調整

1 オリ/ピ yク回立公園(OlympicNational Park) 市民運動

による自然保識

2 ダイづソア凶立記念物公園 (DinoS3urI¥ational ¥'lonument) の

エコーリトーク目指"'[1- (Echo Paγk conlrovc門 y) 自然保説同体

の台頭

3 ヨセミテ凶.，'，公凶のヨセミテ.ロソジ地士域戎開発目司1I幽幽(任Yos町Cl1l凹11旧1リr(甘C 

Lし(川K川19似tへ計了tはaD臥CV引t叶山10叩〉

イ コロラド)川川11基4本、=計1I幽由 L瓜Co叶10町ra町吋C¥O }(i¥: 、e町r1'1'13叫11日a昭広貯e日l立III白印ltPlan) レ

クリエーンヨン紛:"[1

5 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

レクリユーンヨン紛争

第阿uIi ノl、話 国立公園紛争の当事者構図の複雑化

第凶市 凶有地および周辺民有地の白扶1お主規制

第節 自然保議規制の根拠となりうる法理論

1 公的ニ 1 サンス理論 (publicnuisance doctrine) 

2 公共f~-d{理必 (p由lic lrusL d川 lrincl

第一節 民有地 (privatelan(1)における 1'1松保若手法

1 地収刷 (cmincnldomain) 

2 土地取得 (land山 quisitiun)

3 環境保存地役権(conservationeasement) 

(1:1 オープンスペス地役権 景勝地役権 (SccnicE制 mcnls)

(2:' オープンスペース地役権 農地地役権(ドarmlandEas刊刊tsl

凶 オーブンスペース地役権 平尾林地地側揮 (TimbcrlandEaSC11lCnls) 

ItiJと5D(3-544)16引1



骨造物割固C;L公園における保"~展 示IJ刷ー調整 12:1

(4) 白然![息地地役権 (SaLural Habuat EaSCll1CllLs) 

(5:1 同氏アウトドアレクリヱーション・教育用阿土地域保議地

役梓 (ιasementsto Protect Land Areas for PLlblic Outdoor 

Rccrcaiion and Educalion) 

4 土地信託(1andtrusr) 

s 地交撤(landcxchangc) 

6 事例研究 トりサヤン土地交換 (TusayanLand Exchange) 

7 地占ゾーニング(localzoning) 

(1:1 ラッセン火山同社公開 ブイリソブスイゴ消会社 (Philips

Petro!eum Company) のJ也凱エネルギー開発

(2) グラシドティー卜/阿>r公|樹 ジャクソンヰ、ールリ8ckson

Hole) でのスキ リゾート開花

第一節 ウイルダネス (wilclcrncss) の管理

S.40l:-lハンフリー セイラ-;1、-*(JIll1nphr円 S町 101'si11) 

2 S.1176 公防会 (hearings) の主つのテーマ

:1 S.3619 両院共同決設(じりncurrcnll川 )lulion) の要請

4 5.4日28および 5.1123 内務宵および農務省の懐柔

w凶節 新たな管理 f法をめざして

)にイエローストーン エコシステム ¥GreaterYellow ぉtone

Ecosvslcm) 

(1:1 イエローストーン (YcllOWS!OI1C)地域の特性

12) イエローストー/火災言布争 (Yellowstonefire controversy) 

の一つの命題

(，'3:' イにロース 1ーン地域における利害調整問題

i4) 回す公園局こ森林局の協働一大イエローストーン嗣性委員

会 (G同 {:¥terYぜllu¥vstonぜ Coorclinatin只Committ肘 GYCC)設聞

とれプロセス (pr凹 C5S).!実施

2 地域協働型的自然保議ンステム

11) 地域協働~の μ タ人保設シスァムの必'~引

(2) 近時の阿右地J~Ii -l干のごつの対\i 点

(，'3:' 凶有地論争の新たな対立点

3 11本的凶ι公園への示唆

第干刊Ii ノl、必 同然保7度i見町jの新たな方101イキ

終申

*本文中の表記について、[ J内は日|川文献が補っている部分、[ J 
内は筆者が補った部分である。

北法5D(3. 54:;) 1655 [28J 



第二章 アメリカの国立公園関連法制度
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ずメリス?の[T-;'，'i 公同シλテムは、との 4 うな斗然i正説法品il;(~l って支

えられているのだろうかコ元町では、ド1"" '"占有の規制存~"!堤?とをもうで

な合 1/<回目吠 f~;~;:;'生 iJ、の何存を確認し1 いく f

まず、それぞれが1"1 山?と|可の組絞り、、丹十直法、子1';1早U~ といういわば二

本村であゐ、同庁公同局設f骨法(刊atlo:lalつ2rkSct、jccOr，c;2l1IC 

}f，;~ド吉 1:市 i)J針 作f日!1ilgemel'.tp (j ~i('ies) 、 述7邦↓:13市イ右J1地也E孜Z 策宵符'~盟盟法 (F午斗、ie円よ吋dれ(町川 al

Lいall川(1Polic日巳引¥'a巳臥d;，泣も¥'la叩n;:;叩£貯引C口l1l此山i

1総悦σの〕去を t村牧j主:ゴJハ!しJ てい〈二とに宇〆乙ふロ

第一節国立公園局設置法 (NationalPark Service Organic Act) 

1 法の内容

19:G年の国立公園日設置l士山aliol1al:¥lrk Sじれ iccC)J山:licACL， 1 G 

LS，Ci¥， i5[~土、|町立公園山らの内部 lも住院を衣料ノでL雀立 L 丈 Li、であ

る。 ;~M土が凶立公民tj (.t¥ atior:aム pむ kSenice: NPS) の創設を認め、公

山jの適切な符::.:W.(，こ必要な胤WlJを制定・公ノ巾 tる情一限を問、i:e<'，I;;J局:こ与え

ながら、公開シス子ム全市民営涯のためのf主的なぺL~:fl}:んや f静止するコ

具体的に[土、が凶立之、凶JnJを設立L、i院本60;，~従業員とその給符を

規、 1"1'" 公|来I~ ステムを管理する規制をむめる1'<<:I~~ を内務長:--~に守

え、公同資涼を保4とするためにM、要企J品fT;ニft林奇完封守るあるいはt;LL

う'}-~$-ることを是認し、公用 l? とぺて何百なí!J情物を駅日たずることを }fnj'

L、;;--'oするこ〉が有芹でない〆おfkにI'R尤容の収存設備や家持、投:J!{f-Flの

jE士:lJ，Mi約のために20{エ向。):-.-iHd聖ilJバー可をラえることを認めた('ffll__、

子エロースト ン(止は全く¥2 

1 Jo.1nWl l'vI. :-loopcr， Iう)¥V11lg¥now: Thc Natio :al P日:-kSCl"vicc's :)弐I"CQ'arc!fOI" 

S( じllCt"L札札 以川lH:PU :)1七1じ O[ド}九川ln:oo:0 Rじq叩llL:lill只日llPW:1川肌Hり、汁山¥)】ilir:只 ir:iじつ杭討lο川1口lC

，¥jati(削〈

lla、1Q ムム¥."ム¥dιa凶n:s.Rじ11:=:、u九口blたし Rc:"日0:ユlrccPol巳ic}---Th】cLc叫gat-ln凶S牛斗LujollalF:'JU!:d 

;lti()[叩;、1 ，川 Pn':-.; 、 (1日93; 計 18~コ 186

l2~J .1 ~lìJ、 SDi3 三4~)Hi日生



ゎ主物取回i!...:i~~討にお :t る保さ 利l同市市金 12:1

均出j(主、凶立公困のi年二本 1:的すなわえ l景おぶ Z}'日fh対容と物 相!と

的対象功、そこにいる貯λIi+'.~討を保全し、将封、 O)i引にの楽 L" らのために

そ礼らを損なわない h法ゃff;(で、同仁策じみ合似告とすること (..to

Cり凶旬、1もえ】 thピ MεtH'.'ryilJld tl川【latu~"::ìl 訂 n(: :u:o;tc:rjc objι伯 ιHldLbピ wild:il"t-，

lhcr~;in am: 1O providc for lhζ 仁汁JO}口1Cntof t}lC sa;nc in sl1chコlali仁craれC

by such l1leansι1S ¥yi!l 1ヒ三yethem uni了~pai" ，~d for tlwεn.~Oy~elE of fUtll日

貯 nCI民 lons'"1G t;-SC.A. 81) Jにfιわなけれ(工むらなし~

連邦議会は 1 ' 1 寸 -:Z~I対局設置法の礼ノ主を、 1970年:2j: Iで追加した1i¥-J条ず

のなかで補足・明確化し、さらに r~iJ 3たについ、の 1978士ゴ込正ヲなわち

i レァドウット修 1> (Ji.edv，'山】dAni円二(lI'1ヒnt)川のなかで補足宅問li(ffヒし

た J レ y ドラ J k修正のなかや連お議会l土、問、2公5E局部者の規制dが「ヰ、

早l条 [1ト1.¥7:公|対局設置法こよ.';'"f)存すされた目的と JRj干し、かっそ

れにぷづくいCullsISLt'l1lwilhιud ~üllll(led j~ì :..he puri)o~e t'sLablished by 

sec:i，m ~ば士山工itle ，" 16 lJ.S.C.A. ~la-~) ことを、同体にF引主rtかっ

指示Lた、 そLて、公5自の泊理、 行政はも ιろん、公闘での治的j

の前 IIJも 'Ifj立公困ン又ァムの高いた↓，U);jjイ也およか~.I~r.:f'gj (/)担、精を

して ("iIlligLl :)~ ~he l:i又11public value an心 :n~e只rìly 01 tl日目aLioual

Park Syst刊 日 H; C.S仁 A.];:-1) I 解釈、子守洋されるのであって、 l それ

らの様々な地域[問、7 公演]が設 l!~ (ニあたっ亡浬刀とされたirll:佑およ f上

判的の貨のイ止 1- (" in dじrug，-:liollof lh:山 1u山 辻 ldp:Jrp:JSω:or whid: 

the，t-va:::iOllS afeι::.s tavξb目立é-S'::ι:d)~is [j ed ，" 16 L.SじA 詰1ι，1)Iをもと

らすかた ιごは与えられ企い、と念を押いた

Iι: ¥!公開}弓設世i主刀、 ':ι:¥!公開民 は|ι1¥'1公用、 |ι1;;記念物公開...0)

利m を促進かっ規制 Lなければならな v 、 L ーその f1 的 IJ景EJ~および、戸然

3 五iL?と国 J ス-，ム 校校持法(.¥atょClIealPark SYS~引n Gellè ，-"~d Auth Cl ri~ies 

'¥Cl) とも日子ばれる .:0<1;;11<1tvL Iloopcr. S:;jげ:ln.1， al .liJ9l9. ri: ¥r!j 問jdJA支f置、よ

la--l条は、 L:.r::J_u: :1'~ 1司シス γ ムの一体;':gな営刊の必主主1"と片町;T.[1]確luiするため

制定，'50れん。白山武道 γメカの球境保日出古川北海道大、?I叫幸子lIi二公、 1992

年 2~~;玄

g-，~I.~ミ掴ンステム 校校根伝M~_-:: し¥r，.1Cムclrr.cntLO U"'.c Gcncral 人uihoriiice>

!L'l) とも呼ばれるこ jo:tll:'.a?I:~. 1I川河川十四pran.1， at 1叩 79

Jrl 

二日社5りは 54JlG三3 1_:)，1)] 
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対主と物・}伊山80対宮L物、そこにいる野生生物を保全し、くす来のi!UtoノJi

しみのためにそ札らを掃なわないん辺、千子↓えで、 1，，1じ裂しみを提供する

ここ -C;:1)ノ二 (“Thc尽CγVI('(' 汚hallprOJllηtc and n 詰;J1atcthc l'沿ぐのf

iaLlOllal p;::l'ks，山onu日leJl出 wlucl、pllrposel;， iりじりじ州 1もえ】社、esCt-nery ~J: ì( 

lhc nal~J 、 a1 ar;d historic objccts and t正c¥vilc1lifc thcrcin al1d to pro、idc;"or 

theρnjoyment ofムhとご泊四日 inS1lCh 11川 nne，and tnぉllchmea日出 v;iLte<lvど

¥.r.cn:: llnimpZ1i rcc: :or tl1に cr.Jo、n::cntoI IllL llrC 只C 日 ~'ral lOns 円 16 LSLJ¥ 

et: とは三する 4 与に、新行政~~I羽 ""r あるけ~公同局の使命とは、

立公園を白然のままの状殺で 1単打し、そのうえι民が栄しめる 4うにま

さにそれらの日ウ公l吋へのアク竹スを綬供すゐごとだ~') /-

ごは、 JTI立公国局はどのようにして「保全(cO:lscnc)J て)~') I烈

しみを士是供jる (、刊vidl'f()ψt日丸山JU)川、nt;Jのか、そ Lて「東しみを

提供する (pro \'i dピ fo~" th12 12珂OYE112nl)__~けれ《も l それらをjRなわない

Utav守 ther:-..-..mimpλi:-ed) .Jのか了。ごこに、同 iう公i封ンステムがねえる

最大のジレンマ、 i保議と利用! とUミう 主使訴の構造が生まれること

になる ーなわち、，'-1扶保護(1-:.~扶 1 i'1 発、あるl， \u:.q然保存 \.pt モザ rvatio;l)

とb1然保全 (CO~ìぽ了、 a~lO叫としう つの命訟の向丘が、足立公i封J，j (f) 

最大のジレン fとなるのである。 1916'1 の問、L c:'， I)J局創設以誌にも~

\pn 計れ，j [J ()lll只けと;二i弘保全i)f~ (COTlSfl刊Unι1]引いの;;;J¥'1という

かたtて勺書としていたこの問題l土、 19lG年の凶立公困fd設F司法、 さiら己に

1"汎18f-守j'.cの7η〉刈|ド主判|いい(山;公l悶司局の最行Jの 令1ま規3員昂刻iリJ(了止ヒ;則ミ乳刊剖u叶1吐1aιa広山1γ口牛江出山lド凶c)仙〕

第一d次(i山u-~押ギ j大に i伐日伐と f後去釦lに」激イヒす 2之るJ 肉然[伐え「己f川rr)派土 下prc引"円忘 1刷t机Iη川叩l口山]C目只吋ザωt:刊、'1と〆 ク1りノ 工』

シ汗〉派 (recし口1日州ε引J日JLio:1isU のメす¥'/:1(.ーもつながる二と lなる。

2 判例

べ亡!日r;i:('and ¥-lr心川， Staking OUl th(' T(守山 11，:--、ccοdc(~i: :i)]lφSt山L:nivc川 :v

Ol Ncv，. Yurk Prc出 1996)，:L 70-71 

D川 i;l;\λCI九刊誌芯u げれ n.~ ， <-< 186 

:'1然保存がえてのをjJこでは、 i然f烹令81<..:::;手、 i然資{阜、の有効利用といろ実利

的なfη主主 JJi1寸、 組，'，hミ蛍河n-i!f，6写"之を烹i，d るJ

I :-.JaTJ::lIl L. Sc-:'eg， I-'reser¥'ど onis+.s¥，'s. ;u:'C"t'atio:u;←s i:' Our Nalio:'al ?arks. ¥¥出L

Nor:1l¥¥，(":'-" .:0WTl日J()f EllviハTl1iWnl口1Jλw g. Pnji円¥199弘、九 ol5，η111九lηI[): 
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ゎ主物取回i!...:i~~討にお :t る保さ 利l同市市金 12:1

j-J;!)、の凶立公凶訴言、Uノ両市拠(主、出立公困 j「j ず~ ì?ì:ij~ よりもむ Lろ凶家槻

境政策辺、 (NEPA) 千野4 ・E長時MJII口、 (Wild2.LQ Scellic River:-; Act; 

におかれるのが 般的である q 多くの同¥'，公苅紛行1の恨高いは、岡山公

司政策がある径のレアリ]二ーシロンノ本駁を俊辺しなければなりないかと

うかとし:う時速をめくるヨtMlこ恨仰い間予が路三れているぺこの問題

iこ'-:-)1.、て、 ~9S4年のシコヴ U ン ;LS.A.M天然資抑防衛会議出部長己;jJ;主

到j日7判lJiた (C10¥'r~)n t1，S八 I町、7¥J21u"alRcsoLlrccs Ddcnsc COllncil 

Inco<  467 lLS. 83'7; 81 L Eri. 2d (94) がいわゆる -.G:開審伝説¥1'wo叶叩

approach) [ン ヴロン時前]をノメ Lたこどによっ、、近イl多発する f

ド申訴昔、では、↓I'_i_¥tr.公|示|弓設置圭にらiつというより主むしろ行政ブ口、

什イドにとってお利な人~#(7) llJ i: と♂定ノ什しつつあうた) 一段|昔話;査こ

l土、

I第ーに、いつでも、 l'rわれてし、る開廷にワし亡、連邦設会がl台J*に意

見を表明したことキあるかどうかが判われる(“Firs七 日 杭 山 民 isth守

q :lCおtior:w llC:Jlρr COllgrc只s:)乱ぉ di;cc~h spok日110:JlO prCclSC q:1l':"Linn 8.j 

出町んもし連邦議会の立凶が明確ならば、~~~主はそれで詩わる，

し h うのも、イ丁 1:-7機問はもちろ λ 放判所も、 J巴邦議会的 :~j 司、された百三j を

実行しなければならな 1、からである「ンェ円口ン済 主駐在， けれども、

もし裁 ;:IJ;，~;'が、問題になってし;ゐまさにその問題事旭邦議会が直長し

扱ったこ t，~ (;.t I~: V ' _~刊新するならば、必然的にわ孜解釈が在 v、こ t にな

るどλ うから、裁判訴はftJlι位、についての白 5訟の解釈をたど認すよ~(J'-C'

は企いq それところか、もに1T7三のWit!:lについ仁制定法が沈黙するかあ

いま ρ ならば、裁判J;朴f'(-~ 2こコてのでR訟は、 h"j?i機関の答えがiflj，乙;';:(1)汁

される解釈に恭づくかどう iJである〉

として、市誌が汰Zえするかあし A まいならば、ちしそれが計され之p なι
ば、裁判所は行政機関の焼却1に記仁自をばらう (rlcfcr) [ン Lヴ口ン第一

審'~fJ :_す主迷論であc;端的は、

1i' Coggin品 、孔'::ki，刈m 日Jl(:L-.:--.1 L子 J: (.dr~ra[ Pulilic Land <-:nd l~; メり 1HC:，':-. 一日誌

上ifthediム O~l 上 Cμndation. Press口;)(;つ)江t045 

" 仁hc¥."りnt r.S./L， I11C 、.'¥alllra; Rにおり Ul じC呉 D~:Icnsc Council， h:c.， I;G7 l'.S. 83i 

汁t842 S4:i 

二日社5りは 53:>) lG三i |むl



連邦談会の1:j，凶が限延主らlf、法制IJ.si;はそれになtう

.j， 
l州 口元

山手I~Z4をふーの誌|ヌ1が不IlfJ締で、市1; jl'il、の伝:-;之も不明11震ならば、裁判

所は行政機関の解釈にすI苦手会はらう ¥rlは

と¥'ろこと lなる

20りが!の|村コク叶')1ルダネス間的対ダブ ーヨ邦第 lり ::~IIJI拾主判

所判決(SlElthe'"lll Tム 1h\Yi~dεElf' SS ，J.Jliancf' Y. Dab丘町， 222 F. 3d 3HJ'l (王、

このよ)~.::剖Jiノとの流れに車寸長をもたらしたものとしてィ宇日される この

訴訟は、 n;:::!813 ，;:.:ぴ絞戸訴人'Y'あるmコデ刊1ウ i;1-タ不ス !nJm夕、，:7.Y 

リトiのキヤ二寸ンランメ国~公団 (Ca町on1ancls \i a~ional Parki 地;l!~への

アク折スに影響をノ支lZF、1"，-[_':(:1'::1対局;;1同地j主義千J十戸I;， ~atipnal Park 

Scn-icc backcouロlry11:.1n2釘口Cロlpls.r.) .-W訴ヰトi-lL_ú~てたごとから拾

まったc ワイルダネス H盟J土、 I，'J計伴i にI-I，I_---:-r'i'~ 制局設置法 U_6

l.SじA 総 118 およう、ヰヤ二 7:;ンヮンス国立公園訟間u、(，C，E1YO叫ands

Nば10コはIP“rkEl~:;bli !1g .-¥し:， 16 C.SιA持271 にt毛皮すゐと にた。 jし!給

，~ßiD)j 来り物 l~ t...-，/ 1J ~Lーシヨ/の{会長 I JIf木都 f? である、 L 5' f'アデセス

長有 ru].Rヲ¥CtéL ~l S~lared '¥c何日当1i; ar:. L'e )が、被告円しで訴訟考1)11した

ウイ 1レダネス [1-1]IY:?と述邦政府ほか主主背らは、行マリージャッジ

~-;u 】、 mar ヲ J ~ 1山口1ピnt) を求め C交hrhしtょと (crosslllotinllS) を行なっ

十事
J旬。

そもそも 1992:i-jドに凶立之、凶JnJi土、弓ヤニ寸ンランズ凶立i幻、凶およ「ひj二コ: 

タリ川川(円]-;力〕グ L〆えふ一ヤゴオ ;ン/1悼凶孟.::t:1¥1レケ}ワ!~ シヨ〉主賀松1白;]， ~或 ¥ωじム日じ

0;il九訂叩tl叩川O川n;"吋江:，1Rc叩ρr町('(j計tiO!l八Iば oのつフオn ンジク 1リ)ブ州[灰更 (，Or九叩口 C凪占~(じ1 仁.，汗f汚 (;れ町，Iじ; 

グ)山間j地域);;木戸:.~::J を畏苅するよ与ドな.，たに ι1、Y公開ロドよると、こ

の言i刊のn的lよ、“公園資i去を{}/;員長 L、質の高いピンタ一件品会をj}(:1-共し、

変化L亡し A くj市|叫の状況に会軟にi十)，i、するためのLi同f比:j)lk特二回戦勝世

調子主主三と"だうたれ同 ~ti可が重点院に扱ニ JJIJJ或の つ が 、 干 誌 の 係

争l均'rある池山点、ソ;l.トクリークキ γ 三万:，.... (，Sa![ Crt:ek C:-In~-()nノの

井部:".('、あマ〉た乙 =当凶;立LιL乙公園i防iによ ξる》竺ム、 j)ルιトク iリj一ク L一ブブ近主 {凶l礼1 

仁Iεh肘合H三kJかH刊ど叶1い)R(ο} 

(G一でぐcnRiい、し 1汁) と:は土B別lの、 キ号二九「ンラシズ国¥'/公悶|ノ、]の沢氏止、

12 _'1- タ一戸 、のふうな船も合ま札る、

1331 ~lìJ、 SDi3 三山~)Hi日)



骨造物割固C;L公園における保"~展 示IJ刷ー調整 12:1

(frcsh watcr)の支流であるソルトクリーク (Sa1tCrcck)をうねりくねっ

て続く水路である。水討Lを避けるためにソルトクリーク道を迂回させる

ような方法はないっこの水路を安全に波るためには、川輪駆動乗り物や

四輪駅到J乗り物での 出の体験の厳しい J〆全確認 (hi只hclearance)、あ

るいは商業ガイドイ寸きツアーへの参加が必組であるつソルトクリーク道

では事故が後を絶たず、悼1¥'1公岡局は毎年、 トランスミァション、 J 〆

ジン、クランク主主を水巾に流して失くしてしまう、故障したり材木と化

した乗り物の除去安請に追われた。こうして↓'1す公|刷局は、この狭い水

辺の1"11郎地帯に水路が作在して早Lり物が走ることに内在する悪影響に関

心をもつようになった。環境影響評何準備書(【iraftenvironmental 

asscssmcnt.)の公表や多くの公の会誌を絞た1990年初めに、国立公園局

は最終的な山同地域開発計l白lを公表した。それは、ソル「クリーク道の

10マイル部分を閉鎖しないという代啓案を採択するものだった。その代

わりにこの代林系は、ソルトクリーク遣の0.5マイル部分をい丹鎖し、残

りの部分を制限された存可制区の下で来り物に開放したU その後ウイル

ダネス同日開が、山間地to(刷発計両を是認してその地域を乗り物がひヮき

りなしに走ることがヲ|き起こす貸の低下を詳科することによって、国立

公園局は阿立公凶局設置法および、キャニオンランス同立公凶設置法に違

反したとして、竹下三的救i丘および走lト命令による救済 (declaratoryand 

injullctivc rclicf) を求めたのユタ州アクセス共有同開は被白として訴訟

参加し、乗り物アクセスへのソルトクリークキャニオンの閉鎖に反対し

たっ

地h裁判所l土、|主1，'，公開局設置法およびキャニオンランズ凶点公岡設

置法が国立公園周に、独特の公園資源を恒久的に損なう活動を予め認、口j

させないようにしていると与えて、ビーカブースプリング (Peekaboo

Spring) からエンジ工ルアーチ (AngclA rch) までのソルトクリークili

の10マイル部分を乗り物に開放したままにしておくという山附地域開花

主|画の 部[内科]に対するウイルダネス同開の異議巾 L立てについて、

ウイルゲネス|口1Mを文持する1'1)決をした。そのうえ、地h裁判所は行政

記録に基づいて、この10マイル部分をモーター付来り物が継続的に利用

することによって、ひどい恒久的な指傷が牛じるだろうと判決し、連邦

政府ほか被苛にピーカブースプリングから先でのソルトクリークキャニ

北法SD(3. S:.j7) 1649 [:14J 



.j， 
l州

寸ンごモーター1';乗り物を言lロ{するこ Y を差し止めた。そこご、

切人であるユタ州アクセス共有い出がV2訴した，

口元

、法廷に差じ山戸れた|叶胞が、行政機関が管JD'，るもdj定

法 t ついての、円訟11政機関の問釈を含む場介、「争われて， 'る同訟仁つ

い仁、連邦議会が玄凡を表明 Lたことがあるj結合、われわれは連邦談会

内切 Fされた誌l珂ど丈行〆なけれ:工ならな v、[シコ '7コン込 者合'L

けれども、もし者11定試が沈黙するかあ， 'まいならば、も|それが許され

るならば、われわれはfJ政機湾の，敬意をはらう (dder) ン工ヴ

U ン第 審脊L/十と述べて、]l)か:1:qのシ J ヴU ンl)， S，，¥.対天絵資JほliJ;

向こTJ義l車ノム刊早千戸1]，夫(じhevronl;.S sL. IEl'王1¥"d1l 1 九 R同【!l~rc出

Dd，う:1SCCoun:-:il， l:lC 467 U5. 837; 81 L. .2d. 2d 694} で示された投1347

密計訟を)11しミるとしたn 段階審仏、2S~ との l#líÆ で:立、次幻1写版が同通

にな〉た

@ 内、f公泣i同の打J:生および同対が庶『督する何立公民!の IH'ji二|討する、

~..，!.ノ:ミ閣日設置法の規定

「この 4 うにfll設きれる l下立公国対J立 当設公団のJ!本刊百J にむヒうよう

な子段およびjjiJによ J 、て 凶立公民として切られる J巴部所有地fi~の利

用を促進かっm巾jしなければならないし その目的は景t)!お」ぴ打然対

象物・歴史均;J象功、そこにいる野生 u功宇決全し、 1手ポの ;+f:1-tの楽L

みのためにそれりをJi1なわ公い方法号千段で、 :iiJ乙索 Lみを提供するこ

とである 'These~vice urclS esピιblished ぉha~~ 'JfOl1lute an.d re只UしHぜ tl;e

i引 οpト、 f，、dClれ|日f仁1ヨkr;ov，，';l江ヌ 11日tiOll九;η江rks. bv such mCZl!l只 anc!

:lleas l1reぉaお CCJfJ1iJfmto Ll、と fUJldal主εn:，alpurpnse u1 Lhe宍adp;:，rks 
v;hicl， p~Jrp:)sc i只 loCú J1 scry心 thc ぉc~;ncr、 and thc caturJ.l a;ld his~oric 

objects aEd <c.he \oril c:. ~ife therein. alld to pムOもide1uム the己n】 oymellt(j[ムhe

IJ 奇妙なことに、連邦政付ほか絞告は止方裁判;Ii判決にす付 Lく控訴Lなか J

た「けれども、 [L正 lL~，と園開設置]法の凶有 Ci)民情 1告につし A て、 jjf邦裁判サ?の

見解:こ劫i するために" ;'ll~1J設内 Th に学Dtt:若干IÚ'まで土桂子ドしたc その雪山のなか

で也利政府ほか被;11は、地 );:r¥i:flj):frで採)11さhえ二 u坊とは見な 1;'"_，1坊をとる J

Cog年UlS，¥Vill.、口〕ぉon札孔clLcshy，公l1j);'anょ0，;;ll日ilG

1，' S')ll tトe:"nUtah ¥Vilee:"n己Se' ..¥，:: i2.nし eτDabney，??フト ']0 お!日(1UthCi;. 

:~n(的! <lL 8::>1 
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骨造物割固C;L公園における保"~展 示IJ刷ー調整 12:1

samc in sl1ch maIll1cr and by sl1ch mcans as wil1lcavc thClll unimpaircc1 

Ior the enjoyment o[ [uture generations引 16U.S.C.A. 81) J 

・公園仙f直を損なう{舌動の前日jを禁止 Fる、国立公図同設商法の規定

「出動のμ午可l土逐語的に解されなければならないし、それらの地域の保

謀、管皿、行政は国立公園制度の高い公共の(!lli値および無傷の状態を考

慮して行なわれなければならないし、連邦議会によって直接かっ明li1I'に

規定されてきたかもしれないあるいは規定されることになる場合を除い

て、それらの桜々な地域[川v公阿]が設すされるにあたって理由とさ

れた価値およびU的の質の(1¥;下をもたらすかたちで与えられてはならな

い (“The allthmizationぱ a山、甘Iどおおhall↑H'COl1stn日 d叩 dthε ]ll川町

Uon， nιanagcmClll， and aclminisLration o[ lhcsc aγcas sha11 bc concl uclccl in 

li広htof th巳 highpublic value and integrity of the Natio日alPark Systぞm

and 3ha11 nol be exercised in derogalion o[ lhe valuヒsand purposes [or 

¥vhich these various areas have b巳e日 est孔blished.except as may have 

been or 5ha11 be direcLly and speciIically pro、idedby COllgress." 16 

C.S.C.A. ~la- l) J 

・キャニオンランズ国立公園を創設する、設置法の規定

「阿1:(のインスピレーション、手'I話、利用のために、最両の景観、科学、

考古学的特色をもっているユタ州のある地域を保存するために、ここに

このようにしてキャニオンランス目立公園が設立されるー ("111ordcr 

to preぉervean area in the Stateぉ o[Utah poぉsesslllgぉuperlativeぉcelllC，

scicntific， 3nd archcologic fcaturcs for thc inspiratioIl， bcncfit. and l1SC of 

the public， there iお herebyestablished the Canyonlands National Park 

16 U.S.CA ~27 1l J 

キャニオンランス1"'1山公開設置法はさらに、キャニオンランスが1"'1山

公園周設置法の円的に従って管用、 i思議、開発されることを命じる (16

LS.C.A. e271d)。

地方裁判所において国立公園局は、国立公園局設情法およびキャニオ

/ランス|五|す公開設置法が資源保全とビジターの楽しみという相いれな

い一つの命令 (mandatcs) のバランスをとることを是認よるし、しかも

白らの山間地j，y，品本言十回lは十分な敬意をはらわれなければならない、十日

いれない命令 (mandales) に関するもっともな妥当な解決策になると主

北法SD(3'S3:J)lG4i [36J 



.j， 
l州 口元

張した 地方jMJ~ii土、シ ヴロン判決の分析に従 Jて、 i王立ふ凶ヶ;J0") 

解釈を司しL者去しと。地ノら訴と:判所iよ、"キ邦議会!よ、公開局r独特の公

~資:町を恒久的に損なう[T-; '，'1公悶人Jの1'"1庁勤去三1';ljする桧現を与えられる

かとろかという問題;.:-.....:; t 'て、明確な答えを出してきたにl 答えはノーで

ある l 手;こ論じられた担jノ、のなかで述べられるよ~)こ、公団同O)f:白色

と;土、保存と山手:1，_、市大、恒久 a~ な斜陽と しない、楽LAヤアク

ヒスの形態菩許I1Jするごとである"Liと泌べたれ地ブJ故判所(止、行政記

録におけるcijF拠語、 ι、ノルトクリーケキャ オ/のえに一立の地域語、主Hりであ

るこ;-、およびピ一刀 γ ース flj:/"ゲを越えるW2;j ~~却の{+:01~の 13引がそ

れらの地域が引き絞き存在ずることにとノて:Ar(-frTZJかつ根本IHjにのι#で

ある 'i"ことを示したとの宇J五を認定 lて、 rll府地域蓋本日!日が連邦誌

'Í~ Ci)意jJ、である ι明併な議会制定指令 (ckarkgislatI¥'t' dir以ふlV(') に

以ヲる炉の三Jji-iとを下Lた 7

マ3いとヱタ州 7ク七ス共千l:pj烈;土、 J!"_万主主j'IJ弓?がシェヴ口ン策

特;査にきょ、ついて問題争解決すること ε悶違いを Lたと Lて争ったυ 】 L

Y:!"Iγ クセコ¥，--!与右岡県は、地方裁以lれ-;:1が、乗り物γク七又的問題につい

ての開法制およ rJ'それらの泊!IJに内立するあいまいさを理由に、

シェヴロン第一審容に及ぶべ矢だてJ たとゐ張したc j号訴法判所は、 エタ

イト:?ケセスたむ同盟;、何台"〆たに l空訴裁判所 i王、問題;、なェている疋時

な諭白(土、 11:柑J也10:<;院本百十内l、:持にピーカブ スフリングかりコンジ l

lレア、 子までのソル kク汀、 クt泊円 Jの)1叩りマイ IルJ 白品;5分う示、での手采長り f物防のイ利リ:J)IJをμ

に吋jす2之るSr:山:川I Fc院~JI地h域芸4卒ぷi計十jlIi両H可iの 部が、 F声阿f王7可~ '，'1.:公i公T悶同E設士[筒百法およびキ t二オン

ラ J ス|い川'1;1公F粛需i設文世J伝王(の/乃〉なかで注、父主られる工主;司'1:じ;義会の明f確l車Fな苦:E恩、;γ一反寸

るかノ〆J うかでdあ下る、とした そしt、“恒久的主:tl5.m(pCrynal:Cnt im 

paIrment)句 と'..;")門専きと問泌をドり-ることは、行政記録がそのよ

うな恒久的な損傷が笠じるごとを制維に示すならば必ずしも悶lιづては

Lj SOLL，lムernL:tah V¥iilcler2.ess九Ei2llceV. D2b~ey. 7 F. SUP';:I. 2e 12(i!'i iD. lI éal~ 

19981乱11~11 

lベoutl川口 Ul日h¥.Vikc:"Il:_'SS :¥.lliζ: 11円、lJ日bney，2~2 F. Bd. 8lD ¥，10th Cir 

2ゆ(j(J) at gソ5広2ti

l3'，.1 ~lìJ、 SDi3 三:\4) 1646 



ゎ主物取回i!...:i~~討にお :t る保さ 利l同市市金 12:1

いなv、かもしれ止いが、当日支記録はその問:illについて明確では主い、と

7)');'%を訟'とした。控訴政判所lよ、 ド[υ 公|来1f，J ~{t出辺、 lよ、同 ì .f 公陣14立

が 将来の IU:{(の予tじみのためにそれらをねなわないん法へつず段で (1抗

L.S.Cき1)"景詞およびIゴ然討象初 出定的可象物、そこ γいるWf斗牛

物についてのi足元、およ Jプ'1:しみを持供するこシを命以る、“反なわなしミ

(EGImDaI日 j) という丈戸も、“将米(7)世代の楽しみのために慣なわな

し、 ¥LU1l【111J;:tj1"cdIor t:1(に吋o.ymcn'Lof IuLun月Cょ1じV Zllions! とし、ワレ

ズも、 InJ法では;と設され亡いない。{可が樹海(ムlllp ， ~l r;:len~、に村l 、行し、

組、悔の{T続上対日目おJ:CY~:んさの双方7/ ~:のょっに公園の犯の:~~Jl.利mfl白

債に7.>Jして評↑而あるいはよヒ較考察されるへきなのかは、切J;tdミ白体から

l正時;らかでない、J'討という考察手示Lたし

i~訴裁判:V;'(.土、 1'1 ウi'~:対局設置法古川す公対応に、どのような活動カ

詐円あるいはポ :1 されなければならな v ミかを乏l仰~寸る際に、資源保全て

こジタャの ~~iてしみという時おり管突する政策のバランスをこることを討

している、と ?iヰ択したυ そ L て、 QUJl~公閤 i-:;J 均九白 -1;;] ~.ハラシスキとるこ

止を1Jなってき汗かkうかの民社(士、結束 lーして生じる活動が、“将ヰと

の世代じっ楽 Lみのために訟なわない Cuui:np出光ιIor~Le e:ljO)日記、f

flltJ rp Isener~'.ti (l n-;) 資1毘，と残宇かとうかである。その 7~ ズに内在

fるあいまいさのために、わ1)われはンエヴロ JZ1 箱一査に基づいて、'i

法廷の制題を解決することができない、そのイtわりに第一審脊にfえばな

けれ U~'ならない、とした ;!J

而お 4 び口頭弁論におい亡、岡山公悶M~止、内

務省子"1:1、r公開局設置訟の治切な内?釈I'ついて実質的な 11Jがイ1:liを行

なってきた"こ〉を江1)戸した この再釘祉に主主づい":i人j務指fよ、持iilI;誌

とl汁'，Tへのt事情当面のなか¥¥|主[¥1公J報局設ぬよが i個々の?と|可が設山さ

れ亡きた基本広三な司的とfllI佑にとっ亡、保全がボ 11'欠な資源の恒久的な

jJ;t f害 を禁止する lいうす坊をとらえ r人]務省はまー、 [-1'1-"公|烹|局が、

国立公園 Jii~ 投開;}、 lこ幕 ~5しもでドのような資況がJ寺にその亘i立三国の{回前

およびヨnなにとって不可欠であ〆乙か、モしてイりがモれらの蛍源011fl傷に

1 :' 1 ( ~日t 826 

l:0 lc: にt日2!i8~7 
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.j， 
l州 口元

刊 l当するかを判闘fするよ1登を有すると v寸立場を i~ た n 内務析は出立

うと何時亙不計凶与針案 υra.i:':::.JP凶[山II己記叩le:::it?oliciesi をも，r::tJ)し、ゴ

らの'，'(1益軒えらに柑l らか I~ じた r 募本己十阿 h童争;:土、公~資:町および公

司fnl11出への税々な影響の存続羽l町、科芝、タイミ〉グ、蓄清効果:の，1¥か

ら、子乙r~fo).H1m を扱うハ年二百計|南方針系はまた、目立公:hl1hd政相託、が、

恒久的だとみなすものに加え亡、より広い 71テゴリーの作;傷を禁ずるこ

いう吉討121二基ワく そのうえ、基本訂~方針育;i土、国主公開同戸支帯法の

なかの似々な丈王仁定義を与える。}r\木言11市 h 針案 i土、“~Z~同資源およ

び公~~主イ1討のf口海 (impainnCl1~ 01 pa↑k rC20UiCCS and、;:;lECS)φ を “公

判の資源まfl土公|示|河債の斗湯の状態、あるいは羽イ十まfl土将立ての世代

うすそ引らを来 lも機会を妨げる、 つあるいはもうと多くの公悶資源ま

たは桁泣へ(7)悪彰響早と定設することを提?主し犬、さヮ;ご、“公怜i資源

正3上ぴ佐伯 (jJark日 Sullrc自社1dvdnes)" を 6その地践が国￥公団シス

?ム[!jに台まれた再的‘手:i;::ぴ公却の足立、よ法ある ρiJd.¥( :i'L宣百のな1)，--:::'

jfべられたMか迫力11的な Uc'Jiとって、保全がきわめて重要な全 fの公

益五資源お土 rrfl山他，1: ノ主義するにこ止も ttt~条 L i:ァハ主f訴裁以Jj日'1-)3 c~ ぴ恥木、

01 日出心主|雰で内緑色、および凶iL~~~~白川によって~j;ベりれた、出iL"i.~~ ~白川

2tiゴ一法についてのこれらの出釈は、地万及1'1;0:で内立公点j同によって以

前lニ述べられた解釈とは光一なるに

ご庁裁￥'IJ凶;1正、 訴訟を通こてある訂正之後閣に土って Yられるある

山場!よ、シ J ブロン:判決。〕敬志「すなわちシ J ブロン第一帯主?に耳、っく

紋日]が溶用手れるほど i旬、じ公式なものとはい去ない"したがって、

勺法廷干の勺該手 l政機項目訴訟の山場:土、シ l ブロン第 :~i壬 ;f 基づ〈

~~X ，Q:のための、三、j\: (for;nal i lり要';'1 を満たしぐいない~~()とし亡、現

時点で敬訪に抗する行政機関の有効なげ坊はfりもないと結論づけたりま

た、 同校にも行政t~悶の万針陳述 agcncy ~~O[:れ S'L ，j-: ，cmcnls) 之、訴

訟のすJ;';と1;-'1~'JJ~ ~人シ工ヴロン指 王手ノャに :N;-'_:J く敬意をいつも 1-x:;i~する

わ;了ではない::1 方針鼠Jfi，ょ 11j語、ン ヴロン判決'1)紋支をはらわれ

ゥC ld 計 822.

)1 200()イ|のク，)ス?シセシ対ハリス川連邦法珂裁判所判決 (ChrisLt'll~;cn 、

Har:-is C[) ，~llty. 529 I_.s. ;:;70; 手、 1j 言 f'~束込 :p:Jl:cy s:ateη"吋心、行政機関マー ι

l3~J .1 ~lìJ、 SDi3 三:l~) 164全



ゎ主物取回i!...:i~~討にお :t る保さ 利l同市市金 12:1

ない、炉いうのも方針陳述が通!日l、非公式のかたえで述べられしかも均

こむLわないからである口 もLJjJ、本言丁凶行針案がよ、~~~規 ~I;

判定子主ニ1ft。てまとめら礼かっj主釈手礼 町犬F 質的あるいは法的な規則ず

として断釈されるならば、それらはシ l ヴロ/llJ決の敬意すなわちシ l

ヴロン第 審官にノさつくら士.RJをばらわれな:iればならな ν日 JTオL>"も、

もし最終的にまとめられた吋に、ぞれらが必設な公点 を満たさ

半i解釈的な規日Ij(jnlCVpl"Cl川 vcrdcs! と|てのー付とられるなら i:!"、

1j 政特~、闘の rw.官(九日刊cy's interprd日tiりn) つま よ〈統のi盈っ丈 (wel1 

ru~so 1. 1cd': "ものかとPうかかっ 説々々がある (hasthc pOWCi Lo pcγ 

日出lej かどうかを lrilう、より少なく紋吉をばらう恭平(jes-:<.dd抗日

tlal s l.;o，r. d ::t rcl)~:? に萎〆ついて寵査されなければならないし/と l て、基4、

百h自十が依件、として草'足のかたちであり、行政機rtkJ:ごよってまだまと

ダちら jしていないあるいは将択されていなレけd したv そして、 l行攻除問

によ η て公弐にほ択されどきた現時点での解釈が当法廷にいiJ1)手 Ln¥さ

れていないのご、われわれはとのよ与な行J改終回解釈(、も敬主:キはら与

よ正なく、 1'1立公国Ii'iJtlt-u5:/J、J:i，trY' 地方裁flJ引の冶Eを王主宰するi'

したう;~で、 ソルトクリ クl立。)10マイル寺;うfでのた 1)事3ア7セスの

問題に|長lしてはンェヴ口ン活 審l'tが決定力をもっとし寸三再三宅l忠定にお

いて、主主 h裁判所は民連いキしたu 分析はシ J ザロン第 祥査に基づい

て進めなければ士らないし、 去の分析を行なう&カ守地方裁判刈l土、一

時的なj~振についての I"i 山公|引坊の下支id 乙 l 二対してがj切な立単を )';:11IJ 

L 亡、その地域で耳t り 1却にふってぜ|主起こ;~れるね潟;こ 08-j-.{;> l'ii:主λのな

かの ~II 拠か !If:~i壬しなければならない， JL、と結論つげた J

}'，レ同日。11(')' tl-::，HL:;als) 尖抱l呉羽¥;-;:-;forr仁川町立Luleli;;，'sj に含まれる行政

機陪の解釈がン ヴロン審青の敬5 を保証しない上述べ'':~(、1.. 川 828

円 19i14年のスキ yドモア祉士;ス]{ブド社!~l手;最高裁事~IV;-判決 (5kidn-'ore、
Swift長 ω323~了 S I剖} で、この去ら準がっ、されたこ IcL aL 829-82泊

S(lυLhそ1'11 ': a 1仇 I1山 rc(-;:-):-) i¥ 11 i川、 ev. D山lIey，222]，. :-irj S19 (lClh Cir 

2Q(川)口l828--82D 

h r心:，t829 

25 ld.. "t 83;) 
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第二節基本計磁指針 (ManagementPolicies) 

1 指針の内容

.j， 
l州 口元

山 1 げ公開}弓 l土、側々の山1 げ公開グ〉施設幣備や信担の )j;~'[ をノ'i~ 同基フ同士

jJtif (Gc;lc~'al !¥bl'.el五'rI1C:l(Pla~l: C~vE)) のなかで 5i三めるの三らに、制令の

1"'1 ;;公|可がもっ公|可北本日十山 (GMPJ の内符や策〉三 I読をよ片 H件、(jS

lこ定めたものが、基本;lliliH討委 I~ :~\h""去cmcnl PO:lcics) である 2，-;

ミッシ己 >66語、王寺'した ;966年仁、ト1>7公京!局f土11，司々 の「下す公|京Hごつ

いぐた図謀本門i習を制定した、 9'7]'--IDl:.;irこは、主;;京王41域政策

は a~ional Em，"ironl1wntal Policy Act: i¥'::::PAl をより効果的に実践 Tる

ため:同法その他的関連法と調和 τせながら、 ;'i'817' riセスが詳細イじさ

れたにー岐に JiJ1"ミられる計|断ゾ1ゴセスは、.T:，(，次の一つの段階からなる c

その j~図 û) u::刊を達成するために果たされるべき要利"を明記

する、茶本計同宣言 (Statぜme:1tfo:-?\J礼!日間mel~t) 子作成される。

(玄 その公粛の，;liiEおよびじ浬のために必要な、目然、歴史、社会、

主主済、八U統計の資判を、収集・勺f祈寸るハ

公凶器本石 I urr;む~，l')を間発する c 公国民本01山の開発では、

112+4と的な活動にツいての ~:::"fllL (assessrr.f'nt) が、日終的な悩成要井、

になる U

l!:立公凶 i誌の rイドフイ/土特に、百円決定詰才Jなわれて Lまう }IUの

できる Tい段!科で弓十自ブハゴヰス全体を通じて同氏?安心日を保すると

め;ニ、 ft 替奈の日おふ乙勺}宗主~;塑，，':'1IIi:'r1民;1!奈川l'aftEISI につい仁

ツb 1~11:;武道・前掲 1注::l )およ，-;.:6:.:頁 {刊"，ι聞にlent'" 土1百九{管;叩 と沢さ

れるが、 ‘じと"，-c;alT.-Ia:"，-J.昨mcnlPlan"はその実在を;;}ぎ 1て 〈氏自オ恭本，，'凶日

ζ 訳予れる "¥:!anag'刊]刊ltPulicie;.;" が j 主主計高指針"こ訳ちれるのも、両

日の):Jfri;による

27 H'81nま d 寸スタ プラン(九{川¥T:'¥a;J}"日TrJ;i'していf マスタ ワラン

は提案されとよ二tt;:::'こっし、ー」池利点、間交、公共の利J上司何代替宋を確認、司J

fllh守る n そのよ λ など怠が、検;3，)IIIJ)地滅的材、護、閣発、訳出、公共の千IJJ-:-;の

ために実現寸能な ;\~j討の1Jlí:J i:，v主l志、汗泊するとともに、 v れらの営E刊に怪気

0)時境保醤U:検汁すゐ。 ¥'::ch;wl¥faIlLcU. Prcs~'n 山(，はnd U:;~ 仁 ()tlC山S:01]:;

11 th心刊atio!~al P; __ ;rk民主仁cハlogyL m  Q 、;rterly.リむ79;atザ)--;).1

1411 ~lìJ、 SDi3 三山、1('i42



ゎ主物取回i!...:i~~討にお :t る保さ 利l同市市金 12:1

のワークショッブ、ミ一子~グ、論吉|なド、“読締約な活動。をぶめる ν

公開基本弓十出!よ、資iJJjJ，管理、説明、ビジター判111、 般開発のんめの、

~Jj吋の計jiIi' ~:戸;"t:r， 基本計;可はまた、茎 4' 日~~の宣 f三台青み、公同人Jの

全ての 1 地および水域のゾ一一ンゲ戦時を同小ずるべそして~~*ョ，Iii

指針が、相々の目立公:hl1 1])~!'fFiT:こおし:て校本的な規制維浪規定シしては

たιくことになるコ

2!l01年に さオ}た基本01mTIm幸子勺土、国 U公周忌設号号沿:1 ~:および

1.'l1，，-1条の指令ぃ1i recti ¥'(ぉJの解釈をノj、したo1ι.J J;¥，木前向指針iエ、:-r

立公園町三土;守i}， 1条が亘i立:}園河にとコて 最も 制定;J、上の抱令

川町cti¥'e)，であることを A:'ff~:i， L"，た。 :CJ長本計|由指針 l止、|リ ;'r:!.~ドi シ

スデムの“基ヰ、u的 ，，/i .， ~~~悶資源おぶび去~1ûj簡を:品全 i- る 1 般的

セ容を右づるルールとしての]命令(lTland山、いを創設することマあ

るで定義した。本計画指針i土、直立公園日投開 ä~ ~ ;;:および1"11a 1 

条が、たとえ去なわれる危険がなくても企ての公1;，1資源JJよひ公15d1i値

につい「出じ治y弔芦れる保全命令(conscrvJlionlllJnd8.Le) とお偽に同

する日JlI耳内会止令0)frI方を含むにこ止を l丹らかに-4--，;らへ 1，(恥木、言;"[r.!i指針の

なかで、相場 (:mJ)etIr:!tt'll ~ ')は。それらの資 ìI~，またはf円前を楽しむ機会

を品、めて、公 1;;1資源まとはLi債の証協の状:ill を 7主;寸る、引い;~)かも L

れな~， 'flJ らかのが警と定義さ l'るu 同基不i;I-~可折針は、旭邦議会/')、同 \'f

;比国);:;JにJ_:国l人jで 定的ケイ fの影響を計す裁量を与えてきた l一同時

仁、その政這がコドj~海技件によ〉てf，r;r民与れることを J財布τ る。 1"'1'" 公

~f'寸は、 公悶資源Jコぷぴ{llli依へのtJ、影響合i畦げること、あるいはヌぬ

"T能な長大程度まポ身小イヒすることを、常;求めるぶう"1"¥:1小されるコ

:;-1J 宗本吉11向指針はまた、公図のもつ つの泉本 f1的が、合米国国民に

公用資淑および何i障を楽しむことを提供するここであるとぷめる c 供牛7

日or.SCJ川一↓on) および常仁七三と(じl1，lO、mcょi1.)とし寸 主の汗的につ

いて 1 ゴ#一本言11向指針 i士、 6 ト 1_\r :Z~1苛l を将来の li!:R古来しむこ少 J土、?と同

I
 

Mn y
 

フ9 公国*'~、 ;11出(じ品lP) は ~~r:1 々の匝JL公園について抗日Ij的:こ'主められふが、

基本コ1.言行主IU¥fanagc:ncn ~ I'o::cl凶)は旬ノシ 0)i-k;す公|業 J共j践する内容がイhL

4"/:1作;こど怯られる鳩1-tもあふょうである J

二日社5り(匂 S:?D) lG4l 1421 



.j， 
l州 口元

資泌およヴ、仙値のすばらしい貨がf立なわれていなv、ままである桜合に以

りi確保与れうる と訟めながら、 I"i 山公 I-~~I;~~支出 Ll 条が。資源および

{山l前奇11'と守ることと、そ礼らそJitしむこと?と7ぷn-tることの問;ニ対¥'，1

境保、がある場台Y、保全去、後退すくさである"ことを求めてvゐると解釈

する. jilJ慕オ言i刊拾針はこの解釈が、以令と来しむこととし:う二玉止の 11

~I~ に関するとIJMU、と調布;することを財調する口

2 半1]1例

二吏邦裁判所は、 t~s"'ドヨ四指針が亘i立公園河を拘束することを確認して

戸た 2UuJ斗の動物品公対ノ トン j主将コ口ンピアヰト~IJIメ t:b，万 !;\(II:荒川

;人 (Tl1CFund ;'01. ;¥n:m久lsv. NO"lo:1. 2~-ì4 f. S~lPP. 2d 92j や )g邦政府ほ

か主tbi土、身、本言十州指針古川す公対応をj~吏しな ν ゐことを宇張しょうど

試みたが、連邦法判所はJえのように述べて、このiiE実を明白に;gけた泊、

1， "'2003河内決定記録 (record(if c.ecision: ROD) のなかで河 ;'1公I;J同が

1 jJに認めてし、るように、国イ/公悶日は保全命令 L、onscrvJl:onnwndはり

に列オてされる L、与の命令子は~での他の考慮すべき事怖にも 1寄るコ 2\103

l¥.OD a~δA.l\.. 8]，'+79 巴邦議会l玉、 I公i述内のJ~~汲およびliFí fl占を保全

守ることと、それらを慢しむことをも1供 4一ることの院に対立出係があるJ;~j

保全が長も重要な京市ーしなるべきであ心、と規定してきた叶j

さらに裁判所i土、与に本計i内i指針が1']'1_¥，二|人j若1;の、非公式の ηイVラインに

す主なし、のではな〈、?とノトこコ〆ントというプロセスを従て公布され、し

かも同 i" 公同同E空間法の公式解釈とじてつ工デラル， ~ジスタ ;F円-lcral

I!ピ氏、1et") ;公小されるから、 1.1;1¥';公開局を必扶的;拘なすると認めた;;:::

第三節 連邦所有地政策管理法 (Fede，alLand Policy and Management 

Act: FLPMA) 

法の内容

。c]o;mna A':. Hocpcr， sUFa n.l，川 悦)79--10¥タ民u

i1 Th:. rlllHl Jυi¥lona:s、NりrLoJl， :2ちtF. SUI)jl. 2d古2(:).D.C. 2(03) :l~_ l()S 

.luanna ;V;. Hocper. supra n.l， atょ開花"

1431 ~lìJ、 SDi3 三Z8 ，1 Hi40
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出立公i益管JH!>の関係出土、 197G イ[の返~H I-!J í 有地lJk浪管 HltU、(j~cdèr~:l

Lar.d P(llicy aad ':'vlauagel11e-c江主ct:FL?evL")の1'; ルグキス i¥，，-ildeム II出 s)

，~J. I白 1/規定 (rcví日 prnvì;.;ions) に、 )!)64午の原F ド1 可~\i:式(.¥;""ci Idcrncss 

A.cU 113}:c)条のウィルダネス lldt，t'J目、山]バJ主主主立/Lう悌1み込まれた“

ことがl需要である J すなわち、連邦所有地政/<<~'e:; ;:f;1， a、u: I~有地 iJ、科

宗筒、杯史、一、環坊、宅気お 4び大気、ノト、資川市、 )5古学 ぴ〉

U)U怖の交を守るブJ法で管注される 干のことは、ふさわ|い場所で、特

定のけJ;1ftをヨ然のままの状惨で保存し保護する町こしつこ!~ ;土、 i!;、数ー

野生生物および家南;二、主主べ5却や!j二斜地をも，rJ共守るーこのこシ l止、アウ

「ドアレクリエ ションおよび人慌の1tラ住・利 ilJを提供ずる ιtl'ε

p~lb[ic 12uds hc !:lZ1!1:1立cdir. a m日nnCl"tl:a~. ¥'， i]] prolcc'~. t:1C Cju:oJity 01 sci 

c;-】::ific，~)c('nic 汁 1 日t.ürical. ccolo日C日 l日、 lH:n:nCll::a; <11γ 日nc1礼trllosptHγlC

viEler ピsourc亡 a:::l0.a~"Clleolりfücal ，， <::.hle~: lh乱l，wherピ appfu;JょIate，wÍ~l pre 

ser，.'f aコrlp，otpct c引コlinpllb】C1ヨC仁ち in:11ヒlf 口九tnra;conôitio町 th~'.t "wi 

pro、idcfood and hロbll:1t~or f:sb <1:::1d wil c: :if仁川、(~ (:O]):oslic :111l口181s:and 

that wi1: pnwidゼf(1;'O]J叶ωrrρc;'(-'atloll川(' bUTli-<lTl刷、Cl:}nflcy;md u肘".. 13 

LSC.A， SI'?OI (心: として、当有地がそれらのJi樹、~史、環境上

の↑山値を保百子る方法で特別され、 L出の打然のままの状j主とi!}!:!斗物

牛息地寺保イIL 、入院の利用(，:_~ii乃えることが旭邦政府のは策になること

を77百しつつ、 i主刊〉議会;-凶奇J也の関係を 喬 Lたα この政策は、 複

合的刈JIJ (l1l'J ltip~ t' LCSe)' および“持続的 1)(楼 ¥S-clstained，;，iel::i)" ])原

引を栴iみ込む山口連邦司;'.fiJffJ.iHc ~主管年法もまた、同 \'f.:公悶のf見却j -~骨唄規

バJとLて有る1ド:まれらくコ

ここ守、逆行;所有地I文京管)1九;、のウ 1n ダネス ~I自 1-，Jj'1ノトーの|人j零を見

てい主たい口ハ+お所有地政資符理法;土、 lö空間の丸出しブU~-:' ス期間を

設けて、 i地登用対 IBL¥! にウ fルグ干ス指定のために i二JltをFLl白

してさ下践するよう指小したーまた内務長tぎには、原t 日然I去に従ってウ f

jレゲ夕、ス符問に閃する亘i有地 j保全作;，，'1るよう命じたヘ内弱長Hr止、

。:， 1 u .¥':issourιEnUd):Uelcnt日 L礼w むPolicyRcv:c¥V 179 (2U0:-3) at 182 

。智定基本計百主計(ポ円l可1¥1:lIla.;;er'lellt f--'olic守 I~I ド)に l士、"，'イルダ夕、 λ

二日社5りは S~nlι'~9 1441 



.j， 
l州 口元

ウイノレゲT、スi思議のために CGI向される地践の適切怖につしふ亡、大Md;;U正

薦 (Pre、;icl日丘町<'::0乙立lε山 広iull:::;)を訴え凸る義務を負う c 与ら;こ見Itl:L 

l 手、原 ft~ H然法で規定えれる 従わなければならなし勺イくに )(irk領

が、大統治、捻騰を i主邦議会仁郭~!:<~る義務か長う J そしてウ( ，レダネス

地域 y ての指定が IJ2邦訟会説、によっ1規定3れる r品fkには-{i)有効 y

な/;.，'" ('... 1)巴C<lmどどff巴C"Ll"¥.ヒOGlyif so proyided by aE Act of Coユ包!.t'メ沿

4:) U.S.C ，'¥.917お:::(tリ'J。

見直しブけ七スi:81当;を返Lて、力、っ寸主n議会が行革!ri-，:sまで、内務長

寸は:主珂;所有地故後守]刑法:í' 8~~条の非民(毎奴定 lllüElmpmnnCI斗 prüvisicn)

によ:附されゐ。 ドI~註 l土:AJ務民百 J 土、 Jたのよユに命己之， c 

「ウイルダ不スとしての保仔 γ悶】ずる当該地域の適切怜を訟なわないよ

うな }J 法で、本法そのむの適 1"法\:~-~~コくおらの経 I~l-i :ご従って、主土地

を管理するこぞ国有地を管理す ζj際に、内務長打が、規制JまたはP也

のノ恥去にょっと、 i 他および Ijl~の資源の不必安または;斗肢の引の1:1-

tト防ぐこと、あるいは環境保護を録公することが烹められる似つかの活

動を行なわなければならな v¥Jいう条件で。 υ っ十ん、あるi也fセカ

ウイノレゲトスと Lての保存のために指Aーされたならば、凶有林 ~'ì J レダ

小ス境域(;1山 onalf(ll引 t\Yijcten~t:日山 paS)に ìi宝ノ弔弐れる原!::E.n 然法の

規定(() II日c.ss ll:-U とt川 q.)が、 iiF主指定地域の{‘1:7:およ f去、利用し

ついて適JLJされな(.tればならなし‘ ("tu 1ll;J日以csuch la:l(~S ac:-'orJillg 10 

i1 1 公 autlw~:i::ぅ under this Act a.r.c. o~ter applu:able 12.¥': ill a mallLe了soas 

lot t_o in;p(~ir th仁引lit'lbiEtvd 只I-'C;laγca只 fοrpnヌじγv::-，tionれ只 ¥¥"i;c:crnc丸、

]コrnvided， :Lit， 1n n-::-lll:-l以nlば lhピ pl1L)licl<1nにお tllt-Sριn:~:_ ，H)- お)，111 Ln 

rcξu:al:C1l'. Cl" ot1'.~;~'wisc :<1I<c any ，"!ctiul1 rcqllircd to ~::l 仁 -":C;1';: lln れ ~;C<.:: ぉ sa 、 5

or anduピ de .l~radati Hl 01 the l:mcl:: e.i.lld thピ1了了ピ只O巳rcesor toιGord 

CllVlr011:肘 11¥.::11PγO'LC(' 10:1 Oncc :111 (}I"C:1 l-:a只 bccn[~仁 signatcd fov 

見rtrL仁むの土記 dandsLtnde:-wiム derne回目Vl日!につい亡の土地:~-~i:j日WL¥.t)

0) : -.:HlJ.管市政策が ~;'-j q'c:されている "7，-1 んダネス買出しの!地"とは、 i 

iι管円十ロJか述引所有印i政策'主用法 CJ:tto.::矛れる内イルダネス 11録作成 /u七人

安定tしていない|地や、 u主活 ]]U司ηウイノvダィ、ス特祉のイf打を体こしてき

ん土地を今むI わ1"otょ出 184

l4fi.l ~lìJ、 SDi3 三2t: .1 16羽
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prcscrvatioll as wildcrncss， thc provisions of thc v"¥.Tildcrncss /¥ct [Hi 

L.S.C.A. Ij1131 et seq.J which appl、tonational Iorest wilderness 

arcas shal1 apply '1.iith rcspcct to thc administration and usc of such 

desi山latedarea， ..."43 U.S.C.A. IjI782(c))J。さらに、「内務長J口は1712

条に基ついて自らが作成する土地利用計阿 (lanc1usc plans) に従っ亡

|主|有地を管理しなければならない十TheSe口出口 yshall man，ほと the

public lands ... in accorclancc VI'iLh thc land llSC plans clcvclopccl by him 

und町間ction1712 ..." 43 C日じ A.81732しり )Jc

連邦所有地l改依管理法1712条は、土地利用主|画の作成、整備、修正を

求めると共に、作成および修11に関して以|、の日つの恭牟を列挙してい

る}すなわち、

「土地利川計|曲iの作成および(年 11の|絡に、内務長官は[次のことを]行

なわなけオLばならない

山 本法その他の適用法で明記きれる複合的利用および持続的収穫の

!息日IJを、用いるかっ見守る;

山 口然科学、生物学、経済学、他の科学についての統合された考慮

をなし還げるために、休系的な学際的アブローチを用いる，

間危機的な環境卜の懸念がある地域の指定および保護を優先する;

川利用できる範囲まで、国有地、固有地の資源、他のイ而他について

の月録に依拠 Fる，

151 I判有地の現在および可能性のある利川を検討する，

lβ) 関係した価値の相対的な希少件、およびそれらの仙値の天現のた

めの(リサイクルを含めて)代替的手段や代替川地の可能性を検討

fる，

1"'1民にとっての長期利ぷを、短期利益と比較衡呈する，

(お) 川および連邦の大気、水、騒音、その他の汚染基ホあるいは実ぬ

計同lを含めて、 j直川される汚染抑制法に従って定める;

(9) 国有地行政に適用される法に調和 fる範囲まで、その土地がある

{也の連邦部門 行政機関および川・地h公共凶体の土地利川言十|凶|お

よび管理事業と、当該土地のあるいは当該土地のための土地利用リ

録、計l町、特理活動を訓和させる 」

土地利用主Jjiffiは、土地管理局の一般管理規則(肝lleralma11a肝ment

北法SD13. 52;)) lG3i [46J 
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'.試Ulai lon) におし:てさらに抜われる。 1，己規則は、資iW:;管斗f吉↑:山i

(日ぉ()urcem2.Uage:S:l目立 plall:R]¥lP) をj凶手1;柄有地攻策管理丘、の(

用計丙であると定義いといる (43C.F.R. ~l()D l. O- ;i (ki:!けの資T原管坪ミ7

ItJJJ (R~，.]P) 土、 総:一次のこ、:を〉じめなければならない成丈吉である 0

(1) 管刊されるべき土地

12! (:1される:ef淑干'lJilJ

i :3J 資涼状盟、についての ct~および口的

(4'， 事業UIJ!jHおよび一般符忠実施

15i より詳紙かワ明確な五;'[8]:こよってカハ されるべき長iJJI~の必定 It

i(i') ヨ慌を達成ト乙ために求められる

1:7) 般均γぇ施順オ三

(8 ' その布効性を 11]断するチめに、計|住iを民主t5tしかっ，'I'lifn'j る 7';f~i羊

(4:1じFJ，告16()I.OJ(J，:.)J 

資源符f'll計南の水品Ui 人間の際j誌の日!こ出しく影響をノ立ほしている

宇な述邦J舌肋とみなされ (43C.F.R. ~ 160 1. O-(iJ '、このことが国家環境

政策口、 (N;':P'¥') 問題を、連邦河;合辻hf;<j正;ノ、 (FLP;vlA) (1)川右地管却

の主脈内}こ後起する U 時附鋭三ill土(環境良品 l緩和策。)仏兵、調 J史

守るE十両における主人な変史、計両にとって]主更な宥l資料を扱う某咋に

主主ブ， 'じ資i原色理i;I同事監視し副J附すること害規定するコ地jJ追理者

iηistrici ¥.f山札£じりが、 r子、市 lこ従 J 仏かっ「イ也ι川主切な〉きに 1.，13

c.;，'R芸1610，，;日、資淑f:f間百十山を駈相lずるここを求められるコ与ら

に政均管1甲者:止、必要なと主に.0:'，境.1::;ilび日'1↑111プヒ;でスにふって定め

レつれたよう lp hFY淳首理計，111 を見立ヲょう ~-fii 1]、されている(43C.1-.:( 

~ liil り ~-J---()) :-;/ 

2 半せ伊4

2002年しつ l有J タ州ウイルダスス i斗盟対/-，ン j主n指 lO~宝 liiJ控訴設けl

所半UiI!.:;So l.~Lhc~ïl Ubh YVildcrI1.cSS o'¥lliallcC ¥'. ~ürUJll 刈 1 F，3d 1ワ17、lは、

連川所有九t政策作理法(FLP¥!AJ および行政子続法 U'HicniEi抗、川町

村 1( ~日t lSミ

lc: 

1471 ~lìJ、 SDi3 三24 )1 6お
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i桁:コ斗》汁ruωCωtρ吋、

IlLM肱附)の千行丁為を4tト"~たも Uの〕である口 i主 υ2司令i 同が直接の叶i下者となっと

半f;;<ではないが、岡山公苅l吋のウ}~ダネスの管1日合考えるうえで、示

日立ド'品む 'Ji制jとvゐえるだろう 寝泊保護トサ{本の出ユ夕刊ウイルダネス:，，1

1，1およ、コ夕刊管ヰ連邦地方裁判所において、土地管」叩J司に対寸る判定8;'

11ト命令訴訟 (prμli"S1inal"yin.:unCi:It1n action)を担こしたぺこのイシジ小

〉クン?ン 1差 :1命令)をぷめる印し;'，ては、オフロ ド#にぷコヤ引

き起こされる Tt~::.戻せないほどしつI者境止の'"害から、連邦政府にようで

'T;>f.されるウイルダ干スを15f.t.1kしよう〉するものだったハ複数の球場保

護団体が、 i二浸食、および傷つ戸干ずい、乾燥した砂設での槌咋波J}~

といつが呆になるごフ τ)"ド半通行に関心を hった 南ユタ州ウ J ルダ

ネス IlIj翠の保全長(山口白川町北IO:1dirc:.'tor;、 J ノキントッシ工 (CcIdi

了、lcllltosh) によるシ、 古(/)オアロードバイクに記る 人の IJ)が、あ

る日の午後に芸大な屈の去三を 1)r き起宇 lリ Îj~'!~t がある

市 Lタ什1ウ inダ干、ス同盟i土、 1 .1也;~理 i-:;Jがオフゴ ド半利用と 1月連

つけられる有?存立環~，~ ，... (/)影響を訪がヨいにこ止によっては斗らの市]ノ、

ーお 4び規制上の義務をよj4fこさなかった と主張Lて、 I9J9.f.f IO}--j 27円

に訴訟を j;)~起したハ iーとして寸ブ口 v ド亭利用者からなるレケ :1エ

シ 1ン不1音羽係当たらが、訴訟で抗弁する Uili活坦日のために訴之、に会

主uするこ iを地方裁判バに差請した俊、 Ttコタ 'F'17，，' J:..-ダネス [HJ~{!_ (;.t q J 

〈λPAj にノtづいて 1'，:抱管理足にhg訟を廷こすよう強制する

ことヰ(;止める、もう つの修京;~れたヂ，11民巾 1 ，_ ¥/とを した代ごと斗摂

けは~OUl 五日月と 2乙められたが、マ y ヰンドノ/ヱ(土、われわれは公， 11

期日ま'C'I，jてない J われわれは、訴訟の解決を未i;とみーのままに Lておき

ながら、今す?浪路を閉鎖2'~i たい?とロヰったと宇u とられたにこうし

ず、有工タ川ウイルグ不ス同貯は f:i 定的差J.~命??をぷめる巾 :tl てを浪

記し、地 IJ裁llJ'苛は2仁川年 8河28日および :nJ年 12月13Hに審理を間νげし

1行只l11Lh('r!l1"l;-I'1 ¥:Y:ld('r!lCメ日 ¥lli;-:IlCl、、 E礼bb:ll.2UOO l!.S. Dis~，" LSXヲ日 22170

(1.). lIi:ah勺ω01

作 10;\~b:::ouri Emi;G!lUClllz.l L2.¥'¥' & ?olicj三cvicw179 (2003: at 179-180 

，，:' hL (:1: 1.ぷひ

二日社5りは S:?3) lι15 1421 
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i有コ夕刊ウイノレゲT、ス:r:;JWi.(主、土地管が淫邦ウ")レゲ夕、ス枚訪地

J" (Wiムderll目、;St-cldv Art'<ls: ¥¥iSAs) 二いのオブロ v ド宇治封Jをi同 :;JJに管

坪しないことが 連邦同i-/h 訓政白人管1法 (FLP¥'lλ) お4ひ同家保域政

策法 (¥L:P:¥) 注反するとオヲEしたーした;dぺて、 'r+'i二L夕刊ウイルダ

ネス-r-:];司:よ、i]iJxT税法(:¥P iり T06(1条 L5仁 S，Cへ主706('[，))に基つ

l、て訴えるここに，)て、 -j[:!，符珂防に凶らの#;r;¥jjJ、上および規制 の

設務の各行を強高rJ;'，;("よ)ぷめた↓人こ引に対 Lて 4地当理局は、行政

子続{去にノベーゴu与でそのよう"，.I.g;:にする Lことが事物符轄佳作、lh5以 t，;l:J，. 

tCi JUγi2dicüon) を?ょく少して却下するために、民事訴訟*t;r，t:Gl:_;(~;{l)条

によV.PI【記 Rlllヒ 12¥1，) (1))の均し古てをj，i: j~;_~ l.' l:二。$ユ夕刊'1r~J -t }レゲ

不ス同月1.(土、 l 地~~J.T.局が行動しないことよりもむ〕ろ、"J:lii官jA向

。〉行動が十分Tあること (U:e:Juffiじie;-lCYof lhc BL~.，'!"s ぐに tiOll';)"、つま

り土地管理局の行動が不[であるで王iえして苧コた:

地方裁判所は、[:.J也管別対の ;:[1['の中し立てを i認め、強制[6';王王子主を負-)

ているわ政機問ほ、れは千続法iGG1，1 ;:t-:，基つないて強制されえないと L

f~ さらに、地方裁'fll~!:' :.土、ある訂正土機闘がそのような胤定を実泊する

ための"が千百 (a~Ii nllaLi 、 e) の qiillt をとるまでは、そのqTU:支，[，昼間 118

Iらの3正平子の Z池利用E十両 (L川 d¥i吋 Pla:1) に 1~ ろごとをう車市I[ されえな

いと尚1iAiづJ7た 長後に、地jJ裁、 IJr1r!土、 Uili'道理10'/1、制足環境日2響詐

仙 \SU~_~I)lC 1Tl ;~llial E:lvIrOll肌じlIialTr:iIJ以:1Slatじ肌ρn，で寸アロード司王活動

に関する新たな↑月殺を与 l壱しないことにする際に、凶ら 1)裁量を l 叶iに

用いると料治づけ

日空訴裁刊行l丸山ユタ'i'[ウイルグネス ["j監の竺訴容でので張のうら、

つグ)点を十主日すし

|士:11.特即応jが山部r，T有地政策符珂t主任、LP~\'IAj にや;わなかったこ

とはも進法か

"1 Souf:仁':"111JtιL11 ¥.¥ ::(]el円じらち八11i a吋 CCy， Kurtoll， :~:)ム F :~d 12ムι(J(汁11Ci， 
2以C)aL 1222 

ノ 10 -:v:i~山0111ιEnvi 川1川'n l.;-，; L~，w 丘 :'01川 ~~c\'i ，抗 170 (20凡川 ;ll 180 

'l3 SOLltl二e.:-nUtah ¥:Vilder:J.七ssAlliaユcεV.Norton.:3ハ:F. ::Scll:ア7 l~lOth じ l'

こ(九12)al 1:222 
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さま 5まな土地利111吉11";についての規定を五泊するのを犯ιだこ

とiよ、 ::Ii:よか

増加たオフ口 l、中利用について、同家保境政浜法 iNEPへ;

l.~ lbづく“設しい主主;丘(:lal'd]onk)' を行なわなか J たことは、注

iJ、か

であるぺ宣言終的;こ1'J~R:T 裁判所J二、前 )--;-g也判所こそが、 |九h宇千三宅局の11"

到しないことトついて、行政手i佼法ト基ヴくも定的差 I~命令キぷめる南

，:7， Y州ウノルダ永ス li盟のE串詰"'す?てを:誌よめるニ y 詰、、ぺ然渋であるカかaどう治か、

をF明吏三詩干守るための用ヰ物呼符7桔L怪を有すると Cの7りJ凶乏判斗lリIJi決iえ之を下した4刊ぺ口 t以L下

に;波[1正主I色ベた つσの).1可1についてCの〉投r訴i裁ド刈iりl 所 Uの〕十牧:~~討J を相祝z砕存鮒H川L ていくご

位 行政手続法 (APA) 706( 1i条に義ついて提起される、連邦所有地

政策管理法 (FLPMA) 違反という主張

、行政ニ去に誌づいて決起きれる達郎月iiJJI'，政 ~J{法 L f長を

扱うことかフ給まぺたυ述内;所有地次第じ理法 1782':('，;長 !43USC.A 

~17K2 士、工辻~管斜}寸がワイルダネス政0~'1也 1或 (WSAs)を「ウイ

ルダヌ、スとしてどのような治政を保イヰする j!~VJtIをJf1なわなν、よ弓なJi

I去でいlnィ! ;na;lner so as :1Ot to im;-:J:¥I;-tht suit:.lhiiiτy of日:ch山 easf(Jr 

prf':o;erVei:.iOli川町ldnne:o;s")J ~~~.浬し絞げなければならないいともhnll

co は ill~JC lu tllι11叫ぷ)._:と述べる怖のしたがっと、 ff訴裁判所i士、連ァ1;議

会が判断をf丁なうまでは 1;出管理局が lソ人)>ダネス保護乃資格があるの

で、 JlI'管坪k請がワ.()レダコλスJjCJ戒を管」甲するといっ '1白法的かつ縦約

:J<Iな 義 務 い 川V川diatefud COJ、LillllCU:O; obltg乱ti()ll')~4í を述お所有地;攻策

管:!I' iJ、が創設するシ*;\日市 ~}!ìたに行政T主主ìJ、'706:1 条 f日 L'SC. i長706

(1)) (.土牢邦被ギ1)所に、行政機関f7313を行なわなし hことが民法であるか、

h¥.. ;01 122:¥ 

1.) J の九 I出υllr~ I':nvi;'o川河川、;1凶 ¥v&ト'(Jli口、肝 ~e，v 1【日 l切戸)3) at 18え

io SOLltl;.c~n Ut乱h¥¥ょldcrClCSち '¥llia.'.lccv. I"orton. 3G: F. 3d 1η7 (10th仁Ir

2U02j ~ll 122~-j 

1お 10-:v~is::-;omi Enviro;1l1lCnL;-，1 L，w 8:. f'oli町 ::-u、，-;，抗 179(2003) ;ll 188 
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干 nlý.t:気附1-J 為が~!支 i二位拐された場合に、当該1-J 孜機同干J 為を強制ーする

("C(lmpel agt'l1C、日，::iullulllι川:ュ11y¥vituheld or Ullreaごもonablydè~ayed") I 

ょう dlj じる1."ヘとはし、支 )~j否決判所 JZ 、 L 政機関が ι義務問、非主え主的

な任務 11，1:1CJaいつ nnndl、crεiion，1f.YdUi):'" トi茎q'f:...て v 暑な v ， J易~:;- ~:> 

のみ、 ii為をf主制kてもよい心 1 そのうえで、技訴え判所Jよ、“6Ji:機

鳴行為を強制jすること以、ヰの成果を命じることと ιく異なる ここ

をおt品，~

こうしえ背景の|¥控訴裁llJ'苛は土泡令理局の士?にをぬったU 指ーに

土地育Jfj1，Jii](玉、 ウ f!ルしダネス検討士地也についての暫:定:二ミ七;川V刊j管E珂干1政企t妓立 (1nιC口nmm 11 1 

王~Lll山ng;伊伊ど凹m町lf'ど目叩11目1立t P而oliじ巧》一 f加0山rL-ll凶h吋dιb汁(T加n(止rV\，~九.r\，~土 i“d巾[いhε日rn出只 Rピ円叩"円一"leピ刊¥Y:1山エ立IP〆 が L Jlb，:f守理

局に、同局♂どのJうにJ古践し、またt舌j訪するかなし川、宇判阿lする裁

量濯を守えるのマ、土地特理局が行動しないこどを行政手続法審告から

外ヲ〆主張した- j主山 J&判所l 上、土地管問 Fil~ (/) j1"論が、行主:，Z子続口、に亙

っく平寺巡|科i泡よりもむ[ろ ~fi;J乏の実体(me:-its) の1'4j~~fj ~こ役立つとしな

がら、 1地公浬日白身の規日IIi関する同日の解fF'¥の敬意が、 1782i<'，1究ご

にIAJ~っく :ij刷佳な制定I7、 のイi777;こ1ftうよう土地脅似Ii'iJ;.こと車問するにこ止か

ら裁判所を奇'(Ml..するものではないと私語づけた九第 Jこr..Jlli :tj; H!JI，j ( 士、

行政二子税法が、 70l仁、条の成熟十L(rip出関引の変flを充足 tるために

は“最料「危な行政徳間行為 (fi1l2l，H!，(-則、yartl川)'があること寺必妥 ζ

1ると主張した 3f〉 flu訴戎子IJ凶I'(.土、ある七政機闘が表ぬこ的な:j}1j'it:H、上の

任務をi宝千丁するなかで、 j主[民に聞に台わないめるいはj創立に延;目 7る場

ff にほ、「そのi，務を じないことがそれnH" '最終的企行政吠現行

Z) (:i:w13バ削れ出 LIOtjv である」と述べて、 f 地ヨー理足のオ:，~ßを退け

たコ l このように、土地管よ|九jの rp :..-立てられた、連邦所有J'i!政;手法

J)非民侮命令("ìOll1~ì]D，lrm t'l~t u:;a立山i:e) にfiC;わな v、ことは、 7u6(11条に

SO L1 t~ぞ口 Utah \V~~dぞ 1 吋ゼ ss A 11 i国内cey， Nodoll， :l~}ムÍ'， :sd 1つムi(lOrh Ci 

η00つ)<lL 1ワヌ5

')!: 1(:， ，;l 1226 
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日1c¥ιt1228 

，3 Jo.， 2t l;.~;.:~l 
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長っく強制を Jえける、 'j'(し14長の最終Jt.lな活動、fiIIι¥:ιcl iOll) ンみなさオし

うる 15〕 ZA;二二Lに 1.:他管理局lよ、 H月がオフロ r中;-'I;政に).[し士山分

的な行動をすでにとって持たので、 7C6:~ 条;二基づく強制ザギとそげること

がな v 暑と-t ~R した 控訴裁判所は、 1地t主主里民的手 l到jを認めかっミ+1刊し

つつも、 もしわれわれがニj也管川!;:;jの土張を認めるとしたら、われわ

れ;土、ある行政機関がじ ιのIJ、的義務lこ、じるためにし A くιかの努力を

行なう限じ、たとえその努力が民主守要1'"を(持たすのド iニりなくても、そ

の行政機関はヨらの義務û~な、法;]:1 -1千 t告を果たすことを強制されえない

ことを、が質的にめるこ l になるだろう l ど料百~ì/}~ -r ニゲ〉ょう

i 地行理局のとf分Gむな jミ i門人j の I 張をよk:~:，仁山えてオ

7:-i---kl民主L午与が)g邦によ勺て保己主されるつイルダ才、ス検討地域 rws:¥s)

F引き起こされしいるレ Lうゐ外完トもり2iF拠 (c();()rabkcVll:cncc)"仁を!有

ユタ州 '7J }レゲ夕、スl円照カヲ掠Il¥Lていたため、 I~:j ユタ州ウイノレダ平ス l司

についての他方 Jよ判所が十した川卜を被~:する旨の判決を十し

十事λ父

、一

l怠土地利用計醤 (landUse Plans) の不遵守

1900 ~;~と 1091 1 に i 地特Jl0対 iニ、ブアクト Ij ビュぃト (F('.ctn ry 

Bll:Je) とサンラゾブール (S，];lJ<af(lf:l)のそれぞれのウイルデ才、ス地域

につ ρ て、土地利)日吉11刊を策定した。当初から、土J也管j叫門Jがこれらの

弓十凶を|旬、にr支拍J してこなかったことはfy;同どっと山口 i~.部所有地政策

管坪法i732条は↑ JJb，管用品に、 1712条に碁づいて作り 1 らjしる十政

府IJJ日計長it:.t2つでも IL:I有!Ulを:6巡するいlTl2nage:J:e public lands ... 11、

acco、cancρwiLlt1'.c land I.~sc p;an 只パ c、 C;OPc(~ ><. undCi scclioc 1'71つ"13 

L .S.C.A. Sl732 (a) ) J ょう会じる (i~' 11 I J条l止、当弓vによって作り上川 ι

k
 

-
~6 ld.. 2.t 1ヌヨ

'，，- 1(:. ィ l1233

1れ 10¥':l出 ollriEtlvi:'oIlClenl :11川 島 Polic¥':~ev 比\v 179 (~(ì((i 叫 18~1

町、υult，c汀 lUtal】百寸ldcri:cおお '¥lJi;:t吋 ccV. ]¥; orlOlL 3:)ょ F.3d 12ム 7110tbし 1

古川フ)at.lフ;4-

:-;~ lc:... "'-t 1233 
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れる土j由利JHq-T"内lに従"'('''1人.Jl延長官が凶有地を管l'ULなければならな

l、(hThεSecret2.:::Ysl~all managヒthep'c10lic 12nc.s ... in :iCCOrdallCe ¥viιk 

th(' 1日ndu:-;仁 pl九n:::;dcvハlopcdhy h;;..，~" 4:~ l丁目 C¥当17:12((j)) ここ汗辻、

める目)lJされゐ制に法お c;:{}~規則のみならす、悶注する!組本r)11計

jfli，についての徹ま的な解釈 lに慕ワし:て、持iilI;故判所IJ、土地管Jfl'んjが

|土日比iJJi1l'i十山をiがT寸ゐ義務的、ゴ主主的な任務を有さないといろ、 H

討のら告 の民不:ιけた(，1へしたがヮて、南ユタ州 rノ Jルダーヒス同町ii土、

土地符玉虫局がヨらの土地禾1;)，]言11取にbとってこなかっーという 外見戸の

二百長 lcolo↑山lcclair~1. i "を述べてきたし、 1Tl~Z機関行為を強制 j るため

の行政子絞法にゑづく平物行持花 l正直切だ~-)l=0三寺島ーに土地行理局J土、

{将来の、 j詰所在特定lた行為 (Uqurc"si1c-spcciJic acdo引いグ)12手先手ト
負っている lJ;jî.:':è;-には、 H尽:ま土地利川言十附:ご #~~J:. ゐご1'J 重りすることのみ

を強制さオしうる y主張した正。 持訴法判所l土、;'/'3:~;a:，条;こ R りながら、

|地宇寺山討がilらの LJ!"，利用計宵を依て下しなければならないと絞れ.;，1)(し

た J さつじ、訂以機関が行政しないことは[地利用，;lJilI'違反とならない

正いう土地管瑚局の不院を認めず、 ヱ氾干iJ }.~.1 F; t ~'@'i のなかじ11;j確に約来

した r: 凹を実捻 Lないことは、あたかも地信 ;~.)lljが山らの I 地利 m;-i

jl!if義務にコいての i山誌の挑戦的感jえで“断同たる (af~irmati刊γ? ある

いは{今後の ([¥]t;円、) 千とゐのと同校の効呆千斗?勺」とした(¥

(3: 題家環境政築法 (NEPA) に基づく“厳しい審査 (hardlook)" 

主張

最後;f控訴裁判所は、えブロードヰ工仁ぶぺて引き起こされる j~岩 l 関

する主主たな情報に対して“甘えしい寄古一 ~ha ↑ d 1ωk; ， を1Jなうことを土

地符F理局;こ民請しとし A る、 ~Jユタ川ウィルダネス 1111m? の|主i家環坊政策iJ、

(j¥EP八)長号 したハ国家，岩:~J政泳法のト C(，止、「人間の 1まJt[の

)hに苦しく影響をほぼして，'る Iな連主計書動l立、 TiR境影響評自mね告が先

'JJ lLi.，じ1123-1 

ii-; Tci" ;; l 1 ~(i ;j 

日_3 le. 

け

Ic:JI ~lìJ、 SDi3 日8 ，1 Hi;)O 
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になされなければ止りな¥，~連邦制巡の下ごは、もし l 球境上の駁

:2:に問山 1るヨヰj¥な新市十占あるいは新情穀、および提ヲ告される;-'I;主U2める

いはその号グ三い関宇る挙動」が現れれば、行政検問1;1油よ止，端境影響副 1111

-tQ~こi ;， sl:ppl仙台lltaleJlV imllnkn1~J 川 p制、1此ピ則自 ll: SEIS) を牟件?ずる

上う求められるこシになる lへ土地管五p同:よ、予算の制約も dううしき f二

る数4闘のつ巧に巧ソロ ド牛Uri，;rh 0)彰望書2について 4り 腎の凶悪"護士官

政治ま分析を行な)ことを C"回しずし、たので、司同が行効を5台市:Ji三れる

こY は士いとプr:~I2 L-/:._" ，_，士二三7庁裁判 'iff(，土、新情千日が待られるようになるた

びに、行はj者対カ行動を強制されることはない〉認めたけれドも、 l間

忠l土、その[詑の仙斗iが、提案される出動の環境|ーの影響について、)j1j0)、

定の手続に J る徹夜均な~.査が必要であるよろな、制l たな i うJな脅 ijill

0)照合:を提定~ ~9 るかどうか'Cある」どし丈(地ん裁判所は、 F現在:?

L， nl された主犯によれば、 j立時口の補足以士吉~i;判;;~f'n曲調~~ (Sι!S)あ

るいは補足JJ.1:J}iT ~lァスメン 1， (pn-virol'.mtnロ1assessr:..，pnt: EA) 立会じ

られない」と、月決したf日、それにもかかわら←r、市 Lタ川ウイルグネス

IfiJr，ヲJ土地方裁判所においご、 c"土地管均九jが可欠しい王器官町をi求J;Jしない

ことは 凶家主 t境政策ä~(J)以件の lリj(，かな迄)人であると三張 LffJ0

42 評決 i' ìJ ~r:- 土、南ユタイ十:，ノイルヂ不ス同長r-I が LLtJ.特叫討にfU二なすフ

ロ ド.rt~f号 ;~f)情報 l おして{京しい藷査?宇採用するの宇望んでいる 4

とを、地方裁判所が初めのうちは認めどいたが、地方裁判所が最終的:こ、

l十Jヱタ州ウィルダゑスりllti.iI守口足環境影響評府報告 (S~IS) の抗的を

抵抗，，，J:うと不適切に努めたと認定したことを相 rt:~j : 'たりこの 4うi

訴裁判所l土、地h裁刊行去、2EZ、は，lEI-I1;仁提起されかっ維持されてし冶た市

二.Y州ウノルダ去、スIち1，1完1]) “厳 Lい審奇主張を誤って解釈したと

したれ1

り， lc:.. 2，1-1237 

'jI' Io 叫 1238

h~ 凶t .lS:l9 

)'d ld.， z:t 17:3只 1フ.39
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i有コタ丹1ウイノレゲT、ス:r:;J¥司が日らの

.j， 
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Lい客有。主張を適切に提起

して ν、たことをIlfJ らかにしながら、~-~詐裁判所 lよ、必れでの 地管問時

の今後の行動 (fllτ¥1刊日ctiOll)技にとりかかったつよ:J;訴絞判所は二人の

よう(述、て、 |地:6"逝足の-"'12が説得 }Jのないことを認めた C J地

管3[U"óの予算上のニ張lよ、財政上の制約;本訴訟での~L~~ 右:問題とを小

勺に 件、1f~ する r この法的な問:gt， -~ :土、 l~b"1守二回同が、明大したオソ

(J - I、半利用 i~:ij して、区家保境政治法ド基っく取しい詞査や採用する

こ Y を求められるかどうかであるヨらの義務û~なf千浮を遂行するため

のイ丁政介護問の財in不足u、災判所が j丁政?続a、J'106( 1 }.;たに主主 ~j\" 、て

行動を強制することを妨げない、とわれわれは給戸市づけf

きιにつ吋日!こ裁判所;土、 r円らの予算f 韮て九、て考慮した王張 :il1 μ 日111

()f l出り】dgct-bascda:'g~i 川、 nts) /ヤとし寸土地特理局のプト京l~コし通し、か

なり懐疑的だった。土地管J'TI:可l土次び〉数'11首(/)うちに補足環境芯均，';;1'11白

(日EIS) 審奮をえ了なうつもりだと示安~.-/l.こが、控訴裁刈j弓?のえる

ところでは、同日の財源不足のせいで、約束士三れた稀査が実pYJ'i~':~ hなわ

れるか)-"，うかは丈ぃ;こ疑わしい，1"きれ7¥ にこうして、地方裁判所がi'fJコ

タ川:!イルゲネス r1-1] !;~{t.の 0・厳しい帝託。王張の本質 て解釈したも

のであり、かつまた、 ltlしらよS:llj弓?の決定をム;ド)_.;-るという L切符洋同の

TiJh(土説何力のないものであること事理由;、、 空訴教'l-t，yy:土地jJ裁、 IJI汗

をTliifTjした℃

第臣節 その他の主嬰な合衆鼠自然保護法

1 原生自然法 (WildernessAct) 

[:1) };去の内容

は、回 -t! ウイルグスス I~í! 地域下ステム(，\"alional ¥rjldc"" 

山部川)1円引河川jonS.:.山，:n)を設すし、 主R.-j上および将来の[11刊のアメ '1

J Suul心む了nULab ¥¥'ilder、css/¥llia、C内 v.NorloH， 30: F. 3d 12:7 (10lh仁じ

2α)之)ωI 12:1D 

勺 le.，z，t 1239 

JO九i，，:，ouriEn ¥ i~ r) llClC nl 2. l L2. ¥'¥' .& ?olic、~('\!山、 179 ~_2003J <:11 191 

l~fi .l ~lìJ、 SDi3 三 lt: .1 162ヨ
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力出Jえに、恒久的なう 4 ルダ T、ス資 ;'f~i， の j:IJ 援を碓 f'~するために (" lU 

st'c-e::.-己 IorthεAl但t'rtcaGpeop~e 01 :Jreseユt3nd ft.;. ~'.1f e gヒ立er:i'clOl1Stユヒ

hcncfits of ，111 cr.duringγCヌourccof ¥vilrlcr'1cs示日 16t~Sc.，\五lBl

) -'、 1904年の原牛白然t士 (Wilrl2円、essA_じりを制ノ仁したむ:生1:1;ゥィ

ルダ平ス池成 Ucc1cra:wハ dcrncδSell"Cじり[よ、 lウイルゲ不スシ Lでの

符米の刊)11および~与しみのためにj長なわれて l 、ないままにする行法で、

アメリヲワ国民の利用およびJFしみのためド、そして…ウ rnダ九ス特性

を(保存する]ためにー件担される(“ μ:TJllJlJ叶円引if()、theUSt: and 

ClljOy iIlcnt 01 :..hc Al1lcricallム)coptciIιsuch IllalE1C';" as ¥-¥.illlcavc ~I:cm 

ll1土門pain-'d~or futll ど 11おと九nd ピnド lymピ e~ 1¥:-; v，'ilri t" rtlε 只~;， andおい1¥:-;τ。
:J)l"csc，vd thcir ¥vi!dcrnC5s c-llarac'~_c ，.. " lG C.S.C.i¥. 91l:jl 

戸戸 1-'l、J 寸1--.;""

」

ー し ' "

Jt;-~生丸 : 13 J("莞ごし士、 ウイルダネス ぃ、 ilde~"Hess) を次のように定

義するつ

「大ilj， と斗1哩F千車が、人刊に耳z料支れてい与いこころである r 人民七身

は、そι;こl-_c~ まらないピジゲーにォぎ 5 い〈 ウイノレダネス j 血 1'!~ (;，1:' t，' ;， 

uI wildenl刊誌)と[土、約λ向ない改良あるいは人刊の~-j子を免れ T~ ら

の，JR: ~fìの tL Jl!l J3;: V力を持ι百一けている、石川売の池;或を口 IGド宇るここ

が本早でさらに疋主主される ワ J ルダ〆λλl土、その向子、のままの灰f!:，や

保存するために仮設、管対される n そ Lてそれは

1-1 i 

121 

IB! 

I~! 

人間 !)1)1~動じトが売られ F、自然的 JJ に;: ~--)て 1ーに影響を及ぼ

ち才~--( G /二こ 市止に 'JJ-;h才Lる

人でJ歪ごす、ある ρ(土主計でH聞なタ「プのレクリー二ーシ汁 J

のための、渡れた限会をf噛える;

少なくこも 500(口 カーの|封印ゐある、あるいは掃なわれてl、な

フィルゲネスの保イiと利用を定行で主る i分な混棋であ

る，

科学、敦子干、民芸品、将 lと上ジ〉↑白怖についと、

るいは般の干i\?~nリ判後もまた、合むだろっ o

迫文子、あ

'wbcrc ユCC2.'しhanc: its conじなもmit，¥'CI Erc ，II'C unuammclcd b)口日凡

i-: lc:... "'-t 181 

二日社5り(匂 51;}) lG27 |日l
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whcrc . じlTl11:rllsc1f isι1 visiwl" WllO J:X~S :wl r;~llla:l l. :¥ll辻rcauf wil(kr:l;~SS 

ムs~.clrthe了 deíined ~() l11e<ln i:::i thi:.; chaptεr ::tU areι.1 01 undevelopεcl Fèdera~ 

;and rct;:d!ling ;t只 pr; ;~q ハ val chηr~，ctc 1 れれじ i'1fl:lcncc， wifloet pcrmanぐ lt

"ド[)f()¥たme 1'.[お 01'b:lmall 1、ablLaLiu:i 仇 hicll isρro1とcLedalld llLi:i<::ばed，.;0 

as ~o prcおじrve~ts !l~llU ral Cunパitionsand W11ρh 

I"I! gεmxally appt'al'S to hιrveけど日naffθcted pril1;arily by thεfcETt'只 ot

l1atwc， ¥-¥-lth Lbc impr:l1t or m2u's 仇 ~)rt subsLan:jzdly u:moLiec2blc; 

(2" haぉ():Jt.ぉt日cdin日 lppO:←11 C nlt'~、 fnγ 誌の 1I 十 Hi Eよりr;J prj;niti丸F 日cd

ullC'oIlIinじdL:"pc 0;"γ仁crca110n;

1;1! h己只往tIピ立に十 fi，ヒケh<)1I只社nd札仁ピ只 ()f1己I1dor i~ of sllffi仁日11工日zt'as to 

makc pr:1cLIC'ablc ils rド CSCt、ajon:md :ISC i:1 an enirr，p21rcc: couc日t1O:1;

and 

1113、 a~so COl1l乱111七colOiriCal，geoluiduu， O~. oL11七ιIeallEピs01 SCIピi1lific

erluc坑II旧 a1.叩閃札 orhistorical yalue日 16USC.A ;;1131 ).1 

l京生口実人、伐のこの規定はfえに、 197ゎ主の達手1¥!i![有.lit政策:8理

(VLI市1A) tJ)内 rilダ不ス克也 L民定に組入込まれるこ正になる汁

(2) 半IJ伊j

1992年の -J-:;-.{ンヤーズ池}J問、y公演話会対ルーハン迫害1;第 sj邑I";J空訴

主主ヂIJバヂIJ決 ¥ V uyagclI rs TxcgiοII '\乙 (:ún~:l 1也、 ki¥sso:.'iatiullも L仁川fl，り日日

F. 2d /12/;) よ、原斗 u快 Jよと個々の悼"公開設泣iJ、の関係を ry-;らかに

じたわ 点イ Lャ ス同 Jけと向 (VO)-時じ II汚 N川 ionalP::-，rk!はそもそも1:)75

年仁、 ;:1 続なノースウソズ (nurthwo:Hl~j ヴイノレゲネスを i思議するた

めに設立主れ、 j也tしのスノーモ ピルやモ タ ボード愛好者たちカ好

むレクリコー シヨン tK:)'主になったη ボイ手 γ ズド，[¥'/三、青;土アメリカの

最も野生的な問、:-L-:!.~悶の っ と あ 1)、アメ 1Jカ ハ ク ト 内 ワ シ

(AnH' ric;-~c baJd出国11'';) や、絶滅の危険にある束山ンン 1]ンメ万力ミ

(caSlcr:1 ~im-~)仁 r ¥VO;'VCS! の伐るたうだ一つの集回のうちの つの本拠

地でもあるこボ「ジャ ズ 設i首法 (VOVClJ!ピ 11 1'ぉ民社 ti() -'l :'c~ Park 

。?川区ic;¥c1] は 、 規 定 が ス ト ト ピ ル の 禾I;)弓ヰ含めて、ウインクー

，，'本市J主 干潟一節;: 1:1き，QSo

1"，1 ~lìJ、 SDi3 日4 ，11('iお
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ス芝、 y・0・い 机 inLじ、町、urLs，incìuc:ill記 Lh;~ llSC uf泡 lu¥¥'JllubiiじS."J.() 

L.S.C.A 巳l切h)Iに J いてJ内切℃あるこいろ条件で111)地のレノヲ:)..J'_ 

ション利用の乃花性主否、め、同'J~~~Cのスノ モ ピルの手U用を却Jj江fに

J干す J けれとも 19，:1 年の退手 ~1 政定員 ;.3G c.1<' :(.82..18 ) [之、「スノー

モ ピリの利m~よ、 HÞ.の季節の院にそーヂ 'í~'+Y'i組やモーターボ pに

よ.，でィリ)IJさiLるJ再三さ jしたル ，" .f:iよび本自を除いて、禁止されゐ。

スノ}平一 v凡は指定された場所で、 そ内らの利用が公E富の肉然・え

イヒー景観・美o';iim催、安全性苦!点、公|司令理問享と，muする、そしてWf'

!]二生1もに迷怒をかけないあるいは公還資~!J~j を紹悔しない場合を除いム

禁止され〆乙 j と1"えずゐ 7日つ

'J'I'" ， ;止、環境保弘同イゴえら i息 F カマ~~Bt ヰである人Hfri長符ぷよぴ問、r 去5E 局

にjf，ご、ボインヤーズ池J止でのスノーモーピルの平'1)IJを許1決定がl京

!J:斗炊法;こ通;えする J王仮して、ウイノレダ平ス指定のだダうの地十ょについ

てr;IMt'= :-1-1 (1)、ボ fジヤ.----;t，')T: :)]_:公1:01のカベトガマ半島 lKal-:lμ "Cugar:...:'

Peninsl1la) ，，(，の全てのスノーモーピル引IJ;弔ふ禁 :1するために訴訟を提

し子こ Jかり始まっ子町連邦ミ不ソタ管区地方裁判所はIJ.)務長官に、

大統制に対してウイ jレダ久ス控践を行なうよう命じた、しう与し、日/

ジ苛 ズ問、Lc:'，I;.1でのスノ モ uレ利用主主lL'，ることを命じなかっ

十事
J旬。

ご:rJ訴裁判バ((.土、連邦議会が、不イシャーズ凶立公図説i7f:U、を制定1る

際に涼f_!自然話、を予:，，，していたと結論っけながら、|玉[¥'/公開局の判討が

;3E灼 (ilrhitra，y;ある句、は信阪でミない (C3.Vicio:l!'-) ものでは令い

とど1)と亮したこれ:よって、 j民斗!'1ft法の 般的な丈百は、人j務長ぱ

がボイジャーズ目立公:hl1 1]) スノーモーピ .l~ 利用を前日{するこ〉を明確に

認めている、ボイ手 γ ーズド，[\'t~ "J':;制22i百IJ、のよ 1)IfFj珂!な規〆ilこ議ぶしな

りればならなくなったり

2 国家環境政策法 (NationalEnvironmental Policy Act: NEPA) 

Voya立と ιιsRu::ion N atiol】alPark Associatlol1 v. Lujan. ~ゆ6 F 主1424("，:: 
Cil. .1担お :'11i12S 

円 ld，."t 4~m 

二日社5り(匂 513) lG2S |日l



(]) 法の内容

.j， 
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1969 1，ーの同京環境政策法 (~a，::i (lnal En VinJl1 1Eenta~ Policy Act: .¥ EP A) 

の天質的な円的は 令ての連邦行政機関が、行政，/， [1-1."スにおける1れの日

思決ど長三台と H干主 l 涼境安哀を'HF~( さ!習する cにう γ導くことであゐぺ

特に目立公53の管」叩IHで、国家持境政長iJ、IJ国立公図0)ザj百U権|浪規定と

して有効にはたらく。

[JC '~U京J克 j日:泳法 i 正、 法1克への損傷を1;))ぐある， .は|注ぶするJ;'i1) iilみ

を↑厄'!f;すること 1""，υproJTI川 ee f fo; 日 W 九 i:~h wil~ i)rt'¥:ec ()r dimi旧日λ

darr~ag-c ~O th仁 C:1¥-liOEm仁川町 42U .s .C 人 ~~~3~~ I ) J とu、うじ}ぬの，戸でふ佐

まり、手ニ?の布去iと 呂槙 "po~~c 日吉:.il1 li gtJal討)を明らかにす三.1

(SL~bch2ptC' r T ， 42 C.S，c.;¥ 合長4Il31-4Il3:iJ、 覧請|可:&:':'員会 (COllTIC]

川 Ern:ironl1lcnLal(hall::Y じEQ) を設置する 11pr (Sd):，'haptcr 1]，4::: 

l.S.c.A. ~84134 I 41340 が涜く c I節l土、国家主をはムの球境上およ

び+1 :i~ 1 の 1'16';を村 u上旬る;~:'こ I あらゆる実行-11J倍な方法を日いるこ

と会連邦議台い:hob'f'ckr8: (旬、 crEmC:l~ 10 11印 刷 pr8.cdcablc航叩S，"42 

I.S.C. i\苦 3:~ 1 (b，n Jに命じる。そのうえでl司箔は会での連邦1j-'IF!，c絞悶に、

I人聞のニ7;境の質lご著しく を及ぼすJi.u.その他的王な』点日"J如こっ

1、ど l“for legis;atinn江九dother majllr Federalはct;'jll刊 誌1だIIificιIIIτ3 

:1 rrf'C+j九百 十七ρqllaJityo(ふheh:1;::1九日付1¥; II川Hlf:l札"42 l}日仁ミ S4:1ο2(仁、!)J 

探境影響51'"析を命じる n

もコとも 1"1 1翠環境政策担、!よ、規引を公，巾ずる t~.;[~を環境賞訪問委只会

に与えといないわむしろ同家1禁法政;立法は a 各行政機関 rっ身内規則 i~j草

コ立影響分析を約み:zoむという新たな要件を;更すことを意司 LていたU ぞ

れでも t~l坊 'F守諮問委只会 (J、行政命令、七日 1 ，]号およびじ日的号"を通じ1

環坊質諮問委;::[規制全公布す之出を守えられて主た"I帯域a諮問委

メ lの;<，:;i出。uriEnvi;-oηl-:l!:'lltι; [“¥v &τ'olil..、;，;eyie，v 【日 l切戸)3)at lRS 

~9 1-i政命令1i5 J:1号 i土、時々配管f討f削減~;;'(7).1字情のための 百イドワイシ を採

q; -4るf住民をよ見J克巳芯問委員会に計二する、ーク Jj対出 i:¥-iXOl1Jこよぺ亡

公おされた… :のガイド弓インは、公式0')，1丁政怜弱視~I!(引犬吉本憶えてし斗なカ~

兵 刊行;:;カ タ 大統領 ι仁川ιげ)が行政命令115J!J号を修TF~，、 1'11立影告

置法幸g-;.;こ凡 4 てのガイドラインよりもむLλ規則を採れする権限を]東j克22諮問

妥員二;~--=-与えたη これが、行政命令 1 :900号である。 ld..日L197 IOClllClCS nお

1""1 ~lìJ、 SDi3 三 l~ 1l 62全
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員会税則はよお碓 E 市U :ê'jh上の権i浅から生まれるものではなく、!:;~! ~こはま

らない規則なので凶有乃民訟を提起守る。こ乃点に〆ノLλて、 19701;-::7)ア

ン pリコ λ対手ヱラ e クラブ7主河段高裁判所可IJj~とい nc: r;l円、 Sicrrε

C~lb ， 44-2 t:.s. 347) 土、 震諮問長口会t~~IW か主り的影響 }J を認め

るこ〉を示しと iiれども、以境宍諸問委貝ii*lIHC治三谷fj'fj機関を支配し

ていること以Eおめなかったc

i常」主~諮問委員会は行以命令1199i号 l 紅'-，て、 l主お行以機関の国家i常

J見政策I去のIi!iむをム自己する胤郊を公布しえ l この;J~刻[土、「連邦行政機凶

が国家明日去は主ヘ(l)-"ι戸おより、精村に従って行動ヲること ("lh，:;Lu.'むcral

ageO:::lピメ act:'cC仁OrGlogτotl-:ヒldtt'l'edld只pil"it()f thヒAビt，" i;U 仁 F.~. S15(九u

」会ほかめながら、ヨi家保f立政:説法4~{t2条 (421 ャ S.C i¥. ii4332)の ι行

政処分以市J(actic)[l-forclng) <，制定をけるつ環克影響評「品収2]' (EIS; 

は;行政処分強fliljJ昌之 f乱ctiOll-101仁III日dれ今ce"LiOじF.E吉l!)(l?1)..1であ

るのご、 I 重大な環j見 1-，(乃 E3響につuて i 分かて〉公正な審議を p:'，;;-，~ ~-，なけ

ればならないし、 tl云な影響を避けるまたは最小限じする、ある ν 、l主人刊

の環i克の釘を肖める7]:当なft枠;長を、定思決定書お上心、IfiJ:(に七|らせなけ

Zl (J'ならない ¥"shallpro¥"ide 1ulキ，n:dIair disc 山 S:OIl01 signiIicallL 

elT'，.': ru九men~，J ;;;lpacts anc.ちh:Jlinform dpci"io["; m:i.kers 乱立r1thξpublic (lf 

thωre ，j :，;on ポ)1ρ ボ terna討、 pぉ whi(~h wo;lld ，)'¥1010 01川日irnize;id¥'f::"SωITi:ji，Hし%

。1じllh2T1CC:he quality uf :he llUtllelll cnvirolllllぐれし， 40 C.F.R 主主主)2.1)

(2) 半Ij伊i

l五1家康1主政策J士う汁i:;士容丘;P関する規乙かイ可も含まないので、連邦謙

二~(，よ国家えFii主 iJ、の道'T~よ連邦行政機関:こ上って判断されるべきだ y

芯えて丙'JU流出企を行51Jしていなし A ように思ノ)れる 8; キ子事長高裁判所l土、

国家持j立政泳法が子航法であって実体的な均成要素をもたな ν「とをrJf!

め工きた“とその結果、千統的なト[ぷ1置法政宗氏。〕異議申しすては1]孜

がけ J(t. ':l 18e-'187 

31 ld.， "t 187 

ミ 1978干のノトーモント号ンキーポ (}J姶屯所対大然資涼防許J会ぷi亘11:民;%裁
甘い肝半IJ汎(¥' t'r打けntY:Hlkef" r¥ll('l(-'ii，r ;Jo抗日七、)rp.v. Nat_1H川].;円ourCt'])(-':"("1b， 

二日社5り(匂 51.:) lG2:l |ωl 



あえ協の制j同fがd-、によって;j(めλれる上与主

.j， 
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されてv、ないとい

う、?丁政子続(九C.l11EE:-;と::.tiveProcedure Act: ~~PA) こ亙っく t~R と

いうごとい止る出{同:jizュ~::克 ïfk ~止法の司法事:斉にフ'v \~，に 19B9尽の?~

シ工対オレゴン州大然資母会議迫部長高裁判所 ;IJ決{九'i;Hsll1/.0川氏01、

;>.i atl川日 l~csoll 、山S し0リ ;lci~ ， ，190 lJ.S. 360) ょ、 匠家j主{士えIfx去の、;t;

合厳しい者合.間諭 γ凶 rd-look"(~()ctrine) ;，-1が果たす f定刻を内 ii'iI'ぷ

|た〉そしず新たな情報ト照らしずi常J克計1d-J '~ι? を補うという判断

は、行政子続法 PA) の fむ意的かつお較'r きない (a ，"hitγar~- a:l~: 

cap;icio l.~s )どし、人 に主主づ¥"ζ審青jされなければならないと Ll:川 r

3 絶滅の危機にある種の法 (Endan司eredSpecies Act: ESA) 

(1) i去の内容

現在、アメ J7] (1)全ての絶滅(})r2~ 1-主にある積 JeI:山 ng目此 sp日 1目、

あるいは絶滅のおそれのある誌はh叫 te!1吋日[J引l出)の半分泣くは、「町

立公厨システ IdλI で牛，.Ú!~ている υ ~__，'i ノと閣の創設刀、米、 27の柿乳類往

がl下立公凶人jでM~減してき 7\ にこの品 v ぺ ι成剖合;土、部会的竺活が公国

をますます侵害Lていくせ ν、で、ウイたもi三くだろうと子芯さ礼ている。

同立公阪両 (:'\~PS) ~j 、同立公必の~J' ::!~:!:f一物」二女J 子る多くの脅威が~~慢

の lごジタ 千iず用、 X!..I}喝の騒す、 1 fj!夜食といソた“内部的脅減

亡い"日cil，ln~~". 43凡1!.S.::i19j (:';'~';:， 1..ンクイスト裁 I'IJ宮 (:(vhn叩 I叫が“"1家

百三指政策法~，;t I討にとって主弘な本質的目株会作かじ述べるが、 11→忍玖埼ff?:;Ai去

の行政機関へυ命令はみ質的(，:T-+，土8Sなものである? こ述'-c1、Id..;.L 197 

fω十四十e:-::nJ()J 

幻lc:...日 188

;<a 枇}い審 ~C" 1午前とは一般に、円IiL審存者、判jI!I7J :\j~If[fdニヨコ v たわ政機

認の :e，，~立法百余'!.<:-イえするという!京医 IJ0-♂ ，ici:i.:l.i: する lf)71 :4-'- C) オ ヴァ kン公阿

保有 I-:J 氏支J ヴ r ルプ必至j:"品目抜判所~:W:: \Cî~jz ，"" n;-; IυPrcs('rv，"" Ov，市川?日 k

];，C， v Vo:pe，4()J :_:.5.40日)は、'[j政手絞{:r.i)，PA) が可虫干手芥裁判町に完封て

古」尚査にたすさわるよう要求オると Hitした」つまり、行政機|現は己ら;ニイ:+，

bなゐように保ι(ρr出LllIlT)L川 nl 寸ゐ1長引を守えられているけれども、その

~ffi. こ l土、兵員f工主的詐会iから行政税同治説会 r) へとはしないとじん。このtUìえが、

“般Ll.，.審有!直前の1荏;'rのたi躍を4{!-:~，、七。日I

3.0 ld 

l自11 ~lìJ、 SDi3 三 lO)1622
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~_ i II iじrnali1:rcat) るこ 2 を EZめてきたー ;I~ 成。)世代のために ~i~[豆

資泌を存ヲるという止正(山公開t:'rCi)命令 (malldate) よ、ギlJr公用;会'tr

の際に同対が、ピジタ の悦TTよりも里I'ft~ ，-[-.牧Jのほっ長優先じた解釈を

わなろの:.:-;:支:，つ打。

197"イ!の絶滅の危戒にある宇曹のけ、 O~n(;al'. gcrcd SW;cics i¥ct: ES;¥) よ、

アメリ刀の絶滅の;[J撲にある碍および純のおそ才しのある請を保護する

ために、連邦7長会ドよって制定メれた〉特i二、絶滅のiCiti旬、あ品種の法

日条が、何?公|京i干キミ主の;，li:1;[権限井戸三としてH¥jJ，::はたらくし1，サ条は、 "j可

へであれ、人:;:1:、;こ従って I}A ;、指定されたで告での約減の)~~機にある魚類、

野'f'rjlC切について、台本ド!の地域において、以トの行為をする二とはよ市

法ずあるけち USC，;¥81538 (1))'としごヘ「棋の輪山入(“lmpOI.j

川吉町:ch::;pccics. ur cxpr口t礼n)'日llchspccics" 16 t ，Sじi¥員1o31ち(aj

(1) C:;.))__~ 積のJ市 jïf ("leike a山 snchぅj)ecies'" り J.S.C.A詰1:ゾ38 (l) 

i，B)j 訟の所1::， 1"却、輸込 r:.p(目町民間11， dtliver， carry， transport， 

orship...a【1V S町江川)CC1CS“ lGU.s.C九台1538 (1; (0)) なとキ禁Ii

1るι'"11司1;t ~lak t')" t: i玉、 凶議、危?写、追跡、狩jii(、射撃、完傷、

殺害、わな、;片手ム Jrz.果、あるし，(;l1可かそのようなfTZZKにたずさわろう

とイkてること「“tobar:¥ss， h山lll，pIFSCf'，川1nt尺h'jot，vlOund， kill、tr江p，

f九pt:1llρOf ('nj;ect， 01' to 2t1ρ出 pt:1".0 f:ngage ill :1.ily SllCh ('0ιl(; Ll ct." lfi 

lSC，\長 1:;32 を!:i:I~:-，ると、 L人的に公表さ j しできた J このうち

“病惑 111山，とは、 1:寸ーな1T!i;)パタ ンを著しく l昆百iさせるねl立

にPFtl")物音附まT ること t.:lっ亡、里J'')' '1. j却に対する土日協の I可能性を

ヲlき起こす ("\~h:~'hct ピ乱 Lestbt'likεlihood 01 i:ljl:ry to ¥¥.il(Li:'t-by 

a;l!lOylll又 itlo sl~ch an cxtCllt日sto si又l1ifica;ltl¥'diδr~Jpl nu、llla;bchιVlora; 

patterlle，'. ，)0 C.F2. ti17.3;..1 行為とぷ義される口また、古 (haム 21i'

と は 、 / )生物を王見
J

ずに 14六宇品、あるいは傷つけるィ7為十九日日cl

ゼ5 ン1;.f丙第 子第一節 3 (jU、反4千論先日1巻 f号語哉予定)をどH在日

お
:¥" a 斗配1L. ~chcS: ， :>upr:l ".9， al ~:3 

同 院111武道"、ヮイミノスイとワミ rメは安i土のk!や見しだすか 合衆~;;Jf中

の í~H-乙;:t、. j甫j是禁 11 規;ぷ号制する一つの訴訟」ゴじi'ju~ q.ニlJ!大学r五千二台 11 究 39:::主 21;

(つ削1"年) 汗 j頁
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.j， 
l州 口元

wllich actua":ly kills 01" in;urcs wiil:lifじ":，0cyy自l?J): と し、 Iそ

のようなf丁為 lよ、繁託、え与を守えること、 JJ[~.苦を含めて、，ヘ:頁的な?丁

暴力ノミターンを均しく匁つけることにょっと， ~r!tt 幼主交際l 投手iーする

ある ρ (土復つl子ることじなる、重大なι2、地(1)変化あるいはiZ:の低十を

合ひだろっ 'SucLact ~':1a V i r: c-:udc 引広ll~ficalH habi し~t rnor5if;c;"'!tio:l 0: 

dεgr剖 !atinn"¥vherヒ Itact-，Jι~~y ki!b or irljll了どお wil(~ife by sigaificantly 

::llp21vlng仁5:.5:.cnUalb仁ha、tDl"21pattcrn只 ll1clud III只iJ γ~'~'(~i:lg. r仁仁 (ling01 

メl:t:ltt、ing:'50 CF.R. 8: 7.3) J ;-.炭j~~t るぺ

野生!l.!f却の保やが王手交な U1;::ごあることは、二吏邦裁=Tu;q!T13 ;:こにJ~司;誌

ニー 1こよ"，て 賞して認められて当た (16(;日仁 A 王15:31et町 q.)c 理:1J

は/、きく つある

江 里了とド牛物の1*有l土、午吻多j;f，性およ の健全なれ、そ?という

じl内;こ tっ一、きわ治亡 ア

匂 v

動物たちが~ ，っか、 ZI要な科学|、医学 lその他の利用の役に立

コかもしれないので、今 l の刃物のj戎(~f之、将米の不利益キ証明ず

るこ Jになる

帝-ーへ
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る格利があるかとうか三いう、続三?→

(2) 半IJ1例

19日21f12月にI.:t.j-¥'i公開局iよ、絶滅の;1，七機にある砲の法で保認されてい

るシンリンオオカミ平ハクトヮリシの起こりうる崎獲骨川くために、ボ

イジ守 ズ 1;1:1 公岡山符〉乙の訓~ ~H':':泡 i戒をスノーモーピルその他のモー

タ-1ナ乗り物に対 Lて者鎖したf このこシが、斗然Ü~1宇主義再シレケ j

J ション↑義者の争c，をif:1:'frさせたり1コ閉鎖が告知，f"j7"i¥、は主ilにの掃

凡なしで泌されたため位、当該地域のスノー二f"，イル受町者たちが訴訟

を提起したー広告らは刻定。)*捻がれ政子続法 (APA)お上ぴ絶滅の

ぷ~ Sa、a、L.Schc氏以lp1":::、， aL .~'1 

。Tci";' l日ミ

吋 l 争いの日J支陪(，'':'''ついては、本格第 早第iEifiii1 (2'1多目に

J::: ¥"a 斗配1L. ~chcS:. :>upr:l "，9， al ~:3 
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危僚にある締めしたに逗jえする炉主張して、宣己80')土問および宗一ιflIJhこ

よるj山斉 i，dεclara'cOI、己lldini'JGctivぜ relieI)を求めたu 波告らは、知sti

が70:'5、的でも情申立で与ないものでも 1にく、岡山公阿見はスノ f νA 

l対する、守該地域の閉鎖的 li;'(，，~-{可か千九tをな1めるあるいは関守すること

をぶめられておらす、者鋭が完令にE立公国伝jの権|浪|人jにあるシ主張し

たコまた被告¥いある1"1;1公開局l土、スノーモーピノレ愛好背たちのflJ宵関

係が粕械の危機にある棋のまドよって保r長メれる干j主関係の領域を越え

るので、スノーモーピル愛fl子高えちは!虫、古 j重治を欠くと -~-g-にし J し

ド)96if-のマウソ)レノ対ノミビソ、渓邦、不ノタ符区地方裁判所半JjわL

Uvlaue'olf v. Bμbbi十t， 9U F. Supp. U3!Uは、防践を主持する者たら 1こJつ

ず地方裁判所にもt山されたiJJ起を詰査した誌に、その証拠が六イジィ

ズJトマ公|剰でスノーモーピル平'1)11を制限1るつj断をよえるのに十分では

ない}-::~;gめた山ο 地方LJL乏Jj討はまず、地滅的 :êJ幾にある積のが、に耳ーづく

行放機|調行為 [J、行Ji千五L法 (APA_;】の ιとく立政かつ{日比買できない

(8rbiLrarv 8:lC1 c江戸川ousl とし寸審査主準にiitうとしたり そして、

持活の在波ごめスノ モーピ.Jl"利用品ボイジャースドl立公国のン〆ワ/

オオカミむよぴ，、クドウワシ OJí国体款に芹大な ;J~;響をもつだろうとしう

司I1拠:止、和iもなωとしセロ結局、 lt"，ノうえ判所l之、 ;:d，Yヨ干の封鎖をそれ以}

実施すること事禁1:した。地jJ裁、 IJr汗:土、「増加するアクセスは唱力11す

るiL亡設につ&がる' といろ数奇:1(:安易に;i}{i-SこYがrWT<ll'iに解釈される

と、魚類好'UI物苅 (l'-Vv'si と1"'1，'，: 'z';阿見ヂ刀、イジベ、ズヰ:¥'(:公開を

7E令 (.:1司鋲すること手口rn'~( するりこのことは、ボイジャーズ[阿 \:ei:

司J自J支持の迫邦議会の謹:下町ではなかった」めとしたにまた、スノーモー

ピル殺が:高たちが号耳元上のHl~ (injurics in fact.) を土坂し、当該+:J，;写

以!-~件[1'0、許制、かつ現在のものであるから、税法C)'f[.;- 機にある夜J)誌

に碁づく;小松を犯起 tるための原;1iよき絡をイTTると判決|た〈ある締JH

(1)動物を制祭したνミというスノ モービル愛好者たちの布望:土、えとえ

，+iに美的な U11むのためでも JJ:jj:~j毘怖の UIぬとしと さすしるべき和Hたで

2
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ある Y いうのが、その日1':11 !.' .，たn

.j， 
l州 口元

士，1)ノゴ裁:判所lよ、行政認す止の術足:7)/ためにλ L>又したし結果、地点裁判

所はスノー Jしピル愛好者たちの税減のにある授の;士い芸づく宝:---[

J<] ~J0. i斉およびど止命令仁上る説済を求める訴訟むサマ 1jー〆ヤツジ '11

二夕、幸町た妥 JII'を粁な~， ，-こな 3れる1判決:; (j) :-;-1 1_立1を認めたが、国立公図

I立のうマリ シャソジ:7)l-+-j ~./ ¥ '(てをまじすたc

4 土地管理局惜しM)規郊

Il: 規則の内容

ド!古公同内のアノルダネス -V¥-ildernes:-;) 0)行玉虫については、 1拍子守

程局 (8'>，1)規 DI; もまた ~:}:Li';，関の規制権限規定として活躍する i 

地干キ理局は、令京I'I~土 (})*(J 八分幻ーに畑、日する 2 億7000ノ与1 ー力 的

土地を官河 Lへそ の う ち6C(l万コ カ カウ J ルダネスに烹当し、ぞ

の設はl行I泊所!こ投主(:2003背広デャタ}

ここでは、 1..泊じ理局に 4るウィルダネス位浬の代表均なiバであるカ

ワブオルー γ紗;'-;{保全辻11，.:或{仁川lifurnia lh 日 1仁川肘 rvatj(バミ n~a

仁DC)t，lについての亦訟を治ピて、官耳さのほ状をシぜていきたい J

(2) 事i伊j

197G年の連部所宿泊政策管JWi')， 11"1.1';'1¥) iiOI粂i;.t、カリプオル)ア

砂(呉保全地岐にDCA) を創設し、 1地管理局に、 1'保全地)1主をf:f到す

るための計百可を公的Jするよう命じた (4:iC.S.C ¥. 81781) () )主主会(ま

1，'1条ld、カリワオ 'vーア妙法保全地域の「きわめて壊れや寸く、容易i

羽なわれ、 l戸1i互に時間がかかるい口:rcrγハ1V fl昭 i1c， ('~~sily scz;rruJ.じ11C

slowl).' ht-alι1 : '43 USC.A 長1781(a)(2)).1付有の資;l叫が、世大ずる羽

弔、 1'[にレク 1) ヱ 〉司ン云IL~ の五五 i十(“ prçSSl~ 1ζ~， 0 f 1n cγCZ1SCC] lISC 

!凶Ficll[;.jy"[¥ 号 ecn川!O】此I11メヒ "431JS仁λ 言178.1 ドよンてt;2か

0(鈴不Yt;アメ j ブJ の|五千j 記法と寄付克 :1~全 ぃ!ti件語大子山l阪三三、 2町17"1':) .3 

民

吋7Hテ タによると、c;Jic 交正当局が五四よ-るウォ】レダネス ~i.'l :3()(l万i 刀

かっ:)'l~r-折であるつ

l自fi.l ~lìJ、 SDi3 三::(;)1 6.:.8
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されていることを誌べる、特別な幸次認定。ノj予よとをつけたい;条はまた、

lあらゆるカ:)7 り Jごアル漢資す?の利)ijは、将クドの世代Aのためにそれ

らの資源脅伐令に、適切点J訪問JでのJ../~7 T)ヱ シ 3ン用オフロ』ド事の

事j川をさめて、二見!Fおよび将去の利川おぶぴ楽しみ、とりわけずウ iド

アLクrJJーション利用を舵供するとめの複合的利用お上ひJ封史的収穫

の作四月十曲にれ l、て、訟められうる -jj'つ認められなければならない

('[_hc ¥lSC oI all CZ1::fornlZl c!L虻 rtr~'SOl~ vじCS('2日 andsliould bc pro 、 lrl~.c

fOl' 1:1 a 11111ム川恥1l日制1日川山、ωyiddrm~nagell日nt pbmt 原文とお .)ι

正しくは‘ pl[~1l' :1 to C01lSC;¥C thcsc rCSOll↑ccs Ic:r {ゴlurcgCEC:ra:..i01lS， ，md 

to pro可idεpr出どnt己ndLl工U ど U日 andど立.l，)y::目立1.Deu"ticularlv olltdoo! 

rccrc九LionL~SCS" incLJdin立t!:cllSC， whcrc appropri s.'~_C ， of off-road :--ccrc，lllo:nl 
刊 hiclcs:"43 t; ， S ，C へ ~1781 (4;) と'j].実認乏したの

1'1幻4のγ メリカ寸 トパ「没好者協会対ワット連邦カ，)ブ牛)~二ア

符 ~l'~;)， 方 j主判所判決 (Amぜ !'ican }/:o工tETycli只tA目。Clauりny. ¥¥.r :'.tt. 5，13 ? 

SllPP. i89) 土、カリブオル二)""，1沙i主保全地域じついごの|地色理局の

計l同をtkJJf?もの片して注目きれる内地方裁判所がl!えっ子0)i土、カ r;プ司

Jレニ 7防漠保全治政についての I ，~虫色理)，'Jの01自のうち、注行認可 Jレ

(ap r:: rllH~cl rout問。ftr品，01)"でのみモ 夕 刊乗り物が ~/I ーリ1 るこ

とになる、いわゆる“乙クラス(仁川日 :r地域事指定し亡いゐ部分だ z

f二〉問題になったのは、それによヮで ~;t!' 11]" J:..- トが選択きれるこ tにな

る、 ，， 1 当で述べられる特別基準どったりれ〕あてはまる|地~珂~抗日目1.

l手、ぷくのように規定する。

「権限を守えられれ Jj，北口 l土、三三てグ〉叫 1 布地歩、 ~-7 ワードヰ工仁メすして尚

治、3れたもの ¥JJpCC)、市JFJ， "れたもの ¥":;mitc心、閉鎖5れたもの引

のいずれかとして帰こしなければなιないc 全てのJ再三は、ド[有rK;.J)資

J反保護、国!î泊の公利用者た九の安全のイ疋 l差、百イ .~rÞ.のきまざまな利用

1.'1士の対ウを品小1;誌にするこ l に品っか士ければなうなしミ;さ勺に、ミた

の去"撃に{主わなければならない

l;i) 地域と泊;止、 、円f)]流i点、補件、大気、その{肢のトc[.f:rlt資源

への税特宇辰小限lこl、かっ内レダネスの持続"1能性のtW与を I;)J

9S Ccポ只ins，¥¥'ill¥.InsoムコムdLcu...¥.'， supr;:;.ム10，al !JG2 

二日社5りは以):J)lG17 IJiGj 



ぐようにEjtけられなければならないっ

4 

H附 日見

地域と道は、野牛生物を閃らせることあるいは野牛生物ヰ，Q地の

豆大な破壊を最小限にずるように設けられなければならない。絶滅

の危機にある種あるいは絶滅のおそれのある種、およびそれらの牛

息地を1"'"生するために、 4守別なI主志カ斗J、わオL;ることになるつ

地域と道は、 1，<1じあるいは隣接している悼|有地の、オフロード牢

利用と他の既存のまたは促奈されるレクリエーンヨン利用の聞の対

すを長小限にし、かっ騒音その他の安本を考慮しながら、人が住む

地域での既有の利用とのそのような利用の適合性を確保するように

設けられなければならない。

(心 地域とiliは、公的に指定されたウイルダネス地域あるいは未開地

.b& (pl'i m i ti、 巳 札 了 間s) に設けられてはならない。地域と道は、権限

を与えられた職員が、そのような場所でのオフロード半の利用が、

それらゆえにそのような地域が設立された、自然、美的、景制、そ

の他の何伯にT、く彪響しないだろうと判附する場合にのみ、自然地

域 (natur孔1areas) のなかに設けられるものとするは3C.F.R 

983421) Jc 

地方裁判所は、土地管瑚同のカリフィルニア砂漠計両 (Californi孔

Desert Plan) の規定を引用したじ

「複合的利用 Lクラス地域 (¥fultiplc-UscClass L arcas) では、乗り物

アクセスは、乗り物アクセスルートとして“認可 (approved) され、

かっ印をつけられたルートにのみ制限されるの大多数の例における乗り

物アクセスについて“認可'されていないルートは、 irJされ、バリケー

ドご囚まれ、探識が設置され、地図上に“|謂鎖された(closcd)"と表

ボされることになる c “認可"ルートは、明らかに開放されているそれ

らの迎行ルートを Fぐに碓認できるように、標識設問または日iJの方法で

印をつけられる、あるいは地|叫が作成されることになる。

ルート指定要素 複合的利用 Lクラス

Lクラス向けの乗り物ルートの認可に関するl'iJ断は、次の↑1)断恭牟を

用いながら、各々の状似の分析に基づくことになる

11 ¥ ルー「が新規のものか、既存のものか。

I2) ルートが資源利用あるいは楽しみへのアクセスを提供するか。

[67J ItiJと5D(3-504)1616



ゎ主物取回i!...:i~~討にお :t る保さ 利l同市市金 12:1

ULl -f~'V~Jワなアクセスグ)機会があるか

1/: i レ 、が相、11干f，!交の'，-r了影響 it)rl:-;ic.t'r:lbleac. Vt':":，;e irr;pact引を引

主主Jごすかわ

151 制1，，~程度の，官影響を引き起こさない、代替òSなアクセスルートが

あるか，09

裁判所l土、次の」ろに結論つけたコ

「先に凡たようにル ト判断基準は、と、の )v~ト指定'1'1; ，I;iが行なわれる

ξきカにようで、唯 の長準とすることを明らかにするためにその上う

な方;}、ごノトされる J 別出に、そ :土、一定の安けが満たされる場合

にあるル ι が認可されることを:!Jj-liff:に命じないような、あ νミまいな疑

的形で女児 τわるつけれとも同時にふの基準は、定められるどんな状刈

にお νゐごもルート指定をにそ惰に禁止 L，J:¥， 'c ーがッヴIIJ計l由[ち 1J プオ

ルニアルi豆汁1Ullil足、準はマ主邦行政機関の職民たちに、連邦行政命令集，4:3

巻83/~2.1条(，13CFヨ奇83'12.1)によ勺ご明確に J止められる環境|の影

響および利用刊の町山幸最小限じすることを Lな， 'で、ルート指定やね

なうこ円をflヲかもしれな υへさらにその土、あいまいに表おきれ

てはいるが、 I'，j芹|凶をミ足立1する古イ三がある|地首班LJ(日Lfvl) 職員た

ιを、 ι侶当171主の恋影響!の事実認定なしにノレャ トがl忍-11jさ 1しなけれ

ばならないと平Uおづけるようし導く可能性がおそっく大きい 1 11和

度の悪影響!年三平 は83，+2.1粂にぶって安ぶされる最小ト;j:;!'度集ホ

(miaimizatioa c~:ite口a) とは頁的に異なれ、京|経には、オフロ F-1cr，1 

用いKbkじてル トi::7Eの主思決定を :111げるためのもの守あることが(.3:

l主用 (i J!)るコ

被tzらIJ、行政f伝言:1ιH号、 :;-1J，;，1989号につい仁のfilJ言11町のなかの保々

な「夜、およ |泊予1';1早河規員1，が、 [九b.1守二回同がj伊半日行政命令集

41巻品:i42.l条ぃf昭和しない万法でル トjさ択基i¥十手i直y弔する志図 Cはな

い、あるいは透):jする権限をヲえられていなかったことを明らかにする

と主張 jるハけれドも Eれらが姿を ~Jl 寸)(日記において考煎されると、そ

れらの門段以先にり )11されるル ι 指定某t芋についての提案のなかでつ

↓ An~れ1山ιρ叶泊n日巳 a山n、¥-[(り仙北山山to川、汁rndi公立こ

1 ~18~幻1η 日7

二日社5りは以)3)lG1S 1621 
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く:)iJ\された;カポを打ち討すのに十分 Lーはない。 i~ いうのも、それらの

ぷ訟がルぃ l、認可判断乃とめのr:佐 の立準と l、うことになっているから

である代行政命令ある v 、は適用戸礼る LJl'.管1日同時引についての:---[及1;1

1，')訂凶!のなかのその基準を攻り i叫んでvゐる;京文仁おいては何も行なわれ

てし:ないf そのうえ裁判所!よ、 I1CCi I 前 iの主かで渋系 ι れる :4~;'~てが連邦行

政命令集431i'7834~ .1条あるいは行政治令と調布;しないことを読;S~ fJ)ii 

在を免，~~tる三葉を、同計百のなかのとこトも t-L!.たことがな L 、むしろ、

その洋平はこれらのえ在してνミるJ出?を忠実仁実施するという印象がワー

えられる J したがって全体と J て見るシ同百四J土、荒邦行政命令集.i:j

を8:J.~2. 1条で述ノ、られる明伴な長単があるので、暗ノ';;1市な 11にl主t，':?わ

ないこいう jい川"iiにプ rrセス tこ帰ノ什する刈能件がんさ μ と結論づけ

るラ りれ

J;~判所は土地管理 1 誌に、 連邦行致命令集，t:jノ日討34ワ 1;廷で述べられる

選択芸，'~f' ~こも{わないで、 困 I;;~ 1，の菜市あるいは住久的な茶パーのど九ら

かがl'よづい γ、 Lクラス地域?のどんと、通1iル 入を認 "J すること~川

も祭止した。

0・中lドペ在}支のオ~~ 当:ρ換をめぐる問{t~U土、 1 985lf-のシJ ラ・クラヴ

対クラ ク連邦情わて:図士所判決 (Si引 r;-，Cl11h v， Clark， 75{~ F 

2d. 6~6 i 'C、ょうやく ik;B~ lだにダプスプリング λキャニオン (])o¥it 

ペp、1れ併 CallyoTl):\1:'，(土ケリアオ .I~ ニアゆ浅1匹合地i叱 (CD仁川のな方、に f立

i~_ し、 1976 {T に:;-~.邦的有均投策~理iJ: (FLP}，，~人C')規じ(ね I.S じ A

~178l) に基ーついて同 1~令取tj: (なった〔万リブt-)~ニ lt，ノ 1世保全民域

ri カリフ寸ル→ア州市東必のおよそ2日)O)j~:í_ーカーをカバ、ぞのう

ち12:0刀コーカーが土地管内1同:こ上って管JII'されているハダブスブワン

クス『ャニオシはおよそ o5(均万コー 刀、かん成 1) 、 3000~- カ がオソ

1('1) ld 

10ム Id..al i9S 

1(::: ダノス/リングスキヤ一方シ l土、 258種以トの仙!加。~4f~わりは虫記、 30訟

の[主主主が見ムオlる劫恒均有r=:.:;')玉i半でヰノる モ川 ]--" Jj丈:./1)ス (¥':uja¥:t'問。 UH

叫11ょrrc]; 、砂浸当ソ i ギツ下 ÙICSl~ r: ki:， f()x)、アナホりソノ?t1 ，~， (¥lll;TOwinp: 

OY¥i けの生思J血》しても何iられる じり写lnぇ ¥Vi:ki:-!e'OIl o吋:円hy.:-':Up; a， :-1.10 

ztt 99バ

l S~J .I ~lìJ、 SDi3 三::~， Hi 全



ゎ主物取回i!...:i~~討にお :t る保さ 利l同市市金 12:'

ロードて!日)f二 :[I~: 手:1111 のために“指紋 (OpCll) 。 と指定されている

ダアスプワ〆ゲスキ守二オンで乃 Lケリコ ーション)11オフロード ct-.O)

利用は 1965午に始まり、 1971干にはすで μ オブL!-ド車愛好者た C~ に

よって長Lト均仁和!I:]えれるよう;なっていたにl その場所のj手取な地勢が

己ルクワイムじ"日一clirnbil1討を長〕むC)にほ詳の域会を民供するのく¥

上仁較的アクセス ì1;;~~~ 易なこととあ l 、まっと、ダフスプりングス斗ャ二三

〉は4如、人会しの場所になった 19T}年に;~r血管d同(止、制限なしで当該

地肢を Lク)了}シ己 /I[)乗り物が退行するこ Y を認める‘ゾフ口一ド

心開政地.tj'Y. i、OllVOPCIιAγCa) φ とL-Cダブスプリングス司トャニ fンを

指定T'乙、 カリフ l)yニ7i:'htきでのレク '1エ ンヨン 1:jjfe i)物 利111に

ついての暫定危絞管理ブ円グワム (ln tcγll:: CritiC:ll ¥1<1:12去じl1ic:1tp-r;)g 

rarl1 f:Jr I~c:.Tcario川 1 Vchick t1日CU[， tlll仁川ifor:1IaDωclt】"を採抗し丈「

な寸アロード iM.(/)利用 l 上、王~、;tJ表の没食、ヱi畏!料、 111止(/)お

びただしt¥.Hi尖といっかたちで、ひどνサ京甘え!のJ当?を引ってさたu 日

にはえる工iしさは著しく設えてしまい、特注がひどく変わうてしまった

ゲプスア 1;:/ゲスキヤーオンは、ほlZもつはらオフコ ド軍活苦むの汗め

lこ111ν、りれて t、t::..~ 

1980'{f 7 j jにンエラ・クラブは刈務長官:こ、ダブスブワングスヰャニ

オンの楕牛、 [)去、 tlf子生生物への“重大 ~~.出準(:';Llb、↑れnt.iaJ，1dverSt-
c::"fccls) "を刈i:Hこ、 1/E夕、命令[1989 0';'こよ υて修L きれる行政命令11似 1

および1凶手|ぺ丁政命令魚崎淫83/11.2条の権限に止、っき、オアロ

lC:' 19'i2，1(CJ行政';(J')(ExcC"，.:.u、cOrdcrl 116/1-'1号は、ニコ邦苅右地での寸ブロー

ド半平11mが 'T:[有仙の資源保書、|司有地のあらゆる手'1川村たちのうを去の普及'fli'

進、|下i有自のtf，々なぷ:J)+]省たちのIMJcワ街z号、/)最小11!1二」と羽引〔なければなら

な vけ規定 Tω(行政命令 1 1(i44 号 Ò' ゐ I]~m:) さジパー行政命令1:行1，1号':<1頃l土、

「各f政懐関のよえが、そのような場l汗とのプトゥロ ドtt手Ip干が117にi弘元J句、
民同的1111111古に思<fセ，;jjしなし:だろうと判断する[品行 J にのみ、 f フ n~ ド古泊

がヨ立公|翠手スァム区域内に設~j られる、とえ命じる(行政(，ìl)i~11644 iJ引"

i4，Gt!J一行政l計士、11か']!J:';-0) 1977 {I修 l戸であゐ、行政命'Ti'1989~; はさら 1...";;足止

する :~務長官は「マソコ ド市の手'1mが、ー謡、植寸、野!-;-;r-r物汁は抱、F:

有地内府定地域 社にあるヒイヒ均 !所主的資J読に相当な悪影響 (coI:siderable

:.ld日 1刈 dfccl討を引主主己:~j たるうあるいはヮ|主起こ L どいると;:)JJiするj詩

二日社5りは以)JlGl:l l'のl
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1，"0/千:j)jj -てダブスワソングスごrヤー寸ンを l当j有するよう要;吉し

た。内務長111lよ、この間泌が“刀ワブ干ル了ア砂漠保全弓十出および長終

i私立影響，':'IIIl:報，:II- (Califor!liれわ円ハrtConscr¥'(]tion P1a!l and Fin，l: En 

日 rnllJlJC1t，I:llllp3d Si:1:A'IlI(-_'ni) U立に・長終計凶'とすえJノ} で対処さ

れるこ;になる〉返界しと

1980 寺 1~月に内務長Jl によ J て 51Jす了された長終討也 l土、グブスブワンタ

スキャニ才ンの55!附ヱ}ガーのうちタ滞日工}カーで戸1'1な才ブLiド**1'

JUを1託けさせ丈。シエヲ・クブプは、内長王子長官デダブスブリングスキヤ~

オンを防鎖しないこシが行政命令11 989-jjによって修ιされる行政命令

116440 および述Jr行決命令集，tj{益出'1 .2条、内務工三d自に 6 ふ tll:.の不.1;:<~~

あるいは逃陵の買の沢 F CJr.nρ('('ssary or ~Jnc:uc dcgTz，cl:::tdon of lbc 

出ldぉを防ぐよ行命とる規定 (~3 Lお仁 i¥告1732(b))、 可務長官¥，~ 

合l的利用およじ待寺中4[1巾J["'z穏 llYlultiplピ 11吋乱i1dSEsl乱i~lecl vield)、ぴ)!忠則に

茶づいてカリブプルニア付/i~比域の資涼を維持し似主することをなじる胤

た (4:1LJ出C.!¥苦言1781(h) acd に違反すると王保して、を提起

し7 ¥ 控訴主主-flJ，:i( ~上、連邦1-TIF!{~lt令集刊スぷ:i'l [思11)条を引用しt.，

Iオフロード市が司lぺ の;t-;~i~;;響 (cùnsid七nllJ le ad¥'erse eHぜcls) を

づ1'<起こしているある 1、はう11¥起こ子ことになると当対}龍員と為古川j出了

する場千干の主主照規定であるお42.21R，l条に誌、ヵ寸フわずも州日職員たらは、

影響を'-j:げた地域あるいは追をただちに|司 jJt し I~: ;tれ ば な ら 公 い 。 そ

のような間銭lよ、 J骨，1ーを妨げるものではないー、しかしそれらの i抱は、

当局職員た九が、皆、影響が除土;~れ:再発防(;:{:、がたぬ戸れ仁いると斗 Ilf

しな v 喰えり、戸~1鎖対象だった型のオワロードヰlì 材して開放されてはな

らない(ねじ F.R ~丹芯112

...h政命令ぷよび土手引の閉鎖足、準;土:中邦所有士:iJ，政策干rJ聖子J、にぷづく開

合にはいつでも、そのような忠告;詐か'，;へ止されてきており将立ての再発防止決が

実fぶされてさていると出附するまで、そのような影響を引き起こしてしるタイ

/σ オアヨ ドホ;こ対L亡、子(!;J うな池J凡ベJ遊の走行を i古ちに;~-f;;.iーしな:けし

はならなし斗(行政命令 1~G44 ，;-[) :， l:攻) 次れら幻想~"E(ま うーブ附凶 2よ

tf!J岸公「司法'7iii:iにJJI;えて、川岸こと|中1でのオ)11 ，--l.-'"f'--flj m (院して;人J務長官。〉

五lLEを制限する J

l~J Sicr; 日じ;曲、仁lar~， はりど ~~d 促 6 (9thじi，.: D8，3) at 68D-690 

1711 ~lìJ、 SDi3 三::0 )1 6.:.2



ゎ主物取回i!...:i~~討にお :t る保さ 利l同市市金 12:1

絞め 4うな土地のおと無関係にJi&HJされ、われわれの1'1前の問:ill:(;.tゲ

ブスブ ljLクスキャ了オ〆への損傷がIIIJ:t-γご三ンの防銭を命じる“花

当村伎の:1'影包 (('on尽 GcrablcaGvcrsc cffcc-r:sI" いなるかどうかという

ことであるにl 、さらは:，，1 ヰ守~:: :~- ;. への指1雪山科皮;認して虫 l な争

点、明Cl'.t;il1CiSS~lC) がわj もないの....，""、守点の併iわよこのプレーズ ~Hl当

程度のヤl 影響(じOl1 sidε 日 blε;H~V f' r"t' t'ffρcb) Jにつ v、との内務ヌ行vワFh3

、訳、あるいはシヱラ・クラブのi拝、択が統計1'J一心?とドむるかど)かにか

力、つ vて ν ミる，-，~レ

l 内務長F1i:t， "111当程度の思 がたど区立当ご)の本準【pa~.cc~-by

]l山町1ba只i，，!に共づくだりでなく、 l寸ョ砂浜市u立令体としての状況では

白相当夜長の(consicl~:r2bl c) ，.であるかを判断することを求めると

併釈する c 可務長官は、そのような!ム;.，; 1~~:: :fJ悦、必安であるかつえア口

;~"::_-JL利用は 通切な場所 ¥Whel七 approprl乱り!で討されるべきであζj

という i'!! !G議会の見解を;1t~.ベる台本市法律集C3巻l781 'け 4 i条と制示日する

と王殺するυ1){i 

「シェフ a クラブは、 :)'1 務長宮内併3f:!~\::反対しと主張寸るぺンエラ・ウ
ニイ山

二ノノ;品、 8 H 1 円。〉持仁川香川e~llù:.an c.:l m} のなかで環境賞諮問

委員会(七Eω によって涜べられた行政命令にてル λての解釈がよさな敬

意事官、われる L、しかも環境手間安員会の解釈は同千ヤニマンの閉鎖

をおじる i主張Lたハこの主張l土、一つの地111で外れている一

主「、行政命令につ l 、ての環功賃諮問委nf~の解釈は、規則につ l 、て

の l人j 務長宵の解釈と l自 J ま~.:. !.王手持じたい ~~J互質日号 ιI~L1~ 員会の liiil売は

川村l、円程皮の(じのll:o;dげ山川町 (~ v寸文字亨が、この基準仁よって 11 、11

にぷめられる最も Lい、 "rô'[~ な Ü~設を誌flするために白 11 に解釈 ι れなけ

ればならな).'，と .lr!~マベえるけれども、“相、:'Î f~_1 立の"[1，' ! considerable 

ad山rscci[CClS，; "という正三が司砂1民地域全体)じての状況Jご、為るい

はJ;.CjiWをおノ主L ¥目白叶片山ifi::ba:-óりに ):Vゴいてう〉析されな ~Th

ばならないかどうかを三l附けるとは主張しなし'"さらに当認否、見存は、

判定の地域を閉鎖ト乙責れが'jklHt:b，の行現における彼らの'丈治犯緑、

。
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l州 口元

およ (y ';lJt~品のい l- t1 ic-v:rつund)' -'1犬訓につし:ての彼らの内:まの注目に

ぷづく"。現場で支任がある法判事とら'にかかっているこいうこと

を認める η ・

次;P寝泊質訪問長口会の権限ri、手l政命ノ?の実施;:-~~t る杭絞1 之j

審告、を維持するためのものである 石致命す11バH号、 81，0)条ぺ也方、

均務ヌ':了の終「Jtl士、 1 ソ υ ド牛の利!ijが，Aされるだろう i主}有力IJ，、お

よびオブ口}ド L与の利用が許さ;!ないだろう地域における、特定の地域

および逗につL でのれ改め指定'を規定するIJ!~I; を公布するためのもの

である J い?一、 3'，&'条n しだがっ ζ、特定の地域がオノ U ード '1利用に

tlして問f声されなければならないかどう詰¥およびとの梓)立士でかを，'11

:tiする裁呈はj大Jお長引にあるつごのょっ γ、われわれの敬意が;まらわれ

るの:立内務長官の円!:，:fgであるつ

シエヮ・クフブl上、た Jてえ悶政基準についてのま京境宍日間交門会の解

釈が"zSI2的でなくても、内務長官の解釈は当を?じないので以用ぎれては

ならないと宇技する、 シL ラ・クラフ:土、夕、的な資源松1占::叫すると

んなJ並j:q¥i(/)法牲も、 土活J0)生2王位お，;:cノ、if:一院の刊の恒久的な民間なし

¥Vid:uUl p目 1113ユピnL山 pairmellLo~ 1hゼ ~rùducLi も 1い f lhe lalld all~: 

3 the qll:Jity ()f thεe:1V::"O日 ;lent;"協合的利用を命じる、 合f朱長同I法去f伴主主h 策t幻

?巻芸 iη70似2(川〆川1ラ条長の慢千令半的和利l用j活益理命;社子Xじの勺 ~- "C;'は I巨~、I日i イ化七さ 1引1 なしい、 ζ プ下長1長全するコ

}ι二らの見角鮮半をさりに立Z祉止する毛古か、でシエフ クラブ(は土、凶イ有司J泡也の“1寸、必

生袋旺ある l斗よ3渇坦I皮主Cの〉質Cの〉低ト ('-1四n山】ど山:立l出e自ce目ss日a汀山Iれ¥'or 日nduedeg::ad己tiull)" を内

務長官が防くといっ 1主:i'snJI:~3 地ifkU~管」甲t去の 1にかの要f'!に日及し

千干W: 1 ， líね I':~長43 ;g; 173~(h) 条 J さら l 加えてシ Jーラ・クラア l土、 i主邦議会

が:;-1Jf.'!J f:更地践を設立 Lた時:二、内務長官に“将来の世代のとめに「カ j

ソ:;.i-;レニア砂進JII¥7(7)資淑を保ム!ハ現在お 4び将司之の平;jj]Jおよび楽し

み、 i歯切tL'場所でのレク ，jエーン 3ン用矛ワ口 l、中の利用券台めア、

にアゥ iγ アLクJi 工 シ三ン列ilJをもiE供する;-めの(口、山川町l、い

rihc C;:;lilonua c1 cscr~: icsourccs loi futurc !!.C Il C~.ati:)Jl s. and ~C ，)1"0、1(，C 

prt':-:'ピntaヨdflltllre' II只e'and enjoYI1lどn~， p日rtic-，llarl¥' olltd"qr re口出ltl()!'-II只どへ

ムれれ L~cli r:g thc 1ISC， ¥¥ 11crc applハpr:日((¥010江 ;0;0.(11叩 γcmion，d、d:lclcs)" ~~宝

1~7 Coえた~llS. れi1tiム son;:;.nd l...csl】 !日l;)r3n. 10， <l~ 9S6 

1731 ~lìJ、 SDi3.498)16.:.()



骨造物割固C;L公園における保"~展 示IJ刷ー調整 12:1

合的利用および持続的収穫管用計丙をfFらせるつもりだったと主張す

るコ合衆1"'1法律集43巻1781(a)川)条。シコラ・クラフは、その利川が持続

的収穫の原則に追反 L、再生四l能資源の生産性を%質的に損ない、環境

の質の維持と調和しないf晶子半に、オ 7 ロード車利川を“適切な

(appropriatc) "と|人j務長官カワEめるのは当を得ないと主張するの

われわれは、シエラ・クラブの見解のまじめさと影響)Jを高く評f而

することができるし、もしわれわれが真新しいれ板に存くことができる

ならば、ヰト別なレクリエーンョン活動のために便五をはかるために、お

令では買えない自然のままの地域を実質上犠牲にすることを許さないだ

ろう見解を好むだろう。しかしわれわれは、連邦議会が連邦所有地政策

管理法のなかに記した命令を無視よることができない、その規則につい

てのンエラ・クラブの解釈は、オフロードl車利川の全幽禁止に必然的に

帰泊するにというのも側々のどんな地域も、相当程度の悪53習!なしに白

山な寸ブロード車利用に耐えられるかとうかはヮきりしないからであ

る。けれども連邦議会は、そのような環境上のジレンマの解決になるだ

ろうとアピールしながら、実際のところはm究を与えることになるオフ

ロード半利用が"泊切な場所(¥'I'hereappropriale)"で提供されるべき

であることを認めてきたc そのことが適切性 (appropl川町ness) の判断

を、激しい対立の地域にいる内務長Jげの責任に大いにゆだねたυ もし変

化があるとすれば、それは連邦議会の再審議を通じて生じてくるに違い

ない。われわれは、この山法上の判断が行政計幽のなかでオフロード車

利用の使買を要求するという|人j務長官の解釈が、当を得ないものではな

いと結論づけなければならないし、さらにわれわれはそれを支持せさる

を得な¥，'0 

裁判所は、それが規制についての内務長口の解釈を満たすかを判断す

るために、行政機関む為を審斉しなければならないっパーキンズ対パー

グランド判決 (Perkinsv. Bergland， 608 F む1803 (9th CiL 1979)) に

おいてわれわれは、内務長令が固有地の行政におけるように実質的な裁

量を与えられてきたところでの、行政機関の事実認定の審去の範|叫が、

非常に狭いと判決した。…われわれは、{複合的利用"“持続的収穫"さ

らにどれほど“アメリカ川氏のill~.を満たすことが最も好ましいことで

ある"かについてのさまざまな U椋が、森林および放牧地を管理する最

北法SD(3. 497) 1609 [74J 



.j， 
l州

iZぴ)方i1、を主iJ怖lするために、何務長官のよ1f昔に帰以ーするこ炉をJ出馬 Lた

われわれは、守!l或の;λi5f.;f:iぷひっ13境Jj;fか/jJ:ニヨ尽守る行政機関

口元

は、恋t、的かっ1言如でさない(れrbitral可れndcapriciollS) 場J?に限:)援

される引ろ与と結論〆ゴJ7た J

カリアオルーアfよ民主似hj也j或百11叫に主主づし、亡、ノ?でi灯、コーカ 数の

およそ '1% (48万500(口一 カ 1がづ臼なオソ U、 ドヰi利川にメりして間

伐されている}ダブスプ ，J ングス巨体l土、同 {i'þ;:誌 :úJ戎のながの土地:~~r j]I 

局令迦j止のえっえ 0.025出を l十lめる i:"さ缶いυi:"i-;-J手当たちが、ダノ

スゾリングスでのオ )U ード '1 利用の域境上の~;手がひどしを J 認めるけ

れども、二れらの 23響は :CJも;1:良地域:j:: H~:、としての状況では "tE~手 l立の

(cor:sjcl(';abld' ものではないという内務長円のは、:~:~的かっ信

lliiできない、あるいは夜務を負わせる連邦議会に仇ってーセ務長官:二託さ

tしζ);;-; ~、 jilとらUJ)活用では0:.、 v ミV

第五節 法主体としての国家機関

日記立公凶に関する具体的なJ白山支の検討に加えて、凶丘公凶に関守る

I去七の+J~J'; も重要ごある「本1if;では、 立法:す、行政府、司法行了の芥討

に沿っし渋-Ri木とし亡の同家伐切の役市宇停認しごし、くコ

1 立法府の権限一連邦議会

[T-; '，'i公同08連法を守み山じ、廃11仁、コ文京するための山仕打7すなわ九

出邦議会の1在日i:立、 i叫山公開システムを維持するの仁最も有効なL手段と

いλるにろう) ~TI邦議会が;9lfゾに直立公国んj設問iJ、を引iJIi'.C 、 19'18イl

J) :::t.: i'r公l詞局設世心、t.;Zr l.íよ 131条がド:/公i司 vワ保存こそがト土リ到来l~O)

最も玉三要なイIi'むとあるごと手引らかいた予とから、;主河設会は「1皐:'0

議会f土台京「川 P 属す玉栄i也その↑[与の財産を処分L、これに|喝しピ、安な

一切の准則 J辺規則を制定ヲる権l災企有寸る]川 j と奴定L'Cいるstp王権条

lCS Siec'" Club 市正 lär~~ ， 756上お 686 ':9th Clr. 198:::) ，1e 690 69 ~ 

l川凶'1'民夫縦長代表 IU，¥SlC比え王首?典q 東京大 7山版会， 19ヨ3~-) 2~日{

L2i頁 J

l7fi.l ~lìJ、 SDi3.49(;)161)8
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J..w ¥prupo...'t川什at:sじ]によって1-，]，!.)される権限に慕ついて、 j2~;t: された

H 院が脅かされているI"'i有地内外における出勤を茨制してもよい l合沢

内憲法 4編ヨ的 2JR) ~ )主j者説会はまた、特定の円的のためい[ji]1;"，，""を

とっておく権誕も有する(1，:)J買j この権限lャド|ろ要件と L亡、

会iよ、これらのニ池が，û:~ ，:=;れた 118，に討する妨，*'に備え -c f~{ 設主れる

ことを保正する銀)jを有していなければならなし~このik}Jに'ん Aて、

197(j年のク L ノベ対ニ立}メヰンコ連日最高故判所判決 (KζPl刊、

~('W Mιxjco， 426 1J. S. .529 ; 50 L. Lじ2d1日) ¥士、 その上ろ~:~:I主主fiG芸会

に1Eねられる区有地;こっしもでの縫 Tl に帯Ij lij~IJ なしを j と'I'[;Jミして、立法的

。〉諸限が強大であることを明らかにしたご

三二ご、連邦;設会と法体系 (Tl1Cla\vì の関係をよ，)詳 C~ ¥凡てい'

うラそもそも連邦議会とは、法体系をつくる責務を:号、法】'"J守された連

邦政 ~J の JL?)、市門である、連邦説会は上|比 ωゼ lLHè) およぴ下院;

(Hot;;ieぱ Rep:"esぜntatJv出ノから成り、定期的な;主主長を迫 p て大〆ねー対

して安任守白うハ .!U'.'Jじの事柄については小 1が述利政府の残余規制棒以

(;"('.'sir5u-，11 pu1ice pり'w(-'rJ を保有するけれよ了も、窓口、の|、で連邦議会J之、

凶の問{tQ~.こ取り組むことを可能にする 4 うか、三j さ に平IJ''1''、さiしる

を与えられて矢/三。 1930iH~半 lまから連J引い可決T'lj;:rは、什n俸と

いう州の τ:~~(こえ J して、連邦権以が及ぶとい行連邦議会のiJ長井:支持 L

てきた 速+-1:議会(土河年もカげで、以訟は刊の領域 lみなされてし た料

済的聞社会[l0(:t-iJ或にまで述邦規制の影響を及:ますために、二iらの十h際追

認権限、日記!ii株F豆、支七主権限fにこヰ利用じながら、淫均十F現の純問主徐々

(-~ !t~. ':. fてきたコ

告を i1~¥ J:IT: +1'; ~h会に、国有j也およ川、百有資iJ~' にノ!k.;~ Jj~い権限を'，;1える〉

刻版十年条項がこの.j!{J';.F.t{ J) i:， 7}淑である コつまり肘洋経条ご'd:土行政計;!JLj

fはなく連祁議会いも JT京国に!高す 0'..~オ鮮 に悶し立要な叶千日1)と規

刻」を牛み汗ーl寸権限、すなわち1'，1右地を符在する権限を事実ト弓える

辺邦最高J北三Jj所:土、 i品。?fTに連邦技会内stp有権条J臼

11(， 1¥ober:: B. Keiteム， Keepi~に「己日 11 ¥¥'山白山町， Y~Je U~山 εrsity P~-ess (20U3 

al28-29 

'"ιog心ns.¥'¥:ilki:-;soll alld !A'shy， su;)ra 11.10以:，21

二日社5りは 49:J)lG(コ7 176) 
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H附 日見

解釈して以来、財摩権条頃が連邦政Hfを固有地の所有者と主権有という

附ノむの役回に任ずること、さらに“そのように連邦議会に委ねられる悼|

有地についての権限に制限はない"ことを認める見解の正当性を一貫し

て内確認してきた。こうして連邦最高裁判所は先の1976年のクレツペ対

ニ Lーメキシコ連邦最高裁判所判決において、ニューメキシコ川が自分

たちは川規制にのみ従うとT.張寸るにもかかわらず、連邦議会が1"'1有地

上の野生の均やロパを規制できると判決した。連邦最高裁判所はさらに、

↓"1有地および川右資源に影響を及ぼす事態を規制するために連邦寸法権

限が固有地の境保を越えて及ぼされうるほとに、財産権条JC!が|分に広

いことも判決してきた。例えば1982年のミネソタ対ブロック連邦最l士J裁

判所判決(r'vIinllCSO凶、 Block，455 l!. S. 11107 ; 71 L. Ed. 2d 876) は、危

機にある自然伺位を保護するために、連邦指定ウイルダネス地域内にあ

る州所有の土地および水域における自動半活動を規制できると判示し

たn

.Iffll出条項 (commerceclauおりのような他の憲法規定もまた、固有地

および同右資源に及ぶ惟限を連邦議会に与える。 通商条J).lの卜で連邦議

会は、川際通1i5Jに封5響を及lます民間i古助を規制する広い権限を有する。

このことは、同有地および同有資源に影響寸るどんな民間商業活動にも

連邦権限を効果的に及ぼすc絶滅の危機にある種の法 (Endan肝 red

Spccics i¥Ct) 脱走は民有地においてすらどんな保護視の捕獲も版制する

ことができるが、 I，'J規定も連邦通凶権限の広さを 'J、す 例である c 渡り

局条約法 (Mi即日t刷、日ird Trcatyへct) に関して連邦議会は、什|が各々

の境界内の野生/十物について伝統的に責任を負うにもかかわらず、口ら

の条約条項 (trcatyclausc)権限(合衆国憲法 2編 2節 1頃)を用いて、

水鳥渡り鳥のJTliiiや管理を規制してきた。そのうえ連邦議会は、 1"'1有地

政:立を碓立しまたは動かすために自らの説税権限干支山権限を用いる。

連邦議会はこれら多種多桜な権限を111いて、↓"1有地 hにとド態系特理政策

を確立する、もしそうでなければ止態系リ標を促進するために連邦規制

権限を111いるという、憲法トの権|浪を11する。

固有地に関して白部の上院・下院の訟員たちは、どんな改革案に対し

でも“jt台権 (veto)"に近い権限を伝統的に保有してきた。彼らはエネ

ルギー・天然資源上院委員会 (SenaleComr旧 II刊 011Er聞の and.:J alural 

[77J ItiJと5D(3-494)1606
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!な父uurccs) や資出1下院委員会、f-[u~JSC Rcsuurccs Cu肌 tlli ltじc) ~:: い J

1"'1有一地点U:について 次的に支?にをごミうべき j凶邦議会の長日会を 4市に支

配する代 i主デ!)~rt会 'C'ptf部外遊山議長た九は a 同イ1 州政;弘を hlwjづけ最ゾご

を守えるためi、監督公聴会、 予算父i接、歳出 j~算阜!JIl条三百ほか、制度

イじした特権を常:二月弘、てきた 他方、友部州選出品予貝たちは、仏k.な匡

山公|可やウイルタネス J)I骨ιJ是実じもに支持して主たc このよ，，)~;耳t ~-I) 

と西市の桐迭は、現ィ:もなお/jイ::-t-<-J ';もっとも、連邦政会に 4る刻示

的な是認がなL としても、pJl.cn連邦Eえ府組総ノ名干午理問引を採J，j'"、

E れらの点、別をだ行口j"七な7ミ然資iif，[fQ:民と L.C正当化するために快気強

くはたら主かけてきとという従緯がある l二法l手レベルでl土、

大統筒、 t~+lj所が、国有地および天然資源包涯に五11 がある つのギな

組総ごある n こ礼コ一つめ組総は、政資を和L))トげて実行する湾、:二、重

要どが相互依イ7内役刈を *1:'-9.- 11 :-;0 ぞ乙で次に、 J~f:f~:I~pおよぴ及44J庁に

て〉いてもはていきた¥J 

2 行政府の権限一大統領および連邦行政機関

r史手~u:i.rr，}' (j') h u計日|科;(;l、 i! ， を Jf~イ7 ・ る権限を主:法上守えら1して

1 、る :iJ:i去 l立大統悩(こi? F!<:十川~{を明確に付与し、大f支訟に l 法律が忠実

されるここ l情蛍 l"J-tる 手負わせる{合衆同憲法 2編 lnr;・
3主的、凶ィ当地について、大統領が 般的右政主主側ri:jを定め、内務長官

および農務長tfが特別政策アじ J ンダを判りー('y、|玉|有地行政機関がこ

れらの Fジ工ンダを履行することにワ v 、て点イてを負つべ活ここになる。

統治緋総点は、手 l政f是認ドIIXして、規則形成および裁決のrt純|剖;わた

る権限を委託する J これらの惟!とえは、規定 3 れる il、 ?~~ìf_ ゃ T続安<~I !::矛

行なくふ1'1聖さiしなHればならない。 1日79年のノヌ キンズl，tノふグランド

連邦治 9 ， 1 さ i口 1 ' 告訴l~判所判決、Pcrkinさも Bcrglar.[~， 60詫F.2c g(J引があ

らゆる毛穴でヨ訂裁量を Iyzv>込む、 Y 述ぺ式上うに、|ト|布地行政機湾の

なかでも森林局の複合州市1fT!規定 (lllultiplc-llSC1~1 仇 12ム un) が広範な統

11" Rcbcrt B. Kci:，cr，日upran.l:U..1↑ 29-<sl

m Id.， :ll 28 
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1台組絞í1、の9t )I~~~ PJ:Jてある〉

.j， 
l州 口元

ほほキての;主主:~~T政機関判断が、政ィfi支がおよびnJ~土古企にf:ú ろこと

に丘三sr， ~íJ 者三{土、 i主デf> ~rt会によるこ予算わりあ亡、 lJz山予算迫力H粂 l豆、

互立ちl公聴会と ρ った子氏が;iJいられる"{立さでは、 11孜子続法

¥:¥dmil1istrι1I VC 円(河川 ~jrcs i¥ρl: .¥P;¥) および関連i)が行政機関のT

JtをドIf'U安心日や出 i付?な許企lニfJして#たコそこ¥い:土、土手呈iJtr~ iIX: C'):~哨知や

コメ〉人情報開示義務、情報公開宴ヰとのほか、九P，¥の司法草査基準

にかかるン r ヴ門/述議 (Cln:rond山 t.J" i lH~!が，iJしミられる〉このシ r

ヴロン河訟は、 1984.:.'';:のシ ιγ 口ン丈Jフミ杭資 iJ;~[I~}j fm'::}~l~~ (Naturall¥c 

叩 IIrc同 Def叶 二 日 CO"clI:.cil:Nf<"DC.! 述邦ぷl可決，'11所'[1:決 ¥Cht円 rOEY 

'i;mc 467 U， S， 8:l7 ; 81 L. E(:， 2(1 (94) が、連邦議会jア111;かj主うこと存

意同 LないもiII ifTll裁:'Jj JJi~ :立行政"j~~i誕の法院事((:敬意をは片わな， 1すしば

なJない旨三Jj;j、したこ tから確立された， 1"; ，1 モ言fリに~;:: .r)て、た炉

や言弓Ii法去の7ft千規児があるとしども、 j主:r，行政伐|討はなお、r;"，の政策アジェ

ンゲをためかう実行するかなりは;誌な自由裁量権限キ有する r

主邦官f岩波小品以外では大統領が、 l下右在政策を方1:'1つけるのにJH¥ミて

よい、手戸空与な権限をも C) 法邦政川i丁投機関の以として、大統計H土法手目

討 j~γ 所有者の具現であるロこの事実を用いて連邦よtl' IJ 所 l之、大f左右ti に~

i jの撤1:"1]権限切i:J;rir:1.¥o;alillltLnl'ity) 守授円、大統領は同心地および

凶有資泌をfスF芝するためにf設!πllAJiを七使できるこ l になった タアト

ノ人統íì~~{ (WiEiam II何回dTa~;:; よ同家戦略石油資{除が民間所有に渡る

のを|坊ぐためにこの)，統領獄l口111'現を用いた|八七 t1，'"'1‘;レーズベル

i大統鋲 (Thec:don.'Ho:")se¥:elLjは19U3年γワロ jグ川ベ jカ〆己仁お

め仁の国立野生生物保己主区を設立する }ために:";"1J権|浪をrllt"，た J

ハ+剖:;長士、もまた、大統制に '，iの J故国権 Ih正)~ぴ ffi iF主権限

¥V，::1:1dvzm21 2nd rc:'c.C 川 aUonPO¥¥Cγs) {(委設してきた。ごれらの権限は

しばしは¥1"1右地のiむ刈を並りかえるため:粒極o<;:<:):Jしミ勺れてきた te

私的にlム 1891，!の一段修正法 (GcEcrall¥n"isiun ;\c t! 、 l 的6{;"~ (j) 却保

存法 (Antiq川 t出 ACt)、 191り;1のピ今ン lィ去 (Pickt'ttAcつ、 1976.Jfo)連

邦所有地政恥管浬i土(Fcc!c;1.1LZJ1Cl P:)~icy s.ncl l\:~a:l:lf:T::1C" ni 九 c1: FL'ヘL¥J

11:、品山武河・前十同 lH:3)3つI.n

l7~J .1 ~lìJ、 SDi3'49~)Hil)~
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がそれぞれ、 λ統制撤|口l権以を長けときた J ハリソン大~:;c伝【 fkè Jl jι 1Tl ll

lla~:ri日on; 、クリ ーブランドノ人手充 -ít~L (Crover Clevel::u;.d)、セ三ドア・ lレ

スヘ;レト)，統領らは a 連.i'~森林i法投宍 lノ、I に1fE5000ノワヱ カ 灯、!のrF:

有地を設宝するためi一 般修:-，j'1:で認められた併保権限を)lJcけ、が、ぞ

れら fょやがて匡有林シスァムに:JrfJ;IH*允己 εれ

大統似た i:jはまた、傷つ主や寸l、場所や資泌をド，[¥'/μ己念物公開として

f県議するためi 、I_'J物f投打、まで認められる?品川権限を用いてきたl ブラ

/クリン・ルーズ~<)v卜大統領(Franklin D l~()()~evdt) 土グラント

ティートン:IIFi::(Gnmc: TClOll rno l.~nÜ~íl今司清けを 1~01k :_、カ タ 人

(J im:n)仁 ζìrter) はアラスカ↓I'-i イj えリ~ CAla:;ka :.J:'ctioEal Intt'rest Land只〆

を保護Lたしク Jントン人姉L領(BLlCinLo:1) (，土、南ユクナH~j fJ'の 1菩〉

きやす uミ土Jm'F"理局 i B!入o 所有地を 'f*~聖 L たc

さんに辺宇1;壬有地政Jム管I小J、(FL~) l\-1 A) が大統領に明確な総j~1権限

を与えたので、問えばケ"ン:ン大統おはイエロ ストンfT.-i:i:?::公凶

()，C]]OWS10;'lC Nailo:1al :)ark) に隣桜する国有林地で探鉱j古:[0)をさらに

進めるのをやめさ明石子めにこの撒:clt1i.1浪をみれ中

このよ与に大統計q土、メ応接凶有地指Aーによ J、て L~:態系泊三千 7 ジゴーンダ

を遂行宇る三めに、援々の大f完治撤回十川~(を干'i用「ることがで矢るl1G

3 司法府の権限一裁判所および司法審査

~+主山政府 7)寸士山内 lよ、 L をjf;YT~τ ることについ亡責任を負")合沢

内憲法 3編の?で連邦司法持阪は、快の半十々に加えて 1主:i'SI叶偲ぞ 1主 i;~

政府 l-~ j-IJほ汗がぺi打者として関わる ]:1午や争訟 Lいc;::剖芯ど的公〈川r、山tり川J

にま 1でU 及ぷ 1防S羽Oω:i;-可lのマ一ベ 1り)一対マアデ守 J ソ/連ナ列b最高必紋司1軒4刊一メ河所i半判11<'渋主

(Ma目r計i凶〉川urηプコy、M孔iι互a以1l吋di凶SリE巳令 5 LリJ.S. 137: 2 】 :こミ斗d印ω!打) のな刀，'ぺ~C'じ守寸干初3 めて I明も吋J' 存に

よ川泌バ屯斗べ

法治か、つ公ドな以済を!片1Iいてそれらσの)1刑F辞[哲似(を実方施Eする1権主|限2虫之を円1るし

lD701'-tーイt初めに始まった 速のま辺境訴記事ヲ i)~においてJ~宇:'最高裁三Jj所

以、環J立 l の ;~1f 利封書に苦しんでいる当事者はそれらの浸d占について司

法救ifoIを求めても Jいと判決しな♂ら、連邦裁判所への?ク七スを制御

111'、 RobcrtB. Kciほr，"upra n.1 : O. ztt 31 ~33 
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するあいまいな当事者概念を!ムげてきたつ関連して裁判所は、行政判断

を審査するのに。厳しい審査 (hard)ook) 論を採川してきた。このこ

とが下級裁判所に、うもわれる行政機関行為を念入りに審l'H一るための別

保な梓阪を守えてきた。 1954年のブラウン対教育委只会連邦最高裁判所

判i九(日rownv恥)ardof Education、347C.S. 483; 98 1.. Ect. 873) の人積

正日Ij搬出遅決定以米、ゴ主主1;裁判所はしばしばこと訓11かに連邦政府の法辺守

を監視するという肉らの救済的なエクイティ上の権限を、徐々に白発的

に行使するようになってきた。

これらの展開にともなって、国有地に関する司法の役訓はノt::持して

いった。初期の訴訟の多〈は、ド|布地および↓"1有資源に及ぶ連邦権|浪の

範囲を審査したc けれども近年では裁判所は、連邦行政機関の権限を規

制するために、白らの拡大された司法審先住|浪を活川している。 1970年

代初期に環境訴訟が初めて高まっていくなかで連邦裁判所は、森林局の

皆iJi:実施を主主止し、アラスカ心泊パイプラインの@;設を阻止し、土地管

理日出LM) に国家放牧宅業の見直しを迫ったじさらに最近の判決で

連邦裁判所は、無数の伐採殿内、政牧、鉱物リース、その他同有地に影

響を及ぼす資源決定を見直しかっ禁 l卜するために、国家環境政策i土

(Kational Environmental Policv Act :'-rEPA)、絶滅の危機にある種の法

(ιndangered Species Act: ESA)、その他の環境法を積極的に用いてきたじ

連邦裁判所は今や、固有地および回有資源問題に関して重要な組織化さ

れた存在になってきた。

当初から司法審斉権限は、論議を呼んできた。連邦裁判所が、 1去を解

釈するよりもむしろ法をつくることに傾いていることが、長い同批判lさ

れ亡きた。そこで司法の立法傾向を防ぐことを志図して、シ L ヴロン用

論が連邦最高裁判所によって昨Jされてきたのである c

ともあれ及判所は、固有地上の生態学的管即政策を促進 j一る際に決定

的な役割を果たしてきた。明伴なとド態系特理法がないにもかかわらず裁

判所は、生態系に基づく l改依イニシアテイプを促進するために既有の法

をJIJいてきた。連邦議会が↓"1イJ~本特理法 (N坑ional Forest 11anagement 

i¥cl: NFMi¥)、絶滅の危機にある樟の法 (ESAj、国家保境政治法 ('(EPi¥)

といった寸法に徐々に規定として組み入れてきた主準に依拠しながら、

裁判所は土地管理行政機関に、百|困立案プロセスと事業レベル決定プロ

[81J ItiJと5D(3-4以内1602
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セスグ〉ド:，J方で生態年二:¥'を考慮ーするぶう J11じるぶうになってきた 11'，'

このよろに、沖邦議会、大統領、裁判所と l寸ーワのI"i家機関が、 J主

fJ地ちらには[T-;'，'i公同管1についての法:体として、桐 F'支イf的;こはた

ら〈の>(iJ!)るコ

第六節 小指ーアメリカの国立公閣にかかる現行法制度の限界

アえ 1J の々「下す公|京iシスヮムは、各くの日然保護法:liJi二点えうれてし

る 1016::trO)国JL公図[}設者泣代以io:nlPark Sc、icc0↑同nicl，¥d) 

にf(;ぶされゐように、合1[，1，1白糸保護圭のと''''史のなかでも j+:;'1公l吋持法

法の蒋どは古い また、基本戸間括主 (\f?，naヌ~:mr r. 1 Policirsi べコ)g邦所

布地政策持担法 (FL，Ptv';J¥; (ご1Juえいさまさま会イ子衆1'1日然1!t:、議法1J':

国立公園関連想定をもっこ i:U先に検討してきた行おり-("ある v

近時の匁向とし亡、r;1_::C'L~ I~~ を台めた同 4，肱 [wblic 1日 nc1)でのオフ

ロードヰニ利用主規制する規定の格帯i汁3言さ、がれていることが挙げつ j;，るだ

ろう 1'1右地引はをめぐる :$;:~fの訴;i:I~ も、コi アロード軍事jH1 に阿寸るも

のが非 Iこ多いu さらに、ウイ jレダネス (wilde:"neS:-，)においてもオフ

口 ド平利用のJ首力Hによる係却!なダメ ジが問題になっているため、同

心公開に含まれゐワ/ルダ永 λ 地域でのすブロードlj;.利用規制j弁論イヒL

ていく必繋があるだわう〉

長i;のアメリ -jJ~C' (よ、同\'，r~/j'~1司システムが資泌管理江、\:-J at，Ha~ Re 

sou rc仁sL;:ny.l あるいは 7J<.l:式 ('\~'iCat川]川、 l とい。 fニI士分gi}ごもをわZしる

ことが一切k(-~ な :1 コつあることか句、従去の i霊境J士ゃ自然保護法;:-}JIJえ

亡、今絞U:-72:(7)資 i)~- 管;!IIU、からの吋ボードカコ'己完 L ていくこ;が期待

::; i Lるコ

もうとも、本主主で検討しご主た現行法制反だ:?とはも現代の悶 ¥i公国

を取;)"導くさまさまな間短:十分に対処するこ Y ができな t'いうの

も、国立公主][}p笠間ワ制定からほぼ一世むのはりに、国立公園をめぐる

刊誌は大i~，設かっ総主主なものへと FiEわってい J たからである c そごでJ宍

草出土、具イ対7 な国 Ú~.'1..;~霊事例の研究を通 l'ζ 、国立公闘の副l たな

ll:- Td.. .1L 33-3/1 
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管J里子法への糸口あるいはその方向性を採っていくことにするつ

*本稿は、平成16年度 平成18作医科学研究費補助金(主主幣研4先 (A)) 

東京大学(研究代表者:金芥l"J之) C公共ポ業コントロール法と|地

利用規制の連捺」の成米の一部であるとともに、北海道大学審斉博上

(法学)学佼論文 (2008年 3月授守)の 却に補筆したものである。

[出] ItiJと5D(3-488)16以)




