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7守造物司'1日1L公図における保謹 利用・調整 (4 • ~7乙 J

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(ji]Agenda) の採択

左右五節 小括ー凶 ν公凶ンステムの位置づけと 6保護と干IJ刷!ジレ

ン7 の育局

(以上、 39巻 2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'v13nagcmcntPolicics) 

I 指針の内容

2 手IJWIJ

第三節 連邦所有地政策管理法 (FcdcralL8nd Policy and r-...JanngcIllcnl 

ActトLP¥lA)

I 法の内平年

2 中JfYlj 

第四節 ての他の主'~な合衆国山タλ保護法

1 J且/1自扶法 (¥Vildcrn同日 ¥rU

1:1 去の内作

"2) 判例

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

川 J去の内有

(2) 判例

3 絶滅の危機にある稀の法 (ιndzlllg出 eclSpecies ActιSA) 

U) 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Jiょの権限 大統領および連邦行政機関

3 司il，l!tの権限裁判所および司法審存

主主ノ¥節 小括 アメリカの凶立公凶にかかる現行法制度の限界

(↓ソト、 39巻日号)

第一今平 岡丘公園紛争の村守ユ

お 節戦阿'1の対-:ro)当事者構|ズ|

北法SD(;;. S:B) 2841 [50] 
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1 内務也、同¥r公|判);0 (NPS) 対農務省森林同 (FS)

2 国立公園局対1同工業者

左右 節戦後の紛宇の当事者構図|

I 阿ウ公開局とi也の連邦官庁とのあつれき 森林同および土地

色理局

U) 阿古公開吋と君主林向。〕日別手

1:2:1 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域のオフロード軍規制J

(D 土尾市lの↓人j谷

::g' 刊例

2 ナH行政機関および地方自治体行政機関

3 地域住民および般閣 l装行

4 遊覧船業者およびモーターボート業者

第云加 地域の同然保護自 Eとの詞埜

I オリンピック凶、7公園 (OlympicN3tional Park) 市民運動

による自快保識

2 ダイナゾア凶止記念物公凶 (DinosaurNational 1'vl011Ument)の

エコーリトーク論争(EchoPark conlrovcrsy) 自然保設同体

の台頭

3 ヨセミテ回ウ公凶のヨセミテ.口ソン地士城F点t開発言訂ITI画耳(げYり川S肘ε川η11111

LcペJ)(仇凡川JgeAr刊ゼ刊"口引ゼ凶山10叩}河巾刷p日陀n叫tPlan) 国立公園主鍛右7定t百計十両紛争

4 コロラド川基本百|幽(じoloradoRれ crI>.1anagcI即 ntPlan) レ

クリエーンヨン紛争

3 イエロ 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」ンヨシ紛争

第同出小話 国立公図紛争の当事:r;.構図の複雑化

(以上、 ;')9巻4号)

市阿章 何有地および周辺民有地の自然保護規制

第一節 山然保忍規制の根拠となりうる法理論

I 公的ニュ サンス埋論 (publicnuisancc r1川ln山)

2 公共信託期論 (publictrust dodrinel 

有〉節 民有地 (priは lcInnd) における自然保設「法

1 土地収用(刊"nゼntdomain) 

21地取得(landacq uisiLion) 

ヨ 時境保存地役権 (ccms(円札lOn(山 crnCIlL)

川i オーブンスベ ス地役権 景勝地役権 (Scenicιasemems)

I:，tl 't~ ブンスペス地役権 農地地役権(Fnrl川landEnsc11lcnts) 

]
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7守造物司'1日1L公図における保謹 利用・調整 (4 • ~7乙 J

1:，3) 't~ ブンスペス地役権森林地地役権 (Timbcrland E出 cmcnl公)

11:' 向然生目、Jfu地役権(1¥<ltu ral Habitat Easements) 

1:5) 凶t;アウトドアレクリエーシヨ/ 教育用凶 1.:地域保護地

役権 IE川ゼmentsto Prot削 tLand Areas for Public Outdoor Re 

creation zlllcl Edllcation) 

4 1:地{円d{; (1ancl lrl1Sl) 

3 土地交換(1and円 change)

G 事例研究ートゥザヤン 1地交換(TUS8Y叫 LωdExchaI叫c)

7 Jfu方ゾーニング(localヌuning)

， 1) ラソセ/火 11I困立公凶 フノリ yブスイl油会担 (Philips

PCLro1cuTIl Company) の地熱エネルギ)開発

(2:' グランドティートン凶J.L公困 ジベクソンホール Uackson

日。1c) でのスキー')ゾート開発

(3) 結論

左右一節 ウイルダネス(wildcrncss) の管理

S.40B ハンフリー セイラ)法案 (IIumphl門 SaylOl-Gill) 

2 S.1176 公跡公 ¥h四 rings) の立つのテーマ

:1 S.3619 両院共同決議 (concurrcnl1山 llulion) の要請

4 S.4日28および S.1l23 内務省および農務省、の懐柔

第凶節 新たな管理 f法をめざして

1 大イエローストーン ヱコシステム (GreaterYello¥vstol1ぜ

Ecos.yslcm) 

11 ) イエローストーン (Ycllow札 ooc)地JAのヰ+性

(2i イエローストーン火災論争 I¥ellowstonefire controversy) 

のーヮの命題

13:1 イエロース lーン地域における利害調整問題

(4) 凶ν公凶同と森林局的協働一大イエローストーン調性委員

会(r;了同t引 Yelluwstollゼ Courdinatin只Committ明C:YCCJ 設置

と“プロセス (process)，実施

2 地域協働型の自然f~誰ンステム

l 川地世域協働]叫且の|川|げ夕扶人保i護蔓システムの必法↑件T 
l巾叫2剖) .I近止時の因有地d晶有争Uの〉三つCの〉対Tす7九勺.'

(は山3釦l 国有J地血:論市争の嗣新Jたな対立点

3 11木の凶立公園への示峻

第冗iiij 小i'.!j 自然保護士Q市IJの新たな方向性

終草

北法SD(;;. S:U) 2839 
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*牛込丈巾の表記について、[ J内は引用)(献が補っている部分、

内は筆者が補った部分である c

第四章 国有地および周辺民有地の自然保護規制

国立公園紛争の多〈は、国立公園用地である固有地のみならず、国立

公凶に隣接する周辺氏有地にも影響を及ぼすことになる白然保護胤制を

めぐって生じるじ自然保護規制にはどのようなものがあり、またこれら

の胤制lにともなう利許制整はどのようなかたちで行なわれているのかc

本早では、国有地および刷辺民有地にかかる種々の自然保議規制を華

料してその内容を似解するとともに、これらの胤市IJにともなヮて行なわ

れる利害調整の実態を確認することで、国立公園の新たな包理手法、さ

らに自然保護の法ンステムのまI1たな枠組みを採っていく。

第一節 自然保護規制の根拠となりうる法理論

アメリカの国立公固における口然保設規制]は、公園隣接民有地や公図

内民有地の私的則珪梓にも影響を及ぼすため、規制を支える法理論を確

認しておく必要があるつ私的財産権にかかる規制の恨拠としては、公的

ニューサンス理論と公共信託理論というてつの伝統的な法理論が与えら

れる η

木節では、この一つの伝統的な法理論について、 1"1;'公岡管理におけ

る両担論の意義と限界を明らかにしていく。

1 公的ニューサンス理論 (publicnuisance doctrine) 

ド111:公1*1待理を:主える法理論として最初Jに考えられるのは、公的

ニzーサンス理論であるハ公的ニコ サンス理論は端的には、生活妨害

排除を訟める理論を意味する。不法行為リステイトメント第 2版

(Scconcl Rcstatcl1lcnt 01 Torts) によると、公的ニzーサンスとは「国

民の共通の権利に対する不当な妨害 (unreasonablei日terferencewith a 

righl common lo lhe前 neralpublic) J を意味L'、しばしば“止活妨害

[;)3J 北法:i9UJ・5日})28:l8 
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とも訳されるハつまり 般に、公共的な権利の行使につしものé-~うわしに不?と

を泣い、またはj'i主を，f::.tc ずる J うな l1' i~ ・不作為は、公é<;二ニ?庁シ

ス;、あたる 2 いったん公的ーコー?トン人7F認定さ"ゐと、公約二丘一

サ J ス坦 p~iì!手続出主:、主按0<)1-J動干裁判所命令、あるいはニェー什 J

スをヲ 1き，26ニL-(\，'\~手当事さに対する強制の~ "<J~;(~かを通ピ ζ、了ゴー

サンスを弓15士ずる+t肢を与える c [:jらω+t利が十ミ r台ーされている]，，];立は、

小快な活動千禁:トずゐ訴訟や提起しでもよいu

戸立公凶の手I;J+-;i){~主ての人々しi) 共送の権利だこ J5'えられるならば、公

約ニ引ンスF日言者しI)早々邦政府にとっ工、国立公図利Jf]者たちのがまし

くない活動を Ilii]:Ij-j一心訴訟を j!\~j~-~ 子るための論拠と 1 て、民主論 1ーだJ 都合

のj うにも官、われるししかL、足升;伐府が~S うしている公的ーニ ~-lr ン

ス訴訟、すなわち公約二一ユーサ〆スに主主づく県f.:R8fc{請求訴訟や1二止請

求両首:l土、ほとんと存rcないと合連邦攻l千l士、 j中子日所有±旧でごコーサ

ンスをワ l主主4二ti舌ヂJを禁;]する惰限を常に千fL..て主た?乙もいわれる

明1:1な権限があるlもかかわりず、迷和政府が公的ーユー叶ンス訴訟を

縄返 Lない最ノ((j)均Ir : ~士、 (L1r (d\~f仁川りの仮イ上にあるべそもそも公

l均二 l 可ンスが成、Yする丈めには、不法行為者の測に中にJ;，i首がある

ゼけでは小 17士であり、百上えの石された法当~~在干lの浸;ふ(キリ記::'t る必、

苦さがある二そりうえ泡邦政府がーユーザンス訴訟そ提起する場f¥民

間土地州!有有力会従起するi品企よりも、被吉が刑111Jぜきるt/t:-yfがかえって

より多く存立 jるυ その結果、夜告は異議 (O::::jt'CUOE) をより多く?を起

守るものと t、われる(; jt:~ 点、淫J-ß~立 ilt7コ言、二←ドサンス訴訟の小法行為

者とされている者仁片してv暑くつもの抗!l、を利)IJできる "J詑性は|分で

1 f((討伐 cn: "n~ S\' C( J~;d け TOrl:-; 82_ls九97引公約一 r サンスの定誌は、公共

の健康、安半、モラル、平和、快主語、 R11官、での他広範かっ多株主~~:じ、権を包

合〆に当 7二つ

(1:， ，弐近戸アメ lノカグ)1;境保子要人大学l泣己 IJ1J会、 1992年、.J441同 J

2 連邦政府が阿守 Lてv る二ェーセンス訴訟は、公的二工←汁シ λ理論 rニーも

むしろ私山ニ ι 手ンス IÆ論を主占Lベ0:こ扱っとき l，~ () N:，.tlE!l L. Schpg. F'l円 巳1

vJ.-::;ontsts vs. 1(ecre3tìo~tsts iム OLlf;'-IJ.-::;onJ.l PJ.!与S.¥Ve当t-I¥orthwとstJour~，J~ of 

::i o \， :jonn 日j~ '-ll L乱w& Policy U主主)¥' cl山 ou:n.1，ρl~)9 ， fr)じLndcl i8 

Fl ::;~U，主・市おけモ~; 441頁

二日社5り(仁 S:?D) 22_'>'7 LS4] 
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はない、ととえば、:iA子バ土fF;の公 :I¥J二 1ー斗jンスみ訟CJ)徒起に文jして、

被告:止、そのような連河口t府;:，li動は不渡切である、よ主邦制定法.)J1引の

差別内5当者iliニ相当する、平等深謀長;;t CP::qL:，d Prot('('~jon ClaL:;;r，)に基つ

いて連邦政府t 号えられる権|浪を越える、な}~" ~こ _~.9_二で主るのである、

このよう[二 よる公約ご寸ー引ンス月前の{両府には目l!iえがあるじ

また、 1"1;/公阿部?争の多くが["，-[¥'/公1"1内I己h十T. (inho;rling) や[:，，-[¥'/公ド1

l記入品民有地で生じてい£ことを771ちすると、公的ニュー庁ンスHl!iTrJJIv勺活

用はますま寸凶王手と JよLわれる

2 公共信託理論 (publicIrusl doclrine) 

特に同 ~L ì'与 J~~ 公!5li (¥atioll討 Sf'2shOl引のd然保護や図ろろとする場

合に:土、公J、fl l 託料治もまた、 rq立公回答洲のr革論B()+RF~2 ~ご活 ìTlす

きる c 公共 'f~己主想論とは、 般的かつ抽象的には'i-Br>ebをその他 むの

|地とノ~((土、 H在を白する作穏のナ・ n治体のrtl(によって、 校約な

利益のためlのみ午:J;弔されるべく信託さわている{これらの資源のもコ

ばら私的なやE;干の工:めの完封jや処う了:土決上じされ、川お t()f山治件、!;工、 jコ

それらが10;持所有者に譲渡された士号台でも、そのl=t~廷の千F 1:を規制す

る ~lt.波小1iJf:定な持阪を保~~~"tる、とキ指示される"と長現される J~論さ

あるノ，!~jt1~託ミ重論の基E雲寺なす前提;土、

連邦改正Jが?〆)カ凶Rのために、信託1一国有地を管似するこ>

これら の地を . :)もうとする述邦説会の村阪を、司法審査でき

ないこととある¥

公共信託逝論の射i~ をめぐ"では、 1止青からいくつかの間思止が指10

5れてきたハ第 に、公共信託:こより 1桁止される区域や場所的限界がl日

らかでなし hことが卒、りやられるコ従来の王国諭こJれ(止¥公共i百戸(J望日告が;両

用されるのは口j占tAてつ主とその|、の L泊以じ1sa:1d)に限り取る九市 l、

保護される公衆の平:J:~

" ~aLh江n L. Sc以式会 :V江 n.3日158--59

1ι ~t: J宣目元 (ì十日 [開頁

~ athzl11 1. Sc- l~ε丸 S斗P:'" n.3. 3t 59 

お担 L 、出荷、 ;>，~， '1J'(}) ナめによ元 Hj-llJ.を凶行することは認めりれるつ

l~fiJ ー ~.Û、抗日三2S)283fì
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l手、:í~~JI，>f:j"Z-f: [.こょっ されるのは航行、ょ開高、涜労にi以られ、水浴

その{也のレ夕日エ ンョン N~動 i土台まれないという"坊をこってきたこ

第 l、:を託苫すなわち 公共"の範同が引停となL、に

I下iすノfと|京i特述Yぴ)t>>i: {P;では、 つの支みが公共 f~託埋f請を打[Jil;:j する c

第ーは、連邦裁判所がくへ?l地と水没しうる土地 I，SII b九1('1ヌcdaムldsub 

~tr"ib; f' [and;にのA 公共イ日正J回論をj高111じたこと三ある。このことは、

湿地 iヤ沼沢地以外での同JA論の援用が肉難であることをさ吠7之"第

一(.:t、運河裁判所が、連邦議会をI吋l右地のよ:託高として認めてきたのに、

この受託手干の1mj立が内部l';irZ民に荷，i~rぢ義務を ~~~i ことをむしろ認めたが

Lなかった二こである。したが"1 亡言!?士の沈黙が、公共イ日

公開紛字解決手段と Lて有効にはだらくのぞ制限Lてさた 述邦議会の

立法がな('-rtしl工、厳絡なfyl市Iji土w耕一である r にもかァトわらず、

思議が直立公図に姐1:1 されるかど弓かは!汚~'~-むなか J た c しかし 19'10

司代になると公共イ二一f洋諸が大いに注戸され、注釈者た九!土、このよよ拾

が達部職員 l 沼恒的表務在認すと宇~ifZ -~たに その三訴を連邦裁判Ij!，ijfが検

討したのが、， I1 ソピウソド目立公主主品F:r~告書一審判決!干してもl:n Iつれる、

197~1 .f.f.(/) シエラークラブ対内務色、法邦カ lJ "7 -~'-- ;レニア管|メ地お裁判7守半'1

封、 (SζrraC1:Jh V. D~:p2r::lllc口 t of O(、I坑 cnor、:)76F. Sclj)p. 90) 寸ある円

Lゾ lぐ戸ッド::Jij¥'-'公開(1<('ci ¥'/()()ci日aj-j()【:，:11Parl，)でl王、只|当」製材会

社ぴ)土j白上でI'J?d:h1した/、弘!A望な伐採活動が、 IJ戸Zくがうまく vづミないこ

t-:;... 
」一 こいう市:んな問題を引き起こしていたっ 1，判決でじユラ・

クラフは a 人J務長'þj がカ ι)/ ォルニア州のレッドワソ~'~ \'l_i~悶

しなかったのご、 ["j[J，[;'公開のノえたの J乏託者と Lての七片の義務ド l主反

していると主張し に、これに対 1"'(地方裁単品'T(よ、 lわれわれは、"/，ミ図

叶 f守i 弐壮戸;Jl~ (i'エ 2) 168良c

1::市抗出;-;rs)，.l ;こは、浪士~I布市 t~J， (引はll(:日;css) とたくさんの魚類 :loLS

ot tIS:'t'S:ふもとらヲという 勺のええな岩味がある 11:つにも、主首 \1:\'e;1~oc:{)

にJって右益であゐ ぷ近は iZ也の/:怨弄{問、l叫 ir;，l巧 ;:'LrElJ i:重要な，[

L~系了 j ア \g~- t::' :ré E' CU~叫 cal 山間 2: L-'C乃治在:t;;力い、則fj'が，1とま )--cいる}

こづm"hHill TO¥.:.ts新ιよるケ プ?ソ kへのy、イラ j トノ{ハツアー “じむ cじ0じ

'2:X( nniOll 之氏ヨ"fs月) ずのガイ k説J刀より J

"岳1::jií~J主・市持行ヱ 2) 2θu.rt" 

ポ;詰 5り(仁 s~n 2;';，'>，5 1))6] 
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境界内の森林、土l義、小 111 に当然ヨ141 な 1 な保訟を ~J' えるために"

“公|斗周辺や公|呆|内の小111に作ぐ流J，I(のt:tilUJ町布itlちから f地の利

権争取1-~r ~/ (J:cquuけ、彼んと契約ゃ協力協定キ知ぶ 捨浪者内務長令

1，: -q-えている川市:J三 ìt: のお:..:~ 79(' (E:':I栄一())文百が 公|京|の保護 i と j ご、!~í

然i記委主、円きにはいつでも、自ら:ニ与えられる特別な権限を活応する法的

義務 (jegaldutyi 合内務長官に認すし、そのような作誌の行使の時期、

場所、詐納 1，'問 L て 1人j務長'1;'(ソえられるどれ J うな長量も、公~会保

二をするために日らのfっ託義務 (tr'.JSLohlig，uiun) のみならすりJIJ;-El:土日件、

によっこも ~~0Üる自らの最も市民な法的手長引こ 1ft'¥ という詩以であ

るにz 二えt~べて、同 ìf 公団対日}.ui i広おぶびレソド rノソト「苛立公1;;1法

U(日川ハOぃ.:\，-i~:onal P:1fk ;¥cL 16 C:.S.C. 79bしり ，79c(くし，7St'(ゼ:j は t~ft

長官lこ、[1'1立公図の受託者tL"( 行動する積1i]A，BY立務を品1と判決し

.?ーのお、19'/8ijに国立公i謹J吋設岩iJゃいなiとされ、内務よど[llt公国内yげ〉

脅威から伺立公|到を保設寸る義務があるとぎれた (12-1条)。そこで、

公丸信託!ーの主主将が、王]Jl. 公閣;-:j設置法1;;どの法別{工 i ーの義務と区~Ijさ

れる滋立の技あるかY ろかが間J宣rなうたへこうし丈なかむ、 19RO

{lのシ.::r.:7・?ラ マンド lJ_"1 ス法邦地主裁判所判決 (Si目一仁iub

¥'. :¥nd、t;s.487 F. Supヮ4生引は、尽な公悶局設i官1士11'1八j務長官に干りか

符dJ:な託者(1-.1':lS::f'(-') 義務奇市すのではないと結論づけたっ原告

らは、凶立公図InH止許ihが|ノイ持長官に特別な受託主義務を楳"と主張し

たυ これに対して丸¥;，)ら双子Ij;f(人 l 忠告が、校告らは凶らの市IJ)l'江、上の

(stat:ltnγv rl:Jrj(イ! と尺別で主る ， i言三千 つust'rlu↑"叫合

課されるとオヲEする/xで;土、裁れiYTはI"J玄しない 裁判訴はむしろ、こ

れまで論じられた制定J上上の義務が、被干与らが誠元にJ持た 3なければ志

らないという責任ωヤてを情成していると考える J こ凶ぺf二1"こツまり

らは、信託ま iの義務ではなく、あくまでも図 I工夫有局設情I去のJ

うな1問JJUj:去戸の義正去を課されることになるし

1勺 CuヌglllS，治、!Ilぉona:-!e L i:'è' h :yト edè;" ë. 1 ド ul~lic Lond ~， ncl ~ごé' our に'='" l.aw， 

Fi.:."Lh cc:llio;'.， FOe'lHl乱LIOl，Prcss (2:JC::) aL 10;)9 

1;1 ¥; al、a、L.Sclw!:" supra 11.:~ ， ~Jt ~)9-GO 

lι 岳山氏f色リイ品 (;十 2! '::'~1__8-ì:十 (;';2) 

l.~ \~({L 川、L. SChq!;， SI】p】({ n えnl小3

I"，J ー ~.Û、 0: 日三2 r; )'!83~
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このように、コモン・ローやtちしーまいな制定法上のよ言内 li]l:ム解釈に

恭っく公共伝d{~論の法UIJ :止容易ではないc 連邦裁判所ジ〕兄月半が統 さ

れて， 'るとはい， 'がたいここも、このごとじ起同乙ている、ま f二、従来

Cl)，:z~ ~~、信託走塁論 l土海 i-f と;函イ村山干水没する砂浜(川1刈 nd)

を射程としておっ、{前{朝7きに水没〕なし'-:1'];浜 (drvsa~ldノヤ陰地 (Epl乙 lld)

は司了科の中~(1叫外である o 5'~jl-r.: (ctry sand) -'¥-'1主性別 ¥up]andi の大部分が

民有地でゐ乙ごと、国立公悶紛争グ〉多くが天有地で/十一じていること会考

えると、公主11--;託則論の活Jtjも容易ではない上うに l乙1われる l

第二節 民有地 (privateland) における自然保護手法

現代のrq有地およびj:(白L自における実三?の円然保設千話、l土、多段マあ

る。国有地に際 Lてf，士、。取得、処分、保有 (acqc.irt'.dispo日 ei.辻in)

というもL宋からのなじみの二点 t:'ゾトを持ちn:，すことが、もはや時代遅

れであるとの意 L もある"というのも況{I::土、これら以外的仁i然保護

千u、が選択される場1"が少なくないからごめる勺目立公主主隣接民有JiIlや

l.:lii ¥'/公同円以:有地で qじることが多ν¥正、， を解決すゐために

l之、どのような円然保詩子法多乏択子るのが望ましし hだろうかつ本泌さ

は、代表的な九然保護子i丈;午、主イ'til:ff(，:挑めていくことにするハ

1 土地収用 (eminentdomain) 

行米同憲法第，)1:守 ;t.~ (F;hh ':¥;ilCild;::W:lt， to tlw c.s. CO:lst;t;Jtio:l) 主、

11 勺な宇mrttなし:私有財 f主をノfリむのJlJのため仁!::!!:;する;，Lal， (-，) ことを

)9邦政治にれ l する v ほとんドの公用Ji;Ui]訴訟は kii給不動産権¥fιc

丸、!I1pl討すなわ民相続什に制限がない不要v;政権ペにあたる私イ;財政に

からむもので、そ二では憲民一保設される財産利益の {!{Iは"f'われないじ

"ドoirhx，Gwin. I<in交付a:yつluno.~， ncl ¥¥.'att， HuyIng ¥aturt， 'l'he ¥11'1'ドr七ss

(~X吃 5) atワ55

l 性続人がし寸る Ill{i) 、その出続人の種類を閃わヲぷ継 ~h、存続しうる上すげ|住 J

相対人がl主系.1.1属に以られる ι晶|不動主主格 (f約一t.1iLJ とい出IJえれる 用中

jλ夫編集ft記、 lグur、iJ

二日社5り(仁 S:?:J) 22.'>，;) 1，只1
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しかし連邦所有地干連邦資問にかよ】んで公'11l)()ll史求が行なわれる場

合、公)ij収:iJ :::: í してしまうとされる別注利4州、単純不動産住利 {II~; Jりも

たいてL、ノト九いの守、 TI]j元号れる私有財産利益ァ;、ム当(、作イ1-9るかと〕

かが問題となる

ζ ころで、匡￥公国当民有地やj記辺氏有地への辺邦規制はほとんとも

1、。わずかな告l定法がつ可務長官:こ:_Io_i¥'/去、|討内の1¥，間利;IJ者を特瑚すゐぶ

う長?とるものの、との制定法も十地禾I~ 吊;'~;~里民 般A長行会期待 1-./"(いな

いし lfLノ-f.~もしごいない 1 このようら:なか、主に同立記日立:五 (r， atlo;la1

seashoム己)に関わる 法の帝!JJ;j-UL(.こ7守まれる、いわゆる"ダモクレ λめ

ま1) 胤定 9が往日される口三の見定によると、地方公共ff:体がi勺務長直

にjって公布される基準 ζ 致するゾ一二ング要f牛守合課して、 i.J位:Yr千f

背η その要什に従う場合、二地収iTlに 4つ E ドi立公園;人，jえ古L白を取得す

るという内務長 1--;'0)格裂が十'>.11-.される v この規計;止、 |地「ゾT右者が1~わ

なけれはならない達郎茶苧を7さめるわけではないし、同古公1:01同によっ

て直長l強制マきるものでもといυ も ν ろ、 I.J也 I~i有苦がソーーング要

イ'1に従わないi品企の '1'-0)申1J主【Pl:;le:1ty) /.して、土地を以前する権

利(con出目立)を対務長[了に守える。しか，， :1又J1j資金の均百 u0な末比の

せいでごの規定は多くの場合、矧果的ではなかっとし、 t泊所有者は泊

ん公共卜引主力、しっゾ ー〆グi也!iJ除外骨得ωのが常だったム

土地の公)!Jf主j月 (Lllldt:Se laking) への出川1論上のγ ブロー子[よ多禄

で、竺くは19世紀後半を通じて}IJ c'られたハーラ〆 U(lh:::lE訂以lni 主

河最高枕杭所}町主1(杭官の形式 i義主で戸かのぼることがでさる η ごこ

で形よ一行義と;土、台:1R1_i_1宣伝を、至清o<);解釈するア Fローチを意味する U

ノ、ーフン裁半lJ11のf;式主哀(上、 Bt定所有苫のfff-nや招主とは関係なく、

1;-; COgglllSヲれ lkinsO:ia口dLr:S}iY，引lpra:i-1L， at L:i~ 

1<: ダ E クンス CJ)剣"九lだとは、自 ι行イ与が，)イ務 ~~'Ij'O)定める|地利用対市計

京弁耳準 l 組合する土地;利同規制条例を出JjL~ ~_、主;準に組合 Jない工地元Jfj~ミ

されたときは、 fへ務長官がふクHj~k ・施設をは射すると!、うものである r 最終

的には連判;の収ヰJ桔f伎が必要ぶようるが、間接的;こ連判;')"-.:.:..::..ゲイト実!JUiごえ

るところに定義ァfある 高1I1止に込.HtrWl (i主2)2尚昆 ι土

" JOS(':)l: L. S日x，Hclpl('s討 Ci;-:nい T11(' N日:joll;-:lP川 ks(!llll lh:. :;.:.じ比111;ui:n:or 

f-':-ivatE-Letllcls， ¥';ichigan ;.a1Y RevIi:'¥v、0;. におリじ日7fijat 241つt1

Ic!JJ ー ~.Û、 0: 日三24)2832
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ニ L-~f ンス(土ニ 1 一好ンスでtちる l ど'l'U'Jくした 18B! ヰーのマクャラ一刻カ

ンザス連邦4之内裁判所I':J?1t(:¥hcu::t'了 'V.Kan:-::as. ~23 C.S. 623< 3l L Ed 

2(5) lニ最もよくあらわれていると~れど) ~ 2G-ji:i:紀初頭1.-はネームメ!

日)llver¥f.，/. lIol11げ吋裁判官が、公!IJ以Jij法学について実;11的功利下義

アプローチを月]0，/.ο このアプUーチて i土、止ずる複数の利益が比較的

出、さ 1しる c 193υ年代には、 ε分のニレディ ル政策 ¥Kt"¥vDeaj) が

退去とされることを法れた口一ズヴ ιルト(ド;cuklin[). Roose刊 11) 大

統領が裁tl; ;:!J i'l.:t~ さぶりをうける一方で、"一万ìL・ '1 アリスムが形式

主義を激しく非殺しながら台頭した。しかしこの時期の、沖邦最高裁判

所を討会政策決定のq.r心に掲える口ク斗 ')ズム (Lochneri引 J:) 政i't:i(人

数 Lぃji[議や招し 2た之 19:50年代に裁判所:土、検討の焦点在経従・財止と

問題かユJ 人権問題に移したc そのうえ、 19~)/J 年のパーγ/対パーカ

#'Ií 誌両故判所判;;~ w目 γ山口、 Parker.~jL:S L 当初ヲ 9~1 L. 1ミd. ーとの

ダグラス (0rv i 11 c ¥九 DOL:g]aS::裁判官の多数をはが、合設問主主I士涜三

修正の“公共の用(1'0t山l::';C! 分行から裁判Iirfを切り離Lた、すなわ

ちゲタフスぷ判官による〆、 Nが ι公共のよf!"である 7川王立が、OJ間足で

ある。こうして、 i 公共(!))11 "規;ぷ土約示I~ i;i北 Bill 01 Ri只ht:-;) (/) ~~.1に

あるのだが、連日元高法判所 iユ‘解釈のために特にごの条支持 j主ぷ際に

入念に選択するふうなってきたU

ところ?、土地住刑訴訟のまえ，ll~~! では、，tJi!.')~の権利役中 lp 1: ysi じ孔 I fI

vasco出}炉絡目:I (il保護を受けてきとο しかし規制公)IJ;;-z. )~i (re~t，-l;a;:町、

t::-，ki ;l 5;S) になぞら去ると、公用~:;~用のうら該当部分(主主わめて小手いr

また規制公;[J~JUIJ (士、 I j~1刻iJ論争をヲ t き起こしてきた J 規制 7 ロセス

が、財産:ニ端すことができる制限をめくってコモ L ・ローと信Jズするか

;品- 一一占一 ) 

lりつピmゐ c

規制公用Jl/用の許江!の際には、規制権限ょccpo川~:が亘要な役

割を軍1."，'れたとえ;どハーラン裁'Ij官は、どれほど深刻に財産を減たす

か全くうえにかけずに、規制権限を1i':主:-/::.，、これに対Lピホームズ法判

l ホームズ法判'1-'-¥時代からT-Jクナーリズム攻治I1t↑にまでのアメリウ伐の肘l'

:止、 E---I、〆.J・ホーウィ ソ昔、恒II$Uft'Fi、円i↑にア〆 li -}.:;:ょの歴史「ア

メリカ法ベ シ，クス :1 ラ刊14年J に~:(: "" '" 

二日社5り(仁 S:?3) 22.'J，l J60J 
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~す(土、規制権 1;J{を汗制肢に行使することが私有財産市U~' i_，U:::!さ射るかも

しれないことに気づき、財産所イj者の二一ズと連rr，政rff))ご一 ズのよ七絞

f財主キ試みたム不 ムス裁判 Jムの fプ ::-J 子JLi財産所不J右にとっ勺二、

その九UII:1iよるJ'i害がい(りになるか"という、比較街量同i主問題の日:J

の悦子nをザー起したυ

1960 年代以降、 64T共の)11" i~;~-長は\/.;'去誌に妥ねら才して主た c あるお

ヌEの規制がざ'~)I、の市" ゐかとうか、裁凶所はもは千答えよ与 ζ

しなρLカL依然:.:::~て裁判所:士、，当な持ffi Ul:st、OrJl.河川弘tion)" 

に関 4る争点を骨子けることになっ

をノ¥νユに阻むのであ

1970年前段かつは、多;の学者たち f よる政治ド;学-\-'(士山i手-，二及ぶ}~:、

とJ!ムのア/口ーチが、公Jr] lUiJ託、 (laki;-l広三 l 日 \V; こ京大 I~影響をザぇ1

きたc 国立公図内民有地や河辺弐有地への規制乞い与観，凸からは、こh

4のう九千ノクス::.JoscphL. Sa...:) の 77"口 イが重要だろ λ。財ぷ

(prnpcrtりや ι競いfTう{走用の十日依イJ才、，ト rJーケ! とみなすザツ

アスグ〉公!fjJli月jJ[1論l土、 19バ刊の発表以後、特に土態系ヤ球技上山懸念

に刀かわるヱ1)j9ë において ~:fJi~長 i"，';裁判所に影響を守えてきたヨ}}-ノクス

はます、引 i辛子 l-_'.Ji!~の陪恥された;豆丙とはないようぷめる勺そのうえと、

ト干の l地 ~T #告の財 1壬苓長食するとして、何事?っ~;皮の l!tiJ1の露大振

りを逗邦政府が止した'}e例を)討いt、;)(のように主制したりソ見-L'-i}、

のもとでは、ある所有者の 地から‘全従1奇術伯'を干に人れる i~.邦政

l付 規制は出償lつながるだろう J 折、鉱肢の所ゐ者が F 干の dl~南河r~当

仁、 「子の|柏77サ革命、地のriff;有者グ〉除棄湯量き i見として伎!IJされること

を討すよう求め、下Tの土地所有名が、将、主広の廃棄物がないニ地を京有

で主るよろ求める場台、 ‘どちらのFiT{-;者も白分日付のをたど(受!IJ

しているだけではないし、ど九らも~ jj"の要求~~: ~ltj t.こす権不1;宇治i庄市l

号えられていごt¥.l九といろのも、;長い令う i吏川のどちりも、いく

J~Jぬな烹包方lこ際越 Lないう叫J である‘"

2:; Gt':Jl"l!e Skuur:o.:s. T:ddll_l!S :川、 ;，nd tht' S，;Plピ 市eCuur:---J，;dicial 0可←r:;ight(Jf 

the l\ e;:;'u1a~o.:-τSrate's Acq~lisi十 1011 仁 5e ， ;:"ncl Cont.:'ol of Private ?!Ope口r，Pet2I 

~all父 U998> ~;'- 6/-69 

l自JI ー ~.Û、抗日三22)2830
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:lhJ当事者を対立場に聞くことで、連邦波厚jが奪うどちらの{史JIjも

礼i僚を引き起こさないここになるというのが、サックスジ〕説明どったこ

っ王り、 ;iIg邦政府の E主任-/j、一村 i:õ~ ちれるごとじなるわと主ちらの前動刊聖法

七:h(，邑をギ:するか、連邦政府が論理的 1'判断できな vミことが、その理由と

~iしと}そのうえで引ックス l 工、“d止し、{s- ~)財産使[-1-1のどちらが、イ次

:1'0結果をもたらさなかったかコこの質問〈の衿去が、副次[出結果を引主

選こず、1iすi苫す)!:i:':邦収可守均九ヰえゐこと iつながらなけ引ばならな;"，

とし、露天おりをする自の所有者をこの当事苫 lしたい副次的結京;

を引き起こす、 F雫者1，工、 fci工を受げる ttr片?その叶有者に補註することに

よって責任を負わなければrならむいn サンタスェむ命では、 j者f立する二二

になる行事者は開発[地r~;r布主であるのが週間たから、司発費用が司発

背似に幸三嫁きれることに心:る口、

関与さJ:Z:け拘なサソケスのアプ口一千に対して i;tttti"もある刀ヘ法王1:i.z 
ずの負担が軽減される:'Jt泡十iを含む二のアブ口 子(ゴ、収用資2:?の↑二Ht

1ヲな不足としぺ況;弐の打開策として効果的と忠われるピ

2 土地取得 (Iandacquisilion) 

民布地の t泊所有桧そのものを}，Z;:;，る、 LJllJ)IZp， i1cncl 2cqll只ition)

の任史は甘いっ 地取得l土、本来必ずしも只〆有地内肉然保護キ立問する

ものごはなかったが、特に出立-:i~~辺内民有地【 i Jl holùi r: g) (()自然イ 誌を

司る子ィj、としてられ)ijされてき JどU

↑市

年から 1783年のアメリカ独戦争役ドイギリスと さ11たパ 1)

(T伊 caλ01Paris; よミシシッピ川以Iississippil¥i、Cr!に宗l国家の自

:告を設けたが、主主 1 '， 113州のろち 7 州が、持 j山心つ消 j(J:!J，;心-;c~- (co[orual 

ehartcrs)に基づL、てこのM市内 J }レゲネスの広大会 t地争要求した2，[

土ほ取得と淀川 11叩 11日tion)、さらに土lili?，)(得/土地収jlJ (t:y:uce:E 

domainl !}) について、吋 yクス l土、 t規制の試みが財rEの追j言、

。lc: に;， 7172 

Cnggil日 \!Vilkin~， ()n ::IJHl L(，sll:.'φ 叫中、 λ :，.12.D~ 3'l 鈴木忠 アメ 1;刀0)r+:有
地伝子民主境保令巴(北海辺ん学，1:1，版会、万JOi年}ヲ只頁「

二日社5り(仁 s:?J 2229 L621 
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な収)1)になる場台、連邦政If:;~土ギIJ と主(i1lL仁rcsts) を賢いよt-Y(buy) な

ければなムない'とする。また砕ァクスi止、ラミ|ふ，IJ克界内外の1¥:布地ジ〕所

11権利益 (0¥¥n打 ship川円 (':.:1)や取りしなければならない;持作と〆亡、

a. ;::-cコヱ地が公制定または公同ピンター: よる税実。， 1十!去

~OCC :.J r)3ECy )を i記要と 7る場合

b その 1-_t:ÍJ，が、現実の I~:fl を点、 i止としないが、既定の)-_:治 'ix; lJ i去の

もとで対盛の公市似用や幸、球すゐような 1 ねの利益のrxî~ 壱求める

均台

じ よ中ま|ル文十日が、 だとえ寄;~j 上グ)1よ貯に]甲、づく公ffi収ffj ではなし h と L

ても、 7 メ 11刀j'j:ての 紋礼制権限や相除草剤係の紛争解決のなウで[七

十;想定される種類の規制会経去る制約そ認す場今、

を挙げる勺C，ハそのうえでセ，クス:土、連邦議会1:.t判行芋の時期を r;J:j-;::主にilミ

f芋でバニめる記要はなく、公図!川}の規嗣権I誌をす十説Lてl、ξfi;CJi~lj:や、立

法絞j呂のなかで明らかにしどもよいと述べるヘ

実際の述邦議会の[地~立千?政策はまに 195臼年 7R 前;ご設\'，;さ h た"古

し:と:;--~ (cul IJarks)。 につい1、国立公団l人一民有l主シ日当立公国境界外民

有事l~ (land:: ()ubide the 0ow:tdari出) とをド別ずる)そ iて、“|主|山公ドヰ

J克界I"Jの全亡のよ地が、いつかは公回同の支配お a，ぴ管i'Pi'におかれな

げればならない との理論によ主っき、 1'1:'公宥内R-8地寺池1主力、最終的

には収得するという政液を Y る。しか L凶立公i辺境界外民有地に演しで

はそのような投資がないし、民手1;支内己政策がやJもないU その結果、およ

そ令との向山公同開d主民令制がこと苅管JDと士く年関係なのと、同¥';公同

グ〉物理的な済界:土 6羽患の多い泣界'とグホなされえJのである

次:二、 I9!:/if1ι 月以滞に設立主れた Lい公園 (1cwirr r占'"につ

1γC:.土、 1_1:i公i吋治?と内の七ての戸己fl:111;， i: l'B lilIf.取得(，pn 了~pt 配qUl叫

¥.jon) するとし、う をとる;tJi い公国の上見f]-f舌u苔は、 1見{Iの i泡

i吏川を若 L< 変えない :~t:! :.'J、終牛ある vリ土 定期間牛数にわ丈ハてJo'住

地お 4びkH辺地の数ニ1ーカーを保有することを例外的iこ許さ才しる ρ 他方、

新しい公l判のjT:;'1公l判与党界外Jげ1地に関t.乙伐議;立、よい公|対と変わら

josepll ! 沿JX，supra ::20， ar 2号臼

川Tci";;， ~n 

l自，1 ー ~.Û、 0: 日三2(;) 282宅
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ない I

[己，h.;liLO)t然保護守法こして L出"'符をお111していくここは、本来的

な九然保業干法である連邦規制ペコ u出J込用の利用;比べると1じきに思え

るかもしれないコしかし、サノアス走冶抗する主ミ主子法選択の筏九分

lT、つまり辺邦武市:1-'¥)土地以f-T-}でブJパーしきれない場(eを土Ji2rrJ狩均約

うという拙完関係、さらに+琳取得、i1;-)ijO)反ぃ断交を考;主干ると、氏イ

地の白然保詩手法と[てのふ地取ィl?の治可能力はむく午、として高し=と考え

(.-:: ，)到しい公凶l付のはほ全ての["1立;c:凶l祉とえ有地が土地取得きれてきナP

あるいは[地E見付されているとし寸事実も、このことを長づげるだろ λf

3 環境保存地役権 (conse刊 泌oneasement) 

戸立公凶i語界外J:(右地における環i克問題がノJて-1 うl二、[正売地l二リ高校

する民有地cつ当炊1*;j1iを区るのはれ持ではないο ぜ、こ h~jO)弐有地

の九然保目撃手法として、:t1Uはt以イ け在 (CO'1sc;'vationC2eoCIT:Cllt) のt舌

用が 荷主化vココある υ

f~'Jj;克 1\ 1宇地役権シは端的に、戸然的あるいはJJiE'，l~Ú!0対否や特性を保ノヤ

するために22Aーされる地役1釈を)."うペヰきに|主1¥'/公i吋凝絞民有九1Iで:正、

租税インセンテイブがよさい環境保TT_~{1， {支捻の:舌尺IJ人汀jJ;IC!e棋の文ミ見

4効票1的と与えられ:...v、るに 1964年以後の歳入 でほ内|司歳入1)

~_TlllUllal RCVClIlIC Scrvi以1I，Si 二t1)、さらに19'j'(げ1't(1去の i人j悩殺人

)，川町、l: 先日)日nνi:lgS(、(-j:¥'ry:Lll1d ¥(、(F:1Sl:，:O刊行 [川 rhc:K::li川1<11PどrkSr~r 

vIC"e. [;u~\ぞ L"Vl J r.m;- n:，~ vo~. 1%コ 7P9，，:: 71.'1-ilfi 

~f 最上見保存地j主権とり令5"1; f)) I地 水保j::基士法 (L:l川19.川I¥ValClじUl1

出円計iu;:F ，:IH~ .'¥ct.Jの泡n:[，j係がrc1われたすf例;こ関寸る、 19Wi年のシぺー/

ザム 11111長の ùJ~ クヲ ク迂ヂr，治一巡回作訴裁吋所判決 (Friendsof引日間 m:

J!.unb;. Ill( 、Cl;-;rk.754 [<， 2d 'H(-ijにかると、 1，括責保有]了1山手支柱は 'wのな

い;;'(~寺地域の保ルヘコ深存ヲミプワスカは'Lnn刊 aslc} 湖とそ(!)i:/~械の環Jzt上

容!のfY-s寺 .';，1，(:: I民 I~IJ 月;-}j されてい、 i ノ、"七一ド州問〆トークウュ←-~

r-1 会 (]-'a]i日cl(~s ]rJ/::¥'sl只任 Pei，I-kCurη¥n:ssiun: PI~)り]に"和主主れてミネワノ、カ

二ヱーヨ ク7州¥'-'ノバ|材U)一掃になふ予定地の現行佼F1-1や管理フ手足 Ll.:ρ 

i;方むの開発や使用をドノうく刈という汁均のしてイパーあるが、それらに張72されωわ

けではない.，心Of{f:ins.¥Vilkin5oc11 Zt11d L出 hy，50ぃpe."a11.1つ， at 9:3'i -(J38 

二日社5り(仁 51:>)2227 L641 
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が;tt.UIlLCmal R仁川I山じじou仁、の哉1:'/とにより、環境保汀地役権の付与に

対ずる官、世寄1J控除 (cha::itableeOEtri り ll~i()n ded-，!ctioe fo;-t民只iftof :~ 

CiJli.::;ρrva!lO汀川町mrnU が認め心凡ごきた小らど7ある}

ミと泊二J1-Jt~除の秘書耳JZ 、;rr11さ九る財産の↑'rt:i:~告で判断されるので、{~

護保有地役権の記じてには告~定問廷がつきもの/ごったυl当初 fr'(~初吟に、

J-_ tll:， f三日以車台!，LandTrdst Al;i江口ce)サや史酌ト{-'f存「ショナル;、ラスト

;.¥3Ljollal Tn~sl for Hlslor:c Preserv討 Ljon) 久子ド制プロピスごすぐl

{丈λ るさ3与文献が必要なことを認めたl こじi)'r!f;きまを満丈すために198/1年

に|地jj託沖fらさま守也{立F舎の しAppraisingEas己lllenls)JI とし、

与タイトんのw定刀イドラインをまこめたごとで、深刻L:イ定住の~

z己fi大関;二明作fヒさ計たに 一地f主権の査定刀法J の発表後、|人-1，ヨ歳入;J

は汗らの立J尽を修正L、提供された環境保全・環境保存池役怪をタ ス

パイラ スの基準に忌九、て自ら見出すつも(;であることを公報発表

¥public ;仁form:Jion¥T:C(lScJ I.:;;. -8-'1-12;:i (198-'1 fr12Jj 10 E) で判巳か

l Lだ}内田歳入l'ほ、高112L査定戸がこの公報交去でいf説されるのと同

じ 前佼のなfヒを司、-9-- (bcfurc eiiidιftc r) .，方U、を'，1':.人地役権に主る

と与えられ三市場iiiF lûのZ併を I~j 小するという健竺な企~'，己を行なう場令

に、慈善lfパサ?ん除1Ji託ーミれるごとになると述べたP

q~i主権じっ1iシヒ h決」によると、環境保存地役棒とは、!地 (prn[)t-rt り

の所有苫が公;i~(/) 不1)従、 1)~Jb1 iじbl-:ldlt)のために11:有高によって強く二五

~R される特去の将利を改荷の ~-I~ 若や必吾 I，Ht， (“涼有者に五主計主ずる、

主aよもdi+Jlb，伎吊 J75:い('(;0γ山、ri[，mrlu日時円、l'!TICJ1↑) とある i 蝶境保有

地i主権(;I-，所有地 ¥pnpt-~ri.)) を玄義i~裂いもの(-~ L ていえ，~三去、景ド号、

ド:然、オ プンスベ スの特 1'"が I-~)' に認めムれ、 0iz玄あるいは軽半な

れ竜f点から f法設されることを1~託すゐ。

j民境保{r地{主権は、かなり独占執行的でJうる つま hい行たん↑地登

録されると、条項の法定通知 (!egall:oti仁川が環五保存i副主権:二;7..寸る

斗|寺(ょ、!地信託協 i円相へ 'L" 叶デγ~sL E日batlgc)，) IJ~ずの 1';地1"5";(27主へ Lよ、

F司家安司会話ゴ集昔、吟l暗家、全半l日OM'!， の一地11;託のft:f¥:者小九な心集豆で

あ毛 地域社会干山怯界シス-1"1-のためl在る山交的午、LI:':有地環4二保存を促泊

予る b;~:):/ ，' ww\v .1 L"üJl弘己~)fl L:l1la，' ilU:lcλhlll，l 

l自fiJ ー ~.Û、 0' 日三lS)282行
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訴有地の{史mを排除するハ f:シえは、良地や沼地をi土't;JIjに分譲するこ

とを禁止する環境保存地役十止、 t 士山の悶発可J t;'~ti を党'i'd 消滅させ、

その a うなヨ日発口rm~':'Cf: (.ニ r，~;主した令鋭的イ1:11/古寺 J円減ちせる、ごの[iJえで

i号境保存地役潅はゾ一一 J グ権と"目、てvミるが、ゾーーンゲとj主，，て、お

万Ijな 1)(以以外には綾相して!上ならないυ 独立執行芳:定iニ加え ζ、点7世的

な工高J京保存地n~院は、法律 1'.iJ5λ されても所ポ]机ω附更べclj託j売上の怠義

と:，hJ:i:t しがたいやけ力で所事 Lが U/~/争↑史市ずゐ権利を、i/it限する， Ji詰

1見保存池筏怪のt~(Ti 上、地役権保有者によるJ"Ë!t1ニ地立入:')険古や、条

jf[渓IJ.(})場合にmi立4揮を返守させるために l汗されるおとも Lhなし吋舌:由・

法行為について所-{c..者と継続的;ニ J官談宇るごとで実現される

[情I克:呆イナ地役権には、まず「竪史保守地役権 IHi叫 oricPreservaLion 

Eascrnc日LS)J、;手次タ欠;;にこ 「景日勝寺池{役圭引F権主 (ωS::c引日f口l日川1叩し E:a川おcnι川r刊口ts吋Jυ 畏地L泊白役怪

(リ1、¥ι-叱山r口1凶弘心仏:しιa叩-

1説量宰京:をt台守む ヲγ「 ブンスベ ス地役1依笠 (ω()，附〕刊cnSp仰)a肘r凹cEa出尽肘m心引叩川II川】刊1刊Cl川1吋t又S)..1があ〆る乙 O

ほ沖か、トに:も、 't白fゴj烈然i生口
アウ「ドアレ 7'リj工一シヨン 才救士t台tJ.照工号j回土J泡也1域奇1伐記E設生J也凶j役;?t吋+権査 (川Ea出SC什f刊ll(げ11川1叶ts芯

tCl .2ro<::ヒctLaュdAムピιlSf(に .?u:::lic Outdoo:' .1ecreation a.nd Eduじatiいn)..1 ~t 

どがある円ここでは‘ヨウ公園利用とも悶速するすープンスベ スl市役

培、相然牛日、地?也 i討昔、 j 正反 f ウ~ 1ぐ fレケゾ工ーシコン・救育;II"[I 

地快イヰミモ地役権のR体的な|人j存を、 i也役権0):';年:;1:::方法」に沿って凡で

l、きたし九

(1) オープンスペース地役権一景勝地役権 (ScenicEasements) 

法制地役権ζ(上 般に、;よ践の魅力を白然のままあるいはJJ~， {I~O刊に容

で保存するというヨ的で、不動斥十五百三三台の所干批 (gl"aEtor'什 )r()]l日目)

lニ7果される制限かいう J 示勝地役権(土、多くの j+，:なる夕子ブの f一地千j!j(

Eをすること仁♀る よくま.，られえご11象的な院めを保存する、あるいは池

.tJ!tヌ士会の伊豆千円然の:ltt十を保(19るために、長勝地役A俸はif)，、ら才しる ρ

3~ App .r aisin日 Easε Glε n.tS ， CLliciε~;nes f01" V，Juaム10ムofLand Co~se了、日ムio~ and 

ILslcric 1九 cscr¥'aLi(lliEa~礼 E1Cllls ， Tl:.ird Eddoll. L~:nd Trusl 人 li<.1l1CC、1999)d 

1 :l 
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決勝地役権は、幹線道路主化事業、公共の公園平幹線道路からもたらさ

れる景制の分自主 I.~ い I刊日lwds) の保護において、連邦政府組i誌によっ

てしばしば認められる。保設される土地はたいてい、農場、森林地、牧

草地、湖、河川、雑木林、医史的建造物を含む。景勝地役権は 般に、

'f;(のような規定を含む。

・土地分譲キいっそうの開発を、禁止あるいは胤制する

・建造物その他の耐久て作物の場所、設引、情造、取替えを、禁l卜あ

るいは胤出lする

・汗可される利用を明記し、営利的あるいは他の好ましくない利用を

然止あるいは制限する

・広背掲示板その他の広告を禁止する

・作物や樹木の両さを制限し、視界を妨げる樹木や低木の植林を禁止

する

・樹木、低木、植物の破壊を禁止する

・損傷を受け、病気にかかり、あるいはi白併状態の樹木や枯れ枝を、

ij'(認なしで除去することを前す

・|地の景観伺伯および野/十牛物牛，口、地f而11古(ぉcenicand wildli[e 

habit日tval uc) を高めるために、樹A'や低水の植林を前す

・開放↓井地 (openlields) や草地の開笠や繋備を読す

・駐車場を禁止あるいは制限する

・ごみ、灰、その他不快な物質の投棄を禁止する

・採鉱あるいはjね lを祭止する

・幹線道路沿いの景色を見波せる高fiについて、市1)ITb!)メ域に;， ち入る

国民の権利を認める

・必安な公話事業鉄道・道路を認める

(2) オープンスペース地役権一農地地役権 (FarmlandEasements) 

民地地役権あるいは民業地役権 (agriculLuralcascmcnU は、農業生

産JIJの土地を保護するために、 般にはオーブンスペースとみなされる

土地に課される c これらの地役権は、他の利用を奈川することによって、

地域の田|京|や景削の特性を保存するのにも役vつことになる。景勝地役

権に含まれるタイプの制限規定に加えて、農地地役権は次のような規定

[67J 北法:i9UJ・:JHi)2824 
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を合む 0

・54可された地域農業委員会の環境保護計|自i(appnlved 1山川 agn

cultural commission's conscハationplan)あるいは合衆国民務省によっ

て認可された環境保護計|白lに従った健全な農業の実施を'，jるために、

所有地の良業利用を求める

・地表十の採取を除いて、ローム、泥炭、土、砂、砂利、む、燃料の

i;!:鉱あるいは採取を禁止する

・水路の手直な土干の胤定された 7{ート内で、土地をすきで耕すこ

とや耕作することを規制する

・一定のこうばいを超えている山ろくで、耕 j一ことや耕作地を設ける

ことを禁止する

・水の表凶流去や浸食を制御するために、帯状草地 (grassstrips) 

の整備を求める

・土t哀の聞を丙めるために、多チド生作物の周期的な植えつけを求める

・|壌の質を高めるために、所定の加成 1.. (soil additives) の利用を

〆Lめる

.十態系に有岩な農薬の利川jを規制する

.;性格}図やブドウ図のような、常設の植林を規制lよる

(3) オープンスペース地役権森林地地役権(TimberlandEasements) 

森林地地役権は、森林地/十屋川の|地を保護するために、あるいは森

林地用以外の土地の利用を栄止するために、土地に員推されるの森林地地

役権は、景色を楽しむことや|判民のアウトドアレケリコーションのため

にも認められることがあるc 森林地地役権はしばしば、 ET勝地役権や農

地地役権のものとよく似た胤定を含む。加えて森林地地役権は、次のよ

うな規定を含むc

・健全な森林符理および保全実施に従った土地の特理を求める

・森林地としての土地の件質を変えない方法で、樹木の選択的伐採あ

るいは皆伐を，~J .t':する

・もL本当に営利的な伐採が詐されるならば、悩格はし、くらで、どのよ

うなh法で、どこで、営利的な樹木刈 1)人れが許されるかを胤市IJする

・もL口動半の利用が他の点では地役権によってさで11されるならば、

北法5D(;;.51;)) 2823 [68] 
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刈;(1人れイι条のための只玲'Fの和JiIJを許す

。
}附 l此

もL徒広アケでスが池0);，:. ~C iJ:士山役ほ ~cdl さ札るならば、伐木股!十1

(下装地域への事E'よFク七ス脅?ごII-rる

小川、湖、その他のフ'Jd，"がら一定的制離可でのfz禄を禁ょιする

ニア也をち4設寸るために、木村李引 l子。ぴ〕相IJmお4び/人き 3を規制する

残ヮて1、る旬Ui.)料、の点さをは守dj仁、材木)(IJりノリL作業ではヤて♂〕切

り戒の除丈を求めゐ

メiJりへれEii聞を除いて、|可えのアウト VアLク I)~T-:.-. 日〆 Uコため

ヮιIウノ)アクセスを

(4) 自然生息地地役権 (NaturalHabitat Easements) 

cj扶生民地トの地役怪l土、ド:妹、の環境保ztンスアム、動経収j(1)憤f半数、

主主張干名の状九三を保;蔓することによって、而、野生主封、柄拘その総I"J様

の ::t::ill系の 'L8、 1rJ，と[て、 1!::i.丈日なにごn主のままの状，I&; を 1\~イJ することを

めざす}同時に、目7.~~ヰ jむi~地役権l土、黒色を >~0 -~ trこと、オーアンス

ペース、絞られた国えのゾウト pγ11ケ 1).. :1"_. ションに，c_-， T.' iI=:要な土

地をf示存してもよいし却j脱税〉ぶまi前例、長色を楽しむためにオ ブンス

ベ ス手:止hi長子るのに在、町られる陥没十斧においてJL.り j るもの歩合む。

犯のil'IJßi仇~í，~:'土、次のことキ禁止ある， 'は規制T0" 

命

@ 

e 

.. 
@ 

e 

やすりが(人招別、渡辺、 ;;f'%;

l 、砂、 Fノ利、む、鉱苦自の除去

灼熱資y尽の片岡容あるいは閥会

:む勢の変更

f!!子;')、わなi布、

司、倒木、{自の続物σ〕、除去、

(uprootlng) 

伐;之、収こそ l主J主くこと

e えにの涼全、浸食訓芸、二f立涼全、開IjI亘物の保存:にとうご、布害ある

しをし上不むlア合な活動

@ 小切寸 トノ(.{その'&1の白動事σ〉返否ヘ
@ 袋j湯施設の建設ふるいは書コ青学

~1 ld.. a~ 33-3'1 

l S~J .I ー ~.Û、 0: 日三l4)2822
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8 12薬のi'!JII

@ 弘治の}JxU

e 吋均投雫

• ì:fi~-'，?~也でのモータ ボートの{ぞ!II

. ;~;也、汗1去五、 p~沢を F!tî すること

• JT;"Uイーではない長t!A直物中三の特人

場 ふ治のro然の特性寺公えるかも Lれないイlリか他の利用

15: 麗炭アウトドアレ?I}工ーション・教育用国土地i境保護地役権

(Easemenls 10 Prolecl Land Areas lor Public Ouldoor Recrea悶

tion and Education) 

戸民アウ i、ドア L ケ )CL~ ンコ/・数百iTJドi土L白 .-iDY/*~ま池役十在は、公

ハイキ L ゲ、 J'JN_ 、 j王子~ 1)、パードヴ寸 チンゲ、わなJ市、の

ための U!iJ.の似誌を含めて、非誌に多くのi'l8'，を古パ Fることができ

る この地役権は少とくとも、地役権;、よって保議される所有地(~う~ ， 

と 部の国民的利犯を前 τrいう上一送の特伎をもっ、レクリムーション

九"3党析は Jf自制jさらに、オ ブシスベ スを/世存すると v，;)E! r均と、 ~-t に

はム宋J主11'議システムももっ P したがってレク jヱーシ j ン池1'.H舎はしば

t工、それらのデイプの地3主権0)同盟規ど骨合わに fヮpド〆 ν クリ工ー

ショ〉・ 5士白地役権I.特有の追加規定:土、ニJ<Clノこ Y を含むν

@ スニトぃ、スノ ーe..ピノレ、ハイキン夕、司令馬、 ピクごソウ、 j守派、

魚釣リ パ. I、ワすソ 4 ング 司約千切.t，付与苧問調書干):~-/I 宇

e ヰ守ンアベつ H 切\~工工Cij)IJを、規制jあるいは禁止する

@ 所有地グ)-jE部分につい、、三国民の利品iを告u涙する

• erj_闘の 定時期について、 j'，W'の利Jjjを制限するロ

三tr. i){、11-環l克保存l主役柱の只体的な内容である J 意義深vミ土地引 n.

奇せな公有とj弓邦政府土地jcjiffl規制との'1'向にE情ラるtL境保{)地役権

l手、ヰ;日 1I 日刊、/、ニ L クモ1也の;車 ;:þ 止Zlf寸 f 吋J{宅)jh~市:1 よりも l:.~.ì中かッ効

果的な肉然保弘子法といわ J! る οj生治完休、 f主 ~-~'i， i告保有苫の抵?íい連邦

μJf!" ;-:" :iI -)8 

二日社5り(仁 513) 222l l円。1
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lZヰ!の円[世立案プロセスにともなフ ~(f!薄化がないからである d 成境保有

地役トれよ白先t;<;台j吉、なので、泣l法 のf!;IJ約が原|吋で連!"t支!if!l者'Jを通じ

ることができない場イ¥ !一地所有者は特別I1げての権干iザキ青空償で与

えでも ι;:l.t"，_ 最終00:、{t;1境保存地役権(土、 B然保設凶体によ， ，て7只イ7

3れ強く主張 01，しることになる

ジヨ 〉・ '7ンJ Fン抗"ヰ (Gtorgey¥-r川七ingtor;Parkw肝 )J行い

れ?内ントパ ノ〉歴史街道 Uu:o;Lodc¥'iS:.C1 of ¥，bllnt VenlOfづいiの民

有地、 :/')1---Ij ')ジ持法iさ路 iBl、1と l¥id日eParkw川)につながる土地、

アパラJ ア 11:説 (App丘町hi::uι l' raiU およびアパラチT ， II~ÍZO) 多くの野

生‘景勝~r:lJ):; C¥¥r;lr. a~l c1 S('t'日 C豆1刊 l吋、ミネソタ叶およびノ スゲコ

タイのブレ リ -~í':~ (おうけつ1地域 (PnurieFoLlOle reglor:，:のぷ

同生司法、L1'>キ一山派 (Ru::!-':yJ¥Iou:1t日lll) および、l'f';げ:'1の景勝校校J~

(sCf:'llic rむよch18γldsj、L刀ゴ0)段空工士血区、 力 1)'//:)レニアパグ〕ピ yゲ

庁 (RiεS川)沿J-'I'民勝総定¥CoCC仁('vistasl、ニょf パンブシャ 州

の深林地なと、環J克:呆心地役権の活用iirri土多いーぺ

庄立公園隣5若民'$也における故も有効な戸 :i.~1;t~生子 ú、のひ k つ介し

て、 E岩境保存到ld支持は今後ν、Jぞう記;-JiJされてc>くだろうし環境保存地

役権子元終的には円然仮設団体;こ保有きれるとし寸傾l白jも、口和、1Y:説子

渋としこの有効性骨支えて， 'ω ものと思われるつ

4 土地信託 (IandIrusl) 

↑市A信託活動{立、 1000午1~に脱熟知計賄去たっ古前打エ カ 数を収

得 L -t::;cけた|地信託は、いーク 8~j': (は 12ωi寸i体刀、 1 ，;卒、主;~))1] し、 l~]90年代

になってようやく成長を 1めにο 三菌、相減、地方の土地信託:ょノ?では、

合計すると;E[邦政府の保九主ぇ得対lqJRAこlまは|司よ比私立ク 1一散を待薄してい

るムもっとも、法邦以宥がミ与を出 1てしまったのではない、 ;9同年代後

連邦議会l土史トぷも山積といわれる;華人をいくつか実推しナし、連

邦行政機関以 松簿ケヱ地の i:I:.;(J.区西を日付するために、土地交

を νミノそう j-I~J iJ -9"乙ようにな~-) i-~ -'; 

{' h~ 江T. ，-j 

UιFにi了f日X，{;win くng，;\ιY f:. l (J m: ，月 Il(~ \\'η ↑↑ Sllpi 札口吋 G 刀↑ ~4~

1711 ー ~.Û、抗日三l2)2820
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多くのノf ースでは、地元居住者たちゃコミ f二 "r--fがきわめて2直史シ

なる c よii鮮住民や地元伝住者たちを説得しなければ、どんな起到の所イョ

権下り坂の J犬~ÎJfu も壊しくなるかη であるわこのことは!一地信託;とって重

要な意'1、をもっコ信託J正当|持住えや泊 Tじ居住者たたの花利を単:守nし実地

するために精力|冷にはたらくことになるが、 上コミゴごア Jの支持

があってはじめて、そのようにろまくはたらくことがで主る c コミヱニ

テイの支持がなければ、 1.;む信託JZ声fH~されるか牛肉心とし寸説7査のな

かですí~悪されるう、五日を待どいない泊役経や所有権の実誌に苦労 j る

ことになるコ 1ュニティの支持があると、 Ij:iJkjt地l主権はより説符

力をもつだろう人、ぷめられるような長期院にわた )-cもっと容易に実

施ごき〆むことにな勺川1

農地法、説{ド山 rnBill) もまれ、 1980/r;-'代の土地信託が成長しごいく

史還のひとつになったυ 信記を組織する者たちは 地信託j重助を桧持す

るのに必要な政治的 法的な茶殺を絡すするた仰に?r什 Iで動き、

千十?の王i泳、なコていった、 地信託在めぐみ :'hの助さを、まずい)50年

イtから攻止までの土地信託の成長を允ドるこし、次に一つの主な成米 y

して工協})l'J'J Z~ 川ィJ、 々にす告 ;r~ していったこと玄I ~. fl~ 信託法令

(Lanr. Tι 1I坑 ¥;1i::'dlCC: 1小心が設すされたこと、 1di;!E1fR-;-る?とによう

で確itしていきたい桁

土地信託は、〆一ノゲン時代にはなはだしい成長を遂げた 19~日付一代の

|ナ，1\信託初!日段附に以従えめだった成長iよ、 1970~~-'IU二組織が数羽し始

め、 l080.f:::代半;正には最初の崇W:，法案の通過と共;ニ N~. 命的~:..b当加し

|地信託ははじめのうらはl'ド、制度化したかたえの Ilili信託が最初ド

発乏しとごコーインゲフンド地方，Nc"b只lê~nd) C'_、西海岸に限定5

れた計jいでlJ11ら才しる現象だったc 1， ガシ ut-代に+琳{日託深刻Jは真の草

炭で国立切なものとなり、 :..:oc的立まです地信託(立清々と背及L絞けた、

大多数の寸 f~) ーパ たちは増JJLIが検iJいiなると予法、したが、 2003半

ジ〉土地信託涼むi (L'~'''-U の公約調官でほ 1 :500以上もの土全ili信託凶刊が

されと。小民税 t地/市 ;0)統合も始まった。 qf織ーや保護地域数ジ)J首

すIc~， ~:llÎ-~8 

1，:に;:1'IS 

二日社5り(仁 51.:.) 2219 l円 21
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加は沼山部地万ど南部rll-:Jと地域で最も急速に:iJE/、_r~ が、 ーカー数

にぬ許しと Uiilf市U;日朝1)1土北京地んがぷんのままごある。)支えjィ去案J之、

新興の i地信託グループの多くのグ干し，---'7がもっ公的1.rtii;jにおける日54p

)Jを明らか仁 L丈一 保設される土地のタイブはさまざまだ走、大多数の

土地信託は J土地政案と共浅のア ?を甫J押する}すなわち、湿地

何 etland川、 i:IJ I! I~ffi>x (w:，tρrshed心、民tll;，(f川市land只i が、 1.:fjI:，(日正A

のギなれ主えとなゐ もちろん似々のい地の l.lむ信託も、 ιぶ地、歴

史s(，・文化的資源、オーマシスペース、それぞれの地方がった切にとって

おL¥だ場所を保認するのじ役立つ}も J とも、都会の|坊を;j;zI') 1をう i

地信託ははとノレどなし J ご

1980年代 I1まから20ω年ま予の河の 地信託のす言外れたIJl長には、主主

税金制L!Jがある cA重量訟の両まりの最大の珂:JJとしと J日舷きれといるのが、

|悩ü-f! べ;を l吊じこ f~境保存地 i.cons~rvat ょon 同日aeELS) の税 1寺週

!J"tJ:々に安定していったごとと、ナ，，'j，ベルごの環境 f-~i~有地役情、r 法の，1;1;

たεあるに 1981年:、統 什:l'土を員全国会議， "ιば i():l~Jl COr:It:f(川、 CoI 

Currlmi出 iopcrsOTl L.niform Statc Ll¥YS; ~Cし1I日1.) iJ、 ffc一環境f¥i'f j'J 

l L:liIonn ふ)r:StTV~1.七Oll E出己meEt).J:t: U仁巳A、のむ法を拠案LたJ

そのモデ}:...:iZ法子21の'i'f'!'-:::-基本的には採択され、仙の管区との説諭に役

山っこ仁~なった i 会只た iJは環境保存地役権保右右と Ri詰jj也i空宇県長

高ぴ)iwj方について、三;CURt絞の逮切なふれヘルについ した、最終的

にさ長日たちは、氏問 ~ti;ljj炉。モーれら「 地イゴ託や環校涼存地伎作] と，{.j

山することなく、非高い五五宴会ごと司9lffH'~ 台 ~iL:並ちせるのを鴻， 'かっfC

与?の;、役 i/，つだろうという望Jんをもハて、統 涜コ立保存地役権法

(UしEA)が土地信託シ叫境保存地役権のシちらにつしも公の監視を

命じる門業全句、主なし h とi'il出fしたロワイオ ξ/グ州以外 vワイモてのイトが、

イIJらかのr苦境保1'1抱役権を採用してきた これらの付l制定 法は 校時 境

保存池役十1Ci去に1M也LてはV'るものの、ぅ、なり変化に宮む)丈とえば絞

出境保{了地役権位、はま社境保守'Ttl[;f立権の王手安な U(ドJtしご怜 ;":t+う・止;イ七

刊保存を含んで νミる久メイン什はこれ，，を含まなv-¥。モンタナイトで(土

EL当主吊池の保全がeJ山りとしご認めら h-Cおらず、部内委員jア各地役権キ

Tci" ;;， 179 lK() 
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~>古物司'1 回L公団にお :1 る -~~!;~1毛 利用・珂吋"・花

存在Lなけtしばなよ】ないハ対照的にマザ J- 一七ッ y刊では、州f丁伐1I是

喝 l立~"'frIfを行なわない。パ、シごア州では、組誌は十Il，i主権を -f*イJT る日;J

の5年同;、 tナていなけ才しはならな， 'とちれるわfI'，JJコロラド片iでは、

n-' l1t~明 IfiJ は 2 半伸j にすぎな

初期の土地信託は全三量規模での苅合告をうこl'ていたの℃、統 州法~H

¥I¥CCCSLiフ υセスに;古般には関係じてこなかうたc この吋

J羽仁?治信託組織は、地役1舎や十地イ弓芯専門家 L つい七グ)長期的な信用

↑性主:に:とι:つて r守il't平弓4 ?貫電し丈 7ア歩}ヴプ穴I口τ一チがイ不、 "J欠であることに気rづjふUゐ乎た: 

l日tυ主寺十↑代t、['-，(ば工lにこ〈マ〆サチ ヱ 一""ソ、ツ/リ川ト円);-Jポてストングの)1税是iJへす務奇「行 (LaxJ.乱L¥(ι

ブラ l内込うJン iぽKi旧l口19訟炉E手P丸にミ101リ])γB恥r(J玩w一，T:f'眠りばま、 t地信託税制忠についての会十世を

出 Fことでこれらの思2、にUじた地改革5のための 1):-カン協会

，ir;culn L1Stitutc for Land Pc;iじ子土、ぬ70 年 ftH~γ から冷却年代初

射に閉経された 速の会台のひとつに資金抗ftL、このここが!地信託

協同記台 (LandTn:sて::;::xch:.ngc;LTE) を ~èiiーさせる三こにつながハた(

|地政策のための 1;ンカシ議会ほ、初代の[地信託協医計1令長そ竿出

丈つ;日開J 円凡にマサ子二L一七、，ッ4でヨド恒flJ組総 ¥NI'O; 介 LでiJ、人

組織になった 1.:地f託J引Itl*s台 !Lでに !i、， 1~11交換~'_ ftlt信託地

交t鳥羽!問 (T1wExcha;lgc: T川 Journz:lof thc Lz:nd Trllst Exchz:ngciん と

いう新聞の初版を l刀月後』交わしれしその新聞ドよるとし n:~土、“叶i 

地イ七己一1古記とコ ミ Lμニ'T l' (;の〉戸メ，印t

て 円f々 の | 士拍d丸L十紋ki済斉;治i心:i:~到bに t陸接ê({'以とぷ:にこ汚涛尽係す る人たち σ内〉主紅E験と J高;反立グのノ与 j-i f門札吋'1引[;~

を活用するために、信託組織司 のよ:)よ u コミコ二ケ ン 1ン

を下町る.t-u!，援助ンステムとなることを的さしてt'!三 1983年11引、興

院をもった土地信託の)ー σーたちがモンタナ州ア γ -tFード・パイプ・

ランチ {Fea~h日刊 l ?i ]l μRaa l'r. i に集まり、メイン川 ?h~" 日'"

(I'dall1C Ccastal Hcrilagc TJ"ust) を長崎iにわた !'1運営しごきた工午!-

(Bel'. Ern川可)のもと、土地信託i長l'組介 UJIつが1+1結成された

LTE は、 :984{ にけill1!J~俸の手f):f-~方法凶1~pr a1 S 11l立 EaSCiIl口l~S)l ， 1986 

斗，環易保存地役権i闘す〆乙法滞和税法 (Thど FederalTax La双 01

Co口氏れ ElonE ，1scIT，cn~s_) ~~という つの王要なえ故多発行し、 19f均年に

れ )，1. ::L 180181 

二日社5り(仁以):>)2217 l九1
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最有の土地信託た会 (.{T-次総会Jをヮ ι/、ン D仁e で開催し

1987千|に l:.Hv'ij 訂 1嘉何千王台 l、LT~) はメイシ十日からワシントンヨ仁，

工 1)'r ド移転し、~ん μ ジャクソンネ ル f地P芹託リ抗kSO:lEolc Lrr;d 

rrr、りからごi、ッ力ーふj川 1IIoc ¥， e r) がや j て来て常{千担当(山川UUVt-'

dircclO了)を引き継いどc ，1、'1;-(.上、土地信託活動のんめの基準シ'!よ

についとのj品同1Iを午りあげることを三段なアンユシダとじたコ ↑'.f，t.伝

記コミユーテイの ~I]lみはね yじの且の根運動万と応響力をもつことだった

ので、土地f~;託辺動:こブダウンの市1I約を却すこ l を窄む斉はずニもい

なか Jた)とはいえ、 U:iJi己;{:*s織委';{(j);f主主tなj有IJn古人質のコント U

jしというひとつの|時忠を 'jr主起ご仁ていたロ Lit'lF戸[協湾組合 ILTE)

基準Y土、 [地信戸の理事主主員会の役何f ついてはの基本!京目1Iを冗めた

jt;S<; .道徳的・主物学的に有L会とヰ'I.'J!というま存本安打、組伐の資金募集

と首想、 [地信託と[地所有者 職員.，ミランァ fア・コ三寸ニァイ七

の閣の結 U'~つ主などである。1:1'J. 1日ー[協同組合 \LTEj の ttiう 10 ，1-;古;ィ h~1己

ぶとなる 19例年J、同HIイ7は I.!ll信託思什(!_，;:llldヤ r:lstj¥Jli8:icc: LT 

，Cおt;を変更し、事務所をワシントン IJ。じの中 L、街に移転して土地信

託専門家たちのための :'1'の ~Jq料と教育ポゴ;を始めた iハ

i二b信託送動(止、数多くのi主邦ゃ民間の地主弐多)1)(1)巻く年;在日を俣

1木亡的l変え γれ九¥」予γ 守.，口 ¥γFウントノバ文一ノシ ¥ω川九.¥'[OLはIIれct.¥♂肝r川{口L!人、 アオ一ト.夕，イf 

コンアやコロ ガ (けi、'0汁rLTl山川II叶dじ目10又削糾a礼ω)人、 j比乙背部目3森Z林 (代¥r一¥C、，-[リ1山川rnパ山iト:iul
、

}ワ!Jジパ 夕lyJ イ l山E凶11配t怯ヒ Rid ，l:江限εP三ι己山~d口刊、 a，、〕 が、 i 地信託~~~草Jによる保

+̂:}jilJ品としてよく知られと..る

5 土地交換(landexchange) 

ュ車陀 ;.tll:.交J科事業 l正、予-~的約tj に 1主邦政;;tが+散を取得するん法こ

1てよく弔いられる L地父換はもともと、辿利政府が19Z~年の t 地父

(Ce:l日比JEx(山口貯 ¥n，42 Sl;-~ t. 465) なと(.:_'-}fづしミて i至オr;rWH~I斗

つロ lLi.， じ~_ 181--182 

T (i" :'c 1お2leU 

!1 le 

，:... lc~.. "" 1 78 

l7fiJ ー ~.Û、 0: 日三(18) 22行
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をK有地と支挨することを;立不していた九もうとも JJtftの土地交換は

[(布地0)e然保J妻子法であることにこどまらないし、とりわけ1990可代

の↑地うど持は濁尖問告へのギc)itこな傾倒キ示すことがおZ尚三れぐいる J

Lこの吟則のl;l:ザ[土、 7.17'7'- ノケス (Sa"y1¥. 1 λtd;-lX.)ほか荻ミ誌の

ま辺境者たちによる問7E人根、 Fairü~A ，じ 1リIl五bg. Ray mO~lG ， aEd 

¥Vatt， Bllying :..~抗llr f'， The l¥:aT Pres日 ¥2りυ5)にじ[しいc :ITJ わこよるこ、

1989年から 19P9年までの町、森林局および f地淫 j亙局は :97hエーカ

を土地交玖で処分し、その代わりに293ノザ rー力ーを取得 Lたl 父投与

れる民有地グ)fr而依もまた、劇的にi::.きくなコていった。 1D 8 5 ft-~ 0) -~JU~~! Iち

な tJtlJ，交挽は，10);"ドんからlωノJドルニいう侃のある自It値の区苅をめぐ

るものだったが、 lO..E三iまにはIC切Tjド1レJj.J(7) 1illi 1lcの|地父換が平均的

に与:-:J丈c 並タトYし丈';Jif:自と必ずLも公正 L は:I!ら4い収引l土、森林同十

|地百四，，'.:を I.~む父弟にま寸ます依存さ-~~--(しき、このここが論争を引

き起こした"1日D川から20Dりうまでの問、 u占交投¥::J:12の異なる会計険

査のなァ6~"(宗教 Lく批、札された 最も問題視されたのは、 |士宮J父J鳴がば臼

治苧 I:i:iiるの外て?平?なわれる rいうこ Y だったっそよれ立適正{tlli格を決め

之のに校、Yつことになミ競争人礼者か誌もいないので、公iドな古:Ji:がき

わめてエ主要になるリ J

i~ 、〆な;丘川~:'土、 己表が耳、 分かつ見積もり しい牛日、池その{佐，C')Y 

メニ 'Tl' {Jiイdを含む収引の場合には、特に難しい J 制存郭古:止決まって

iYlらかに過小え干怖される j主有資泌仁氏有地!メ到のやとらにi'2-fj¥，1f'fにこ

いうパタ ン奇つ主とめて主たr ご定かじが夜数の行収機関の向に!ムが

:")、会宇i制1織と vゐう所有者の利益のた的;、坦司，"長会が Ii歩ずるのかけ常

茶j吉正卓オプあるなか、土地交換のJlt5[-;ロゴスへの国記事加の小iLが批判

されてし 1る口「

策(;J地父挟 (asscmblcdCx.Cliar.gcS) もまた、批当日きオIて， .之、つ朱

fT土地父娘は、外iiEの{切;)人 J 、取51 業-fí-~n優先手工頁と連邦rWll ほ政

SÞ h')~íi二 ;FLP l\I人)の公平な清を~fl とを t世たすひ 1 ま)まりの土地

1コ鈴~'':)'(; .前十同 lii::;>li !j _n--O 

Fai，'bx. (九九 in，K Il g つの YT;lO IH~. :HI(: 'v¥川仁川lW:LIl.Hi日 211-212

lc:.. ?;， 21 L 

二日社5り(仁以)"1)2215 l円 6]
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をつくよ3什るものでtちるハたくさんのi日手|刀、土地信託に 4 コて集められ、

Lt:Il fii訂以)1](ノ止を仙の古然保変事業にJ，j ¥ 'るここで利引lトを 11'_~1tf るこ

それでも取引がLばしば非Jげ，(~，、健統・大規模であり、公湾審査ち jしてい

ないの九戸、来fr土地交t聞を請け負うと草体(土抗、'1]され干すい的c

これらの北判をふまえて、連邦議会はi台以{[':のキ;不ハゲ匠有地管企

(So ， lthe; 日 ~tYad;-_'. P¥;bl;c L-~!1d "¥I札口江主emtniAc"t: SNPI孔IAフ 112S，at 
234~i) とお(的年グ)述主51地取引促征法 lドヒd引は1Lmc1 '1"1削出cLionFcJ(~[ 

; rt川 ionA~~t ， 1H S~;l七 !-j9S) を市I;~i二し丈、これらのH、は、土地交検を j ー

クシコ〉に1tえるここによッて売計問!院を持イ決するよう詩図されてい

たn オ クンヨンでは、入札者たちが7千iJ品目IJ十告を定めるために競争子る

ことドなる S，'il'L'vUはさら仁、 池ラζJヲ~.c')r;1 町、'1家で問尽き討を高

めることもめざし丈 p すとわち200.l~干の SNPL:vIヘ寂fj 協定は、地方

J'iば昨j 干[地尚一王里町ょっ 1 設立される地元委員会に外延I'>~な脊設会を

あてがう ο 一校:r11¥/コjムい範凶の関係干lj持団体が、売却!や才'(11十のための

区間を指疋する権限ヰーすえられている これらの規定子、 !池父撚 Yロセ

スにおいて公的な説fJij;l言拐の貨を高めるこ〆が期科されといる t

ところで、:.g上;み!地交換ポ設をになう涼邦行政機関は科林同と|主J;，管

1空局であり、 rs_:~[公回同 lユ fir まれないp したがって、国 1'r公悶同所有泊

と氏右主の直接の!地公:倹づ例はない しかし、たとえばグランドキヤ

ー寸ン出立公図(CrιlllU Canyull r¥a:iur:a": Park) のl者口から]マイ jレに

N' ，白ヲるカイハ寸 1"'1有科医ιb山~atifJ1l31 Forest; 内のトフヲヤン

(Tu ;o. z~v::-，nì という 1"4エ η の民イ-flr~ そめくって 同心公同，~は19:)5

年γ ゲランドキヤーすン同心公司仁ついてのヌ同ι本計~:'J ((パー n{-~ )社l

;，，'iar:3郎:mcr:LPIaE: CfvlP) を発表し、これに続いて刀イハブ匠有~1\ i 工 1997

令トに「ト「ノサヤンの託況に持する J)R坊主3草妻子千冊草案 (Drafc:EnvIrol1 

:llcnLal :mpacL Sta'Lcmcnt Jor T~lsaY;:1ょì Groちへ lh:Do:rS) J を汚点した、

D1iISで誌も議論のまとになっ丈のは、グランドキャコヨン1::1τ7公同の

人口コミコニァノ

を主主ぷト乙という

;1; h~. ，lT. 21:~-214 

lc:.. ?;， 214 21日

lTiJ 

午 "i'二一オン恋村中，.，-- ¥Can刊IlFo:rcst ¥li1l丘三c口、)

ったコごの事業 ("t~J 叫交を如りにしーとれり、

ー ~.Û、 0: 日三(I f;) '!8~~ 
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CFVう再発業苫はλ{パプ凶有f;A，内(7)，9在サるフヨ(めJ ープJーの凶」ム公凶

ヲヲぷイョ均と交H~で p ゥ庁ヤンに降j!x十る森林局所有地を得ることにな

るム CFVの建設;止、同¥(公悶J主持での大規模な商索開発につながるか

もしtL右い円ともあれ、土地父娘はよト:ir公:*1続安泡の1'.1行およびえ打。〉

土地所有権の右杭パターンを父えするこ亡に右るのてへ三自立公図隣長

地の日 y:全保設 F法のひとつこして 1"t:ÍJ，受検をうまく~，fi; IJすることも考え

られるがろう。

E 事例研究ートウサヤン土地交換 (TusayanLand Exc岡崎e)

トヮサヤン L.i也交殺は、森川 lTヨ-':1'-1-.:也とえイ]1包の Utt交換が、

には問、f公軍隣接地の自然保護ぞ玄]ること;なったという !-J也χf史的実

例である「連邦土泊交ft事業を;こ主う森林，fn:Iは、 1922ιーの 殺交技法

(心eE目 alι.xcl1allgeACl， 4:~ Sl<:il. 4(5) と19'1 O :J:~~. (}) )~~ -tj;所有地政箭ぽ理

法 (Fcclcrz..lLand ?o;icy 2r:d九Iana呂、 mcnti¥Ct: F'LP¥L¥) に其づいて、

民間 地所有者と!地寺父換する権目付一存宇る u

庄立公国J誌の ;99:ゾーのタフン F，~\ヤニオンヨ主立公園についての?と~>>.~

本計山 (Cl¥1?) がカイバブ|ュi右林内のト，'，可ヤ〆将核地を将米のゲラ

ンドキャーニオン回 \'7 公~の入口町 )t用取として徒系したた的、 ト内{ァγ

〆では似合公開局?はなく梓林J0が、開党代替:宗寺川し丈れ司 :::1¥;午

なっ f:りする指導"政機関になッナ。森林hjは、出立二、図}門jの GY'vIPの

なかで述べられる国税に日lぺらして対案をl出世:い千りんでcff而ヲるため

に、埼JJER3響日1'[，11:午実 (DETS) の研ヲじを主力めたれ

19Si年γDE:Sが党玄されたとき、入:1開花i、っし叶内最も有力なもの

として二つの対条が明らかに 5れたハ第 の糸lよ、トゥ斗JγLの土地所

イ]者やピジ不スォ ア(た人の|寸if芋であるグランドトャニオン古効利111

主dイ了 (GrandCanyon Im~Jrc\'clll~'JÜ ，¥ssociaUcr.: GCL¥)ドよってiiiさ才した、

(τ仁IAt主 L代 替'1人Dとも呼ばれる)である(仁11¥'だ:土ト η サヤン 0)t↓j 

号再発をJi首L-C~JDも関連ジ〉サーピスやピ乙ネスを発淡さ什ょう〉いうもの

13 '¥'lac-l-"jムs.1<'iεld，.N atio ムコ~ l-'arks ancl H.aal ~)と可 εlopl~lent Pracuc-e and Policy in 

Lhc lbiL引~ SL::'L【e'， Is!;mc' I'l仁Sぉ (2リ(0) ~lL :12 

リ一ー↑
L
 

にd
 

ハ
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で、 4~)(沖合の院》符足、 710(})市t山[正也、 γ1万クl 的4方フィートの小売り

スベ、ス、公仲iオ 'Jエンテ、ミョン械設や資料併を含めて、森林売0Tイョ

j組["1:-117エ』カ}の建設 I宇ト必要とL;こ作業 の君主は、グランド干ベ

ーオン :.1:;τ7公用ゃ¥の人 1コミ工ーティ、キャニ寸 J 森部付(仁凡り OJl

F¥ECSl Vi~~é;gCιFV) を建設することであるじ CFV r，再発装'o;.よカイバ

ブドlイfH内にぶ計2:200エ カーになる l~O)[I'[ι 公|気l 内;ミポ17:1J，を宇でに購

入していて、これつぞト均サヤンとざ:岡崎JA民間lある森林局司?有地こ

交換しようと中〕円たυCFV¥土、コミユーテイ・セー/タ一、凶書館、

1m;}!帯、郡保安 n雫務所、郵便足、保育所を L、資合を調j辛L、建

j止するごとになる

カイノミブ国有林はもともと、叉干n也や鉄道桜うた補償J位が入り氾 L'cc tc 
チ] ノク の達子[¥所台地ナっ1-:c : 92F1ドに森林トjァ恒三池交校に

よ-')て国立公図内民有地を台以 L~f、め、ぞれ以来カ「ノ、ブI't:右対 f;t 1地

交換によってはほ10心エ カ? のKúlrJ，を取れ-j~ L..-て主た。卜 c，ザヤン泡

肢は、連邦1J'i.紘用制山地 I[引火山ムL{rf1z:時 ll:01::r;，L'l吋 LS) の 自];をな'9力、

とヲる21の国立?と園内民有地に沿コ t民間所有有のうに後つん ようし

てトッ可ヤンは、九土，人公lポや大きな市治に降接、たl44J， 力、の長~\¥'/ 

した'"{j' J也地域になった。!、ゥサヤンの T泊所有者たらは、グランド一千'¥

::~ン 1''1心公開に泣いことに上る栓済?也ft そ得るホうしなつよハゲラン

ドキヤニ寸ン;正立公凶決:苦民有地は目:られてしるゐえ、カイパブ凶有林

が絞街地:;とな Jてしaるので、ソ JIjアムズ (WiUi:il1lS;やフラグスタソ

ブ (Flagst，，，ff¥のよう会淀陀矧でも近J差以-1( 7) {1-~7- られた〔主主!い仁 CFV

笥?を告が、 |祖父投がれなわれない場介仁はは分がそのい(っかを

する/)もりごあることをほのめかしながら、グフ〉た牛ヤごオン国立公

判にliiも-iFI:t ¥ 12の["，-[¥'/公[，，[内I己h均を波f与した。いっそうの間派という

脅 LIこよコて CFV開発苫{土、 ふ治父換のたf山、っし h ご森林局とごと~J"~J

る Fiii に~';別の )j をもった

しF九案は、 つc)匙/JI刊な巧慨をもっv 第 に、グフンド主ャニ

ン引効利)IJ #，ft今((;仁IA) 案でl主将来0)人Ir~t5G:. こっ\)て口組の多くが

h~ 江T_ 12U-121 

:J l lc: に， 121 

l7~J J ー ~.Û、 0' 日三(14) '!8~2 
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トゥ叶ヤンの土地叶有者たちにゆだねられて不確かなままであることシ

対照的に、 CFV支はグランドミーγ二三ン 1，:1'，"1公|斗ェ'iくでの開会のtl貨

について森株局ゃ同庁公開局ド a りほかな~!込凡キ与えだし持 ト、

仁FV':~さじ恭っく土地父土、五平材、同や 1':1'ケノ去|対応が !.iへい結 i判。〕問題[， :~ 

u八、て予め号再発業主と父{!tするこ 1子、入口湖発σ〉限強にコいてより多

くの声恨の採寸の機会合千j することを寸前にするものとったE さらに j

地交換は、子主主|および行政 i、かなりのメ)-yトがあること:なるむ

と:.i占うのも土地交枚に上って森林討は、連邦議会の j三宵よ慌を4とめるよ

りもむしろ、 l均父熟グ〉条件の 手1; としてある l~;_立のお112の~~設を確保

むきるからむあるへ市Jに、 f町J交換によす〉亡森林局は、将交のl山ゴドを

1方主、 グランドキャーオン問、f 公置の交に j、r~立する非 l千、" .地域[及

品車五権限を確立しとがら、グブ/ドベぺ)オシ r，'1立公証に最もiζい12

cつ ~iL//:::国内民有士1はを~，行できるかも Lれなし日ー

ごれらのメ ]I トにもかかわ巳ず、

議論の余地があるとされたr それは、

CF'V にニつの司で大いに

ゲフンド司ャニオン目立公主主にごくヌ:工~ ， ;rこη '('cnr活発誕の真の

競技

1 :，:' jl~F ~(資 UJ.;lへの景リ

，.、) ト7斗ヤンヤ泣問地コミユーディにあ。l'tUv)統光施設への影

である J ま i~ "， (，ニノいては、主主大規牧内悶党案 f代今、索Bこ呼ばれる)

がグラン pキャー才ン同庁公c;;rにする民イJ仙のltb域を 4i主に仁、

ト tラサヤン人jの加泊|パ ItJlÎ~えを 3 恰 1: すること 1:なえJょが、 y メ1]カ先f下

民インデノアン引族、遠隔地コミコごア Jの職員んち、 Pワ守lヤンの土

地所イ;すた丸、 J~Jfoi:保護片付、を含む多くの者たちからのJf黙を j討したc

次[，:;b:'(止、 1 iあたり I億4:J1的Ji" 1 {，，471川h方ロンのdくを巨要とする

ことにな，;CFV業が、必然的:追加の弁ロの建設やi也十?i'(C)待)IJを必

定と寸ることになる出が詠論されたハ相下水は拍マ乏から;?，500?-; - i~ 下

に横たわる lッド Yアオ 1レ・ムアフ仏水層 (Re(h，，'al一r-"i'LlavAClliたりか

ら訴さ、司庁~:A(医がらの;2 lL~(ウヲハ行 r スパイ (H日、 aSllpai) 1~沼地 l

52 ld.. "~ 1勺。

二日社5り(仁以)3)2211 l開 1
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び〉ノ、 7ァス京 (Ha¥' asu Sprillg::::) ややパ不(¥avιjo) 保留地上のブルー

スプワングス (B~ ， lピ S~)riユgs) こ流れ込むロさらに小規模の流iH;]くが、

グラ/ドヰ守二二万ン同 ，jく';，;同lλjのインティ Fン・アJ二デン・スプリング

ス¥:tlt:tλ[)C;-m!etl SprjllgS)ヤハーミットスプリングス UItorm:LSprlugsノ)、

そし ζ吋 'J ス・リム地成中 J~~O)/J、さ右京 lこ i見く ο 京 i土止物多段 ]"tの汗で

は、流l点的i止 半んヰ日メ トYレあたり 61り絵と"'う不ま7台いなほどに

高い押iJ{干ぞ支えていゐ u ィ長持泣くの泉はまた、多くの地 7じインデ-f?ン

部113、によって神聖主ものこみなされており、非jE去によって起こりうる影

lこっし、ての{ftら もffl'jノjミされてきたf 最位にic) ~;.上、設も性:強い強

l院な CFV反対苛であるトヮサ年ンや法陪迫の北ア '1、ノナ川の「ミ工ニ

午 f の地点政府の職員たらヤ{~d+J注業界!ご ζ っし議論された CFV

反対者は、キャニオ〆森川、川反対連ノo---0'<0 on Car:yon F'o)"cstもil;(¥日c

CUalijon) を紅凶したと];;]述今Itアフゲスクソア市市議会議員を議長七

しと1'11c，込み、委員会Ji地Jtの間半会議所のメンハャのみならず、キン

グγ ン (Kir:gman)、ウノリアムズ !Willょ出回〉、ウノンズロ- 同 ins[o¥V1、

71/ドニ T :1 ケハdorii~L; 、セドナ \SC C; O;ìa八ペイジ のdJJ毛穴ち

を含むニ f皮らの↑ zt里会土、えヘテ Jレ、レストラン、似のピジ十スの治組、

円七、たらが支lEするビジィ、スやコミニL←ニティに CFVカ斗，Z'-， 

cftわωこI:iご士山交 税高である

CFVJぇ対主による土 i境些計悩i'l~: ~長 (DEJsì の +lt; 期間が終 J~ ~ナ:

;乏に、アランドヰ γ二寸ン信託 (CrandCau¥'()cl Tr出t)、I車±持!万!幸iよ:金

(F:r:.Vlronrr;ぐれtη[0dcns 、 r;llì. d) 、ノ、然資源必1~í'会設 f河川llr .1; RCSOLlt円、日

Dde一山ヒ仁()ll)、il) という二つの原 議トバ体が、 修 ι1!lIJ， 
，;~~ 

ヌド

(icviscd LiEc: cxclu;n貯 p;oposaU (l)作或:こJl'Zり組むためにじFV開発業

者と交渉合始めたc この交渉からみ↑まれた折l入、業i手、初期の↑オJ交険業

と5つの亘要な点で代なったr その具体切な有利土、次のとおりであるム

開党IJ!t史が大川(--、された。具体的には、おり-672γ 一刀ー ι

されていた開発沼地が幻:~.]ーカーになり、 2000 ~- 36S()区画とさ札

ていと悩泊γく|虚11設も 122UIズ|由主で:，~松を Jぺ刊 f
、~' ~ ~ ーロ

CF¥T事業;{土、地内*を万ンプでくみ1.11'。よりもむ 1〆ろ、つれ

1:-) Jf!" ;'.，. 1:::'::' 1~け

jSll ー ~.Û、 0: 日三(12) '!8~() 
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ブド)11(Coloradu三'iCけから係人する地表水に絵ることに右ヮた。

ぷはミード j~ (L北t'l'vleadi ュJI'くのアリゾナ州トポック汀〈中山kノ

からウイ 1)'yムズまで鉄道ト:よ勺て輸送73れ、 CFV: 供給手礼る

こ!になるコ

売上員宅介、に 1%の料金がかけられて、 t:境保設信託基金十二充当

されることになぺたごその料金は {t 胡 120万ドルにのぼり、 J~J:苛 i

傷っきれ-t~， ，--!地の日告入、生 Uねの1:ljl昼、ねト本モニ夕刊ング、原

J託*)!:~\その他の保全活動:こ子Eてられると克干えもられている〈

伝統去術品やて3三品をヲ?Pるために、 2万平 Uノノ 卜の小売りス

〆く スがアメ"カ 12牡!(市場ι充て L才tL三とになす J た。 CFVは

この抱設や運営す忍ことになるアメリヵル作氏ビジネス[叶休のため

に、小完 i')ス父 スを住tit-提供寸ることになる r

し]'';の3主牧1¥<'，、本およびエネルヰ グ〉保全、そ Lてけり「クル

を主視しつつ、いくつかの“庁統-11J-(j3な設計"の引役を企むことに

なつたυ

こ6グのyつ)%/剥ゴ司lしV 、尖:は〈土t封時槻i共之杖士涜主f)?設当系長 Lほ加C山11、II"r川 jTl肘じ "凶(11p1引↑ f叩}り:.10山S江必l'、

!はIゲラン!有 1二オンi伝言口t、環埼|坊i箭担、令、ブミ然資法防衛会議、ドV

J公悶1A令協会(百iltion:-tlParks ar.d CO;lSCI四 τion:¥ssoci:-ttiol1)、ワノノレ

ダぃ :̂~~会〔山he ¥'Vildけ ne同日orid付、 fメリカ Cノ))i: (丸山刊、 ;m[< i vn;.;)、

地球i:J:t坑選択 (C;'iu":nlEllvi 1'0¥1111円山1OpLiolls)、景色向上しアメリカ

(出目立ic1-1.merical、支跡保存ナショナルトラスト (TheN ati(;lla~ Trcl:-;':: 

for Hi計Orl(， Pγ(引'r\'z~tlOI1)といった蝶j完1Ã c集苅外に支持~:;.rしている J

1998年 7只γ森林局l土、 I刀、!日仁対するたの批判的¥'くつかl討処Lょ

うと試みる DEIS械は(，SU:Jp!ClEcntLo ~hc DEIS)を発表したハこの補足以、

ーツのがドこな人IrrrM3;トft梓案 l代梓守主F、心、 H) を合んといたE このう

ち f\:~平井、 ]H土、 CFV 開発来右と涼」克f長護団体の向ご交渉される新たな i

l官公:換dλだ .CJ ! ので、:先j主の一連σJ宗、l車保設w体ノ〉代替'tHをjd十Lた へ

1 fj99 if-~ 8 月 6 円に、~村民「有凶古1;管区京吟寸 J レナー・タウンス

江 1ピ日orTい"¥VI1町は、 I'lj出f戸銀、 「ウサヤンn 閑 Fる

よ克おう1川副ムl:11i (xrcord 01 Dceisiハ:1.Flna~ Envjl"Onmcntal ImpaCl Sta'c('tl1 c:l'~ 

-J'， ld.. 2.i.円3-1ワ5

二日社5り(仁以)J2209 l只21
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Io-r T~js向山 II (;rowtl心 を発表すると共に、キ γニ万ン森林汁 (CFVi

判発案につ1、てlt会主交日を選択することを発衣Lたっi日Jfl'11月10七には、

森林局局長ドンベソク (l¥fihc~)()m廿ck) が、 lt存案[j&ワ選択全足沼、 Lた。

仁FV苅-')ei; 、君E のゾーーングをコ重して、さらにえにのイ吏川や投:~Iザ能右

号再発を述営7るCFvによっ汁量供 δれる つの事2~'J を通し、競告Ij r:' 1.L 

ることになった。こ ilら の日 :1討は、 1Jj:!掠影響許{而 'EI九)のなか

の ~ÎJ~'子害義務川なものじすることと、 CF\闘争さ仁つ~， 'T第 者j':'~:ú~ J:品

の民~校を f目立することである

グランド寄ャニオング〉人 1開発弓llilliについて、 地父換こい λj長択肢

が、森林司やfT::;:l公[，11同がより に影響力を行使すゐごとを:Ji包に

Lたことは同注し 3なし川c IJ也交換 d1問、i公閣隊長iJ止のI当然保護手法と

し1 もはたらくこレを不 Lたのが、 トゥサ守/土L白交挽事院とあるとい

えるだλうU

7 地方ソーニング {Iocalzoninョ)

庄立公国，C十円f;::するこ〆になる民有泊|長j発の問題はお1しいも OJじはな

いが、主主JÚ は特に例法となってい乙υiぐ有封|万円去、:立、 .ì~.ヱド:ノベルでは i

!1t)[j(用口 L)IT，1;)( 1'1' iJ i資金不足のせいさ先送川、され、また池方ぃ、nさ

は 1;也干'1)1I 規副が!地~lJT 有者たもの士王J九l-あってうまくいかないこ j品、

少なくなし そこでIdj'レベルではたりく問題解決取として、 7Jtf[i及liJ

が<~)H ずる主l! h 、/ ごンゲ~~f)C斗 .WG~n.lO の ífr j IJがJ定案さiLてL-，る v すご

いれない開発l止、総入干1)¥[用にふつ亡とはなく、やすの補償もなしで連ノff政

守{!7吋日i主する地JJ、fーニング;よって規制されなければなりないとする解

it;長である l叱

士:11，，うゾぃニンクーO);iiilJが続安される 1之、ランセン I}CょJ1:"-1 ¥'/公I斗

(Las :=，，~'r. Vo:cal1lC N(j山onalPark) におけるふ地交換の失敗や、グラン

ドティート〆l'l>7公阿川口】dTdoll Nat山】日 ~p川 k) における~l:ぬむJ日

". lLi. ，じ~_ 1 'D 

~)(i T (i" :'c 12;:; 

可 Joseplli-. Sax， SLlpr2. 2..27， ar 7:0 

)~ lc~.. "" 731 

[S:JJ ぷu、，0:日引 )'!808
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者たちのtl¥!iLどL、〉玩主主主が&iる ここでは、これらの事fFiをサ yクス

Uo只f'phL. Sax) 乃分析に沿りて眺めていきたいc

(1) ラッセン火山国立公園ーフィリップス石油会社 (PhillipsPet-

roleum Company) の地熱工ネルギ開発

刀リソォ h'ごーア州のラ dザン火ILII'いうと|対 (Las~f'九\- ()[canic Kation，t! 

Park) (，之、 191G~こ(試 ì'f さ引た 公布設川時、ラノピンソく 11 問、.Li~

湿の~-:の百界には、間ぺ、に夜われ丈土 Jm であるアンド v ス区 j，"

\Andn~当 TracLlが区立公園内民有地として存杭'~ ~C したとこの|坊は

何千IにもわたってIく間伎用されていなか J たので、 i主JsIこ以卜jさ才tたご

とが 皮もなかった、 L か~19fJO年ころにア〉ドラス区域がJ血熱工ネル

弓ー開発のためにブノ)"ゾス I1油会社 (Phil1IpsPctro1c ~nn 心、口1 r削 ly)

に賃貸されたため、国立公図!3l土フ，}て L火11:l'!:iL公閣の外側にあ ξ他

の連防河iiJJ!"，との!比交換によってアンじヲス茨城を取れjしようと努力

L;，寸めた、 九時は !jît，~，主人資金主得るのが黄Ií lかったのご、 地とえ;換が

最も期待のもてるう Ij、だ )f:./:;'" 

1962fp: ~こブイリ y ブスが、地 l、 12δ57 ィ H'で副長のための弁μ を

掘った勺しかしゃi熱ヱネjレギー資涼lユ干1;f.l見つからず、井戸はふたをか

ぶせら札、後 HIふifF入ることかできる~}.~!~{~ \~'された Ij 刀、のが効が起こ

りそろな様チもなかったので、凶立正二回同はイc)もLな11"った それから

1 5"rf'HtのE-i77"ri、地説ローネル干 苅元、はもっと条件がよくな J ととめ、

ブォリップスが5さって主た"Jil5ゾー二ング法 (county7，oni;u; Lw，') はブイ

リノプス;一指自:htnft:得るよう*め、 1:1 ，'ノ令市町 i土汗 '11: 同ヲる'~珪 l

ZL加し と、しかし国立公図l司i土、強い行動をイ1)も〉らなかった 当時、

I:b_i ¥'/公|判詩l之、アン jヘ7スドJ或を11](111するために法邦説会からJド市吋十2

m (sta:1db:v ::tlIthority) を11Lょうとしていた I主邦議会の委員会のノj之認

が戸の収JljI，ごついても求められるので、ノ主同様只たちはア i)}ッブスが

掘削を始める前に公I!JillfW円口が;1¥さ才しることを守んだ}不jfにも 1978

斗 l土、|リウ公i対局oH地以{ゴが十世論で字われといた付期だったので、連

邦誌会は以用権限J力要員liキ非公式に先送りにLtこハその河フイリップス

日 ld..a~ 717 

二日社5り(仁 49:>)2207 l品 1
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~;_t抗議を続l 了、 [μj どT-~ 2司までに井戸別地に道路を建設し、掘削装岩や他

乃設備のとめに 地を河室長していた<)，1

197白年日月ド;司、〉公同局議員たちは、“地表ずえーン (:':;Jdz~cc dam 

1伊)" r，いう照念されていた損害が寸でI'キ乙」お tl、lli'削それ自体(ま

うソセン火11:$￥公国売の地説工ヰ jレギー状態を i_~~l!iL ~付ないとろうと

'Ij佐T~-'た。台 訓告?去 (cnitf'c! Sta~ts Geolo只icalS;l，'V巧)が、

この結論を支えた 同年lil月(，"7(リップスJZ、40C川 7rートまで調査

のための井芹をもう一つ!出町人その共行にふたをかぶせ、設備を片付け

てその場所を j1[J~I;，J:-しだ 1 均収JfJ弓 I-lilli:土持び1[1 トされだ{i1

197リぷ;--y ;-jに、ブイリァブスはそのぬ所で活動を再JHしたc ブ.(1)ツ

プスは今皮は、長さ200ブ/一入、深さ 8--]0ブ J 一戸、阿部ブ fー?の

併を紅り、その.Lg所に主主~:';:ffiを巡ぴ入れたr ドi立公図んjは、可でに生じた

大規件、な地表ダメ シに加えて、もコ乞多=に杯Stするという芯 L迫った

見通しをい」山に、再び i地収用桁|現をぷめ、今f¥t~，土 i ャtflJ[:U;;l?i [担

ラノセン争 iY:j'"(;，主判i議会は梓か(:~- !-_.!~~収用 L たが、収用の先送りに

よって主邦五五会がわをf与六か，"いう占 lこFTE去古ょうるり た，"えば10ωイ|

7片よりII'JにZ21fされた'-r;-い公|京|(〈】ldparks)" の 1-.:I1J!(})評価税;ム

目立公罰クコ設、r時代からはると今ではSO---lOOいに t丹Lた〈ごく少数

三はあωが、 ]00日前の 王子さえiCU告された，で、も LI正 ¥1公同 j中

しれない出発会なされる叱詑れのある民有地グノ大部分が夫i'訟にl長j発され

ないならば、法王:l義会iよ収)IJをそりするここで資金を節約で主之、へ

1'， )，0，の取得を9"，きりすることが資用奇最小限にするかと与かは、

相j し、れな v尋問拾がj なわれるfI~能性のある、そしてもそのよう

に|レ問す司]発3オれL，るる なら:はよ

が3笑足際に宇桔5むしい、叶jれLf:な;い目問問f丹1ゴ禿トがfな;さ jれL，るるかc

ぞれらのふ胞の副司I1封筒の i討と会古えの利弓との

r，c le.，日 717-ilS

，)1 ldρi. 718 

べつ Ic 

ii:-] Jo:.;cph 1 活ax，日Ilpr 斗ょ 27 ， aL7~;)

ei+ h" 0.: 7::.1 

lSfiJ ー ~.Û、抗日生:JS)28(附
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といっ つの事正問主;1(.こよう-c"iたまるへこの点:こっしゐて連j立公園シス

テム↓忠告者力士民に送付さ汚したアンウ ト訓告?の結果ば、開会のおそれ

が差L迫るまで+地の取引キ光足 :H-るといろ政i立が経凶 I止根拠がな

しミことを小してvミる怖 2

JJZ仔の先送りを支持する 3 ら:ニ進んと議論 lよ、 :I~ 米の収用のおそれと

1、うだけで、 j'.ifJ.刀庁h者た人がキ日ぃiLないi宅iiJを?7なうのを tf，いと{こ、ま

乙だろうとい勺ものであるの J しかし説話tlJ土、 I.rt!; c~:有者は白分の l

地のFイι狽が頂点にあるこj-Lう時期を選民二とがごきるけ之内な Lことに、

取得の完り己主告をがJ支は 1mを開発せ 4とし hつITJJを1.:.J-A tb >~ '.~という

のも「るい l二泊所-f-.者は、植いれない|出発とい 7おそれを作り [I-H-g-二二

にjって自分の 地;対する昂F芸術?さをfいるがらである u う J~~ン守'1/

もまた、この現象を:tg 苫にかし E いる仁川立公図んcH土、も Ll自主~"!~~仁不ル

ギー間発がj1iーめつれるならば!士むを収用すふというはんの台:Injを19G;;ij::

以来明ら泊 iにして主たが、 l:-ZPのJJそJし1F71リソフスに側発行為を l~ 

いとどまらせる 4うはたらくといろことは全く公かったυ

J .[リップス;土間発行為をやめなかコ f し、 主邦に上る土ょ也OJ購入や

|世1¥交J告のL!JIBにも仏、じなかった。こ札らの点-(.，'ラソセン弔問l土、

七日(;;r-.!:の例とされてしヨる

(2) タラントティートン国立公園 ジャヴソンホール

Hole) でのスキー 1)ソート開発

{Jackson 

リイすミング川ティー !ン封li，丁(廿パ.1COll:ltyJ のほとんどの 1.111;，は、

出邦[-iff;有地である j }j 】ー η ーの氏右地l土、北:~-::をゲラ〉ドティート

ン国立公国 I{;ralldTdUll河a:.icnal1)~Fk) 、 1止の一方を国有林Jtj地シ国

Jヘラジカ保蕊μ(N:-ltiOl1ι1Elk [<.efllge; にl判まれといる口氏有効のほ

とλどはシャクソシ h】 jレ UadsonHolcいとして町られる人きく閃しも

た渓谷にあZL くコかのコミ二 子 fのなかに付置し、コミ工 アイグ〉

れデウワハ
ιυ 

うb ld.. "~ 7ワリ 7ヲ|

Ic~.， ~:l 72.1 
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ッち最大のもの ir' シヘクソンリaじ kSü~l) の旧Iである d シャクノンホ

!~， (.立長い民、 !として牧場校営地J"/七ったし、ジャクソ/の町は静かな

)1: 17;-田jだった^什すな良尖コミ立ニテイは、グランドテ 1-トン::t;;¥I 

公同と共存できるず(j".でなく、 1-'-(:-1:-1す公|京1; 弁 j て望ましい1¥'1討の隣人

でもあったハだ降、[!l.i郊の牧場経営lよ、グランドァ(-i'ン国立公還に

り史的に腕力[ちな前景と背景を慌供じてい

しかし1970年代から、状{止はをわり始めたU グランドテ q一トン

二I_~凶に i築技寸る[司有村山地でのアルヘンスヰーの増加とスキー I) '/ート

グ〉開発が、 ijiたな l立国どった。世間でのレケ，;ユーシコンゾームが、ジャ

ク、ノンホ }C泊j止に[てジタ たちをま宇ますっ11うlすぜていったヘジ々ケ

ソン点 ルは部1:日二し、 !-J自の託倒産は急速に[ダし始めた 牧場は売

却 d~~しごホテノレベ~)jU荘j日に区 1"'1割 :'J 与札、シャノノノ〆の年l土大きくなっ

~C v三つ! コマーじゅ jレホ宵が町。〉人 ]O)j主j 止に許コ可作ぴ、 i'~モ治ヤ{見

し、グランドティ トシ「可))~ ~公l五j 治 i 巳見える i土の 1 (こ家が突

然建った、苛予告はまた、ヘ Jワジカ詐のどk似斗→口、地域も脅かしていたυ し

かし多くの111舎のコミ ιニア.，'-lfiJ~京、ジャクソシには土〆品手j 照明引が

ほとんどなかっ丈 J ジ:クソシホ ルの!地は決てl.::li!'l'i公|吋境YA売に

あるわけではな ν 、ので、 rs_:~[公回同はそれらの L，túj， l:}をわi討したごと

がなかったにl 尚うきかかなり色んではじめて、れし〉れない玉川!の埜止が"日

発に市長じられるぶうになったのごある :-0

}--t体的な見積もれによると、問先が:日っている牧場;11ま[1.1よ乙 む あ

たり 4GDnドルから9()(可的ドルのilll:怖があり、てのうち工 ν カーあたリお

よそGU白ド]レだけが牧場経営のたドlllfiを反映するというものだったむ Lえ:

治って問起になコスいる土地の1111-~ に:上、 2 fe:ドルからr1t~;;)ひ00/] ドノレ

かかることになるコ取得を関係作に限ったとしても、 ~)(f与費 l がおよそ

2日!l)]ドル言1]D~V喝されるにすぎな L

ι ャテ、ノ/手間デブノセシ事例と l 淀川されるおf:f'x(士、;~iJ害関係がよ立に

投資手H~にあるだけむはなく、居住荷だちを tìむ確立 L たコミニ二子イ

:，:.] Jf!" ;..;， 7'17 

h~ ，凶τ/ .;， ;--7三8
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にも悶連 Lている点にある IJ~i9-{r 'l月以降に設立された 6羽lしい公凶

U-;.e'N ~)ark、;l"では、 :-I'-i ウ公|引法界内のt:tIU之、元所イj 者にTJf保されて

いる沼行の梢い才しない利用についての終身または長引の権干iずこ共(こ取引

さ ;ll る〉しかし“ 1--1 しゾ:Z~芳i" 、しかも I-"-I_--(T_，:i: 芳l境界外の土地であるジャ

ケノンホールで!上、 この ru、 i土持j ，ゐられてニなかっとじ土地の詳b'ðí~プメ

ヰおよそ 18%の割台で沖びて 1、〈ン γクソ>;j-; ルの牧坊討者/ごち

~i、での投資Illn依ゆえじ白けたちの}:むを保有すゐこと芽望んだぐ後九

はまた、畜'1ピンネスが長期的な" :J ~反〆切ヰにある l 巧えて、牧渇れ'，""，;

が下 1)坂の士号戸に白うfたちの絞り才的将求を守二る唯 の H三こ Lて、区四

割U1)吊に LJilJ.のほんの数日間を必斗lするという将交の機会を強似すゐご

とや三んだU

土L目以得が先込りされたジャ夕、ノシ事例もまた、また政院の;刊と考

えらまLてし、る 7可f

(3) 結論

これらの事例を統亡、:im寸;談会l土、 6連邦7){促進-，る泊万ゾーニング

によって、手日し、れない相夫、を規制する?、という fi1を u くつかのf号戸Tで

;主用する Jうになった円サシタ J ←ニカ!1r (S，Jntz: ¥-Ion:ca九IOllntai:-ls! ペコ

ーュージャージーのマツ林 (SewJ円お門 PiIH'1，j丸山J の上うにある秤;支

訪しいj白域的よ、連邦談会はR有池を構人しない むしろ、 011町立案資

全 (piallllIl収 Iun::i討を捻供することによって地hや州のゾ、二ンゲを

'.-lうと努めるハほかのよ品乃?でも、 i主邦政Iltがきむよう;悶士、たち

IゴJ守でiU;r-jるのか、または1:011されたけ白う子たえの|地か句移アUさせ

られるのか2しもう選択;J支をニ地所有苫たちに与えながら、収J+iをもムっ

かせることにょっとtil;，hゾ、ニ Lグを日正ぞろと努める c

しかし連邦政刊の刈能性{土、地-;-j千州じよる、"日の↑地不1;用規制jの発

畏をゆっずめ主ことがら、問題も牛じている〈羊くのコミ工 フぷは、地

方ソーニング (localw山1l)!，)という fii'よで亡

h:. a:ι28ι29 

、ld.，日L72t，--i:31 
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土地平J)円規制jを課すことに[μj玄Lている けれシも、凶立公園が設立さ

れる「ミュ二ティにある刻々孜;{，f(.立自然保存(p~esel'vati()e) を定令こ

しな;，ので、 [J号 '<1 公向日が望むよりも 1I~I" 、レベルrの市'1 m::Cたレ 3 ていは!前

日， '戸 7 土、 z
にし、レ三ムャ J 、 v-'-，.' c さら仁、いりたんt血)Jコミエ ティ走 y主丁七正ι寸に

よる完令補償の〉もなうJe，仔の見通しに気d丸、てしまう 1、Jt2方コミ 1

ニティは市民にある手p止め安iおを台、いることになるゾu ニングを設すの

主:æ，~， "ととまうとしま与"

連邦議会 lよ多〈の ["1立 ;c:凶について、|町立公回同って照 tí もの L~志会に

矛盾のないゾ ニンゲをうEめるう泊、コミュニティの!地が収1"されるか

のいずれかを選択するよう「ミニニテ 1(.こ強いる法を制定してきた。 j

地l;rr布:さたもは、 J!)ι弔のもとで売却する rン、連邦政府が求める杵制(:[IT 

手る百l'仙rTlの減少を'-7:(7人れるかしなければ心:~) ~よいへこのよう争

収状のき;Ijf!策亡 Lて、 IJ叫にとどまる権利をオ クションで故売予 ξ こ

とがJ:'ネされといる c これは、宇ャクソンホ ;レのよ与な場所 lこ叶みた

い人々マ、校11告やfrFfノ十地と Lてコミヱ二子ノを践すこと[同意する八々

カ?コミ Lニァィに人るこ〆をf起すっ/ヤクソンホールを1111'ill;1犬宣言に似つ

ことが公|吋 1~伝言にとうて之、女であ之と法手lh?を会が与え心とす寸リ工、よ中手目

は:_:-'-1舌様式子公悶のi早イfと7凋干日子る人々がその地主主に入るごとを侭

近Lなければな句ない うま i'J !地にとどまる権利の続完;二ょう亡、

公図 f~~~~ (_千両手げjな人々をコミ ι) アこ人れるこ:になる

結論として、費)ijの長小{じを WIり、 時l祈有者たちの公半を矧ずとい

う以ノトjの点守、公悶用地とは栴いれむし 2悶 (，t7)~泊っ亡いゐ I~.H'. 台乍 1LJ ぃ

取得1るという政策が主主 Lい〈 この孜奇そが、 IJ::-¥/ノとF司境界I人lの ι7士r~通
公図'と“却しν、公国"の閉で区別 3れるJfE山ぱなし 'L、匠立公国境界

喝の l，t:l1，とト J公|珂|泳界外0)1'.:肌(1)院でIxj;1]される国山もない勺氏同

の I む司ý;þj 者だちを緩íWJH としてはた~-)かせなが}ヘ'ê ;~1取ィトi、地巧ゾ一

一ンクジ){丙 )11、逆 ì:1ミ rJ~àl ご 11却する叫!~IJ ゃ訴訟な(:~~~，よって、ンャクソン

lLi.，じ 732

【“ T (i" :'c ミミ 7:i4 

le.， z，，: 735 
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ホーノレの牧場経'2;のよッ右言首相ff!0な民間!史洋j'ニシもに公Aを陥L濯するこ

とが目僚とさ Hるべきどろうこの d うに、連邦による地点ゾ 二シ

グのjJr:j!tもまに、民むのp扶{単品奇問るにめのひとうの二手法とし吠ノユじ

第三節 ウィJレダキス (wilderness) の管理

I ~(い年『つ;原生 E弘法\Wilden、e3S.ACl)のもと、国ウイルグネ人保

存J~也川市'Jf主代;aL:r.、】札¥Y'ilc1e;'nes日 Prt日ハ:au川 System) tJ"O主立ιjしたこ

とはすでに1ル¥だ出)ウノ jνダネス(wilcl目 nesリの活煎:土、内務省E

立公中j可 ~PS: 、長務 i台北l体再 F向、|ヘH寺名、開局 IBLM入内

務省、魚類野生生物日(FwSi といろ凶つの連邦iJ:有地迅速千J政機関が

にをうっ rq立公凶l人o(i)ウイルダネスの管叫につ¥'ては、土ょ血管瑚Fn;.Ht同Ij

も規司」権限規ノI二三 Lてはたらくなとへ沖邦的有地のなかでもウイ Jレダ

小スの符J'Il[i5~ì Pt'i が強いr そこで本郊では、原さ白 1~民法の述ノ)ß議会;4

J直に三る Y口セスや肢を司-rることで、ワ J ルダネス笠理の特色と問題力、

をゴ;1:1呈したし(

S .4013ーハンフリー・セイラ一法案 (Humphrey-Saylor8111) 

ヴ i)レダネス j'Ä 案(\\，'ildenìe;:;~-; HiJlJの ，'t案;土、ワイルダネス営ミ主持

政治(切に詳総lこうf市たギ jガ ン ルutJ出 P.Cilli別行、}しつt{献による

ところが大きいc 干りが〆!よ、アメ ;1カの 1)ィル q'えスがこのままず);1よ

は消滅する ;:t命にあるう i. その状~:;はウイルダ不ス保有のための

い〈つかの続出00なプログラムか保 (rーの利五~係されちが i 計九てしてし持)J 

文設しないかぎれ変えられない 1-2 ろう(~ifべ f二川 ヰ1jノ?ンは、森林，h:o

がヨらの月号ィftiIJ，をうじ令に J正利c-tるにはほど渋いとい人税長によっ C、i百l

局のウイルダネス';;i'J'Jl1ニ対ーする干る気のなえがち}パ、ひどくなっている

7'i ld，. c.~ 7:~9 

切本相!-H-_.-=:;剃ILIE日"1' 北大法7→議集問者 3号掲載¥~~?h~' 

{I '4nl~j* 童部内uij4: 1: (北大υ守説先凶巻ス号持主己参I札

ぷ!. Cム，;igW. A~lin. Thf: Poli!，jcs 0: ¥.Vi!(;erness Preser、atloo，(;rεeo京 oooPreさR

(， ;9K2I ;11 !()三

二日社5り(仁 493) 220l L'!oJ 
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ことを知ったじ森林，11，)(土、 1;)7つ{T-のt1'鉱;:1、¥I¥1iuill又ih'L) にn;づく校鉱

から \j イルタ不スを ff~f'tることができないし、内すさ告によるう 1-/j圭員ノ:

企|坊ぐ権限 b与え η れてい記い ~Ù公悶ゃ~日念物公同では、 J 犬 i)~

!~.L{j :ましだ j 丈 1:1.1 ¥1. jと|対干1:1.1¥7記念初公芳ll立川右持より多くのウイ

ルダ久スを ~Tà、それらはた部午、が木川、;j(、鉱物の校JT)( によj して jょに

J: "て f~j要さ iLて\ '千二口ぞれでも千 '1ガシこJ:i L:工、 1'，1ι公|気|局は 大

規検干JRという厳しい!土力;さらされ、 !一地が所属し七いる国民 Lグ)手I~

*;~; に適引に配F与するためにもっと多くのJili肢が|剖発されなければなら

なしと U っ;合的な論f~，を 1fi:tt \二、伊:々に Jサ，;~-~づる J 状戸Jだうた品。干リ

カンのごの主主主;朴吉林忠jな7ログラムを>kめゐ要請でもあったが、ウィ

ルダススia会 (¥Vilderne日 目 前 日 い j カすこれにl心じた J

19'，日年:， )'216、今 nタネス協会事務fr"J長 sccrCla; v; 
ザニサー(、llo明 ardL山 niser) (;t、アメリ刀国j乏のための公図およびオ

フンスベ スについての:r1l(に£。計両立正;公議(i¥ationalCitizcr:'s 

PJanni:ig CO[lÎcrc[~('c Oll ::\lt.~， S ~J:ì c! OPCl1 SP<1CCS :or ::hcλmCilca:J PcopJω 

で H ウイ Jレゲネス地域の必要件 (TI1Cr¥ccc1 f()r ¥，¥'ildcrncss :¥rcas)l f-: 

しうタイ!、 Jレのi'd{ミ誌をf丁なったU このiti{説l王、 午リガンが見、紫だと t1h
した 7ログラムの概要を説明寸るものとったっザ二サーは、宇でに連町

政府のi巧右措 ll:める地域かり帯戎されt;"，)ことにな，;(; "::l.、:¥!ワイルダネ

ス保存ンスァム (ne:iiullalwilc1Cl川:::;_~rcsc 山 01 "を綜廷した ν

これらの地肢は、すでに管制権を有して¥'る Hヒ行政機現によ勺て、管

坪速すが紺、手がれることになると，この;前北はすぐに、 ¥'r法行すのF'H、合

ヲ|いだ 19;:;S:主 5月:日;一、ミネ、ノタ州選出 i院議只ハンブ)-

(l-Iubcrt E. I-hcrn均旬、)山が b連邦議会議事録にon伊 CSSlOclelムI¥cco;-d)~ 

に Tワイルダネス的域内必紫竹 J のイモ丈を将載したコ天然資源市え主主~:l

会 (Ci-jZCli3Comr:ll-:，tcc 0:1 :¥aLuγ21 RCS01HCC町、資源保議論右会~I\;

l仁川lllCj1 ()f仁川lSe'rV計ム()丸山川、ワイ J1-y' ，:;I'"ス協会、シ ι ラ・クブア

(SiC1T;J Cul刊、国立野牛己己1内 辺 河 川at101lat¥Vih:li1c FcclcrεLion!、保

1(-:ι~ 1Uソ

出 lo.，三仁 104

t 只十党;主員で、の ιの1;-;:世阿吊IJ-+:統 i，:ct \;9n5'~-1 9(j 0午

1011 ー ~.Û、抗日生:J2) '!8(l() 
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告のための受 託 苦 、TrusLccslur 仁川scr¥山 01:)、出立公団協会

以 ιtionalPa:d~:-; Ass()ciatio町、野4 ヰ物持理協会 (¥Vildlifer".~an 

at:;r訂 lE1;1只1itl1~ じ)、そグlit吋の n?!，1iK 8生何イτの 10ii t差のもとで、ハンヴ，! 

oコ凶心はウ i;]"ゲネス法家を起草すること i移 j てい"，'I二 1950主 2月

29打、ハンフリーは引了サーのザー案方針に治ってできるどけヤく '7イノレ

タネス去を淀川するという白身の意向をうこと去したコしか仁、 ミネソタ

川 Jヒ市の村民たむの多くは、 7 イルダネス立案がJ~I# ブj ヌ一本域

(Fb'.Jtic;a:-y ¥Y叫引おじれ川eA rea) での飢光客 ~rn戸の商売にダメージを IJ

えるのではないかと~、Pq[L l:.別代

195(-ゾ:'fi jj7日、ハンブリ は SAο13とi乎lよれるアメリカ最初のウィ

ルダネス法案そ提凸したー S.4()13~'土、強力主 d然保存J山 lól の主書だったピ

1弓:奈は、 トi有村、 r"1立三、回、トJ立百己分物三、回、望}生生物保護区

(別会dlょIピ rehl伊吋、アメ 'J;力主l 住民ノンデ rアン保留地 ;lndI<::.11日間

vations)にある連日所刊 J弘のろち適度に子っかずの状態のjlU止からなる、

国立ワイルダネス保イfシスデムを創設するものだったU これらの地域で

は、農業、イ立不拡!日、家喝、の!/{~官、採鉱、鉱物(/)試掘を合めて、全((/) 

営利的寸1tが禁 l上され之ことにな之 ι ょ己評その池の寝泊物の建設も禁止

叉れるコ J杭践の管」早速常にとって必要な結合を除いて そ v タ 付乗り

物0)干11:11土禁じら gることになる ::1:リノfミ伺t隠しでは、 1:'1，1公同♀ λ

ァムのうち/;-0ぴ)三校|人jの道路のないiJ!~んどの池械も、 '7 イノレダ 7、ス・

システムの 副;になる。この子続によっ亡、 1966tr-ーまでにおそおり0万

工 刀 治すワイ凡ダネス・システム;ニ方自えられること μなっ-('，... ¥たすわ

まだ、 lSSG年目月 llHトペンシルハニア州選出 l、院議日ーさイラー

リ01111P. Sav1or) 土、 ILli ， 11703 という Ht:主社、楽~C'or;;，pa11ioll bJLi を

ト lh に JÆ~fHじたc II.r{.1l7D;Jは、結料(l<jなブUグラムを友援して A 致

思料や示そうとする保有支fr:t:たちトよる協力的な取り組みキ)人映1て

お:'')、 九 40J:3とうりふたつσ)吋容だっ IMU

ハン J 1) ー・セイラ-;}-、案;二、これまで行政命令([~c1nl iEis:.. ra Li ¥' c 

3!i C r:ll良川 Al~iμ メ "pr日 11.82. .1↑ 105 

約 J(t， 105--107 

fY3 ld.. ，，~ 1U7 
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unk'r) によってのみ保訟さ礼ていた地.ti~( こ制定語、上の保誌を Lj λ 、 j:R

ぉ;ャ l式 ~ii' を L、その結果として保護地J止を1872{tの探鉱法の符粘か

ら外~，tニ ほとんどの~Ù 公悶足月i1Jitll土、この迎用除外や『でに受け

てt，i_:，ハ > 71) 七l'~7 ィ云~.t2.(.ま19:;0与の主主ぶ|円j連邦議会に提出さ

れたが、主主治しなかったのO

2 広 1176一公聴会 (hearings) の五つのテーマ

ハシ 7Ij.ー〆セイブーは、第8:i[n連邦議会のおめにウイノレダネス立以く

を持びij~'I:i:\ L たにハン)1] の~i長 LJ (J);よ案となる S.l'lGの最も

な変 ~t~ 司;土、ウィ Jレデネス ンステムにお研、再原~í 林 ~ti}J."J. ;:Flil"est Se 

v:~-:e pn:1l1 ~1 ve ;o-re3S; を直桜台めたことだった。 S.117fj~，土、公聴会が関

かれるこ〆にとよる最初の内イノレダネス辺、来と長 ":_J-j~~ c S J J76につい1

は持に、 ウリブ不ルニア+:'1(!) /J(資t皐関学との湾係合主何日五にな Jたf この

同胞は、カリフプルニア川水資源局 (Californ:2Stat:;円cpa:"t川、ntot 

¥-¥'.8ter [~cs()l] rc凶 l 本資;J車 ill- jjJJJ__，/ :518認云:¥0;3tcr l'csourCLおいlannIl叫 chid)

U)ベリ- (¥¥引山仔 LBcrry，;に EるノアごI恵三?での注己による h、カ1)"] ;~ 

Jレニア・ウォ タ ・ブラン (Califoreia¥¥..'ater Plan) ~"J( まし h くつかの ïl<

17煎挙業を命じているが、二のことが従来一汁Lた法夫 fs. 斗 7{~1 のま見

山と矛iFiすること lーなる L、その市うな[刀リワプルーア e ヴォーター・

プラ Lの]水町時事業は 'J，i }~ダネス池波を計さないだろ与、 l いうも

のだ Jたしこれに文Jして、シエラ クラブのブラ Iツア ¥D，ιvid I3ru¥'，-er，1 

l手、カリフ可ルニア‘ワォータ ・プランのJ日要日十九体~"': ;'(c誌を唱えたれ

大 117Gi汁する最大の反討は、，"'"匂とおり、営利的な糸町、t士述、探鉱、

家南土産の苅~'"凶作から，[さコ J二、ウイノレダ 7、ス ilぐ系 lこ止対する巨たちは

たいてい、ウィ jレグネス"法の実|禁 iの必問げがイ口ずもないと
ι 、F、iコl

とから始めた(次;、ウ fルダ午、ス法案の)ぇ対者たちは、志のウイルダネ

ス地ほi土守でに+')}:足立をされていると 7~五した， 1安りによると、問題

的 Jd.，:L 10S 
!J': 10に7年の総計の ::Kr'い注するこ ζ が:-:.:t0.、さ札る判人口の 最終日三な *{~;W

を満た寸ための、プJリウァ】レ← 7十円台三C);j資日車内問先:こっρ てのごスタ ブ

ブーノ九 (1.， aL ω 

10:lJ ー ~.Û、抗日生。(;)27悦3



~>古物司'1 回L公団にお :1 る '~~!;~1毛 利用・珂吋"・花

になヮている地時の太子~1~)f7う支払 L;Lt 、凶J1..公Æ シス 7 ムグ〉境枠内にあっ

て法によって保~~されているが、あるいはや!有林ンステム内にあって命、

林局の管理淫営のfl'R1fTiニあるかのこち円かであるとちれ7ジ U

よト jτ7公 i対応 JZ 、慎重:反対のすら号を小 i~_ t:_~，) 1:1.1 ¥r公|対応ヌワース

\COEr o.(~ W~rJ斗 iム!f，.くのインヂイアン fii留地やオ1:: jヒ物保区の

1-_t:li"が1'[;/ウイ Jレグネス保存乙 λテム仁子fまれることのβY切代に呉L誌を

問えたυ 森林局はもっと手Ikだハ 7二 森林局長マノカー lド、 l凡L' (恨Riclia訂rd[ 

L VI，主h】、d川i日lどe)によつでi号ヲr唯生にi述主ノミられアた，ように、 ji引小1

グの〉μ、案 [ω出 [[ η76叶は土匝白i有材林:1行丁政UのJ 授換1 台〆判|山~f刊Jf用1口l1ば文策 σの〉筏心にJれ;寺紫文を守え

る三とにアむCる l といイうj ものfだご rつJ 

ウイルグネス法案の反対きたもの一つめの←7 マi土、市 "1/レタネス手1;

;n者たちが戸分たちのmら才し丈利;nのためにド!の資源をHじ込めるとふー

めることで特権をもっ4数派を情IJXすξ，ことになるというもの f コたぺ

jし(つめの子 v マ:止、絞済iJfJ)，とや同家防派優先事;Jlとからみ合ッていたc

単に生数派の主主;設を満足さするため;、経治苛予告の利益をf佐治、;認め缶

いこ i:Itモづルに[えする、 f いうのが議論の1']-1.いだったっ企図，j:村製占h

協会(I\ a<::i()~ lé.l.l LU1ll0目 .:¥lanulac<::urersAss:)ciι止 on) のネルソシ (A. Z 

百ぐlS0;1) が、典型的なンィルダ不ス法衣Jの反対者だったと られるべ

般にワ/ルダよス渋案0)反対者たち;土、イ可刀、主長な同党(/)I-Irm~生があ

る池上誌を含まなv、かぎり、，'-;レダネ (じO日ρp↑ of、九九dじrn山 s)"

を支持すると!?主したotf済問itfUよ、 19.50イ?代の な煎じてFど勺よ二主(翠

布告r:í- とうまく結乙、ついた。ワイルダトス民;誕の反対(;た九 l止、 if~i斉司会

1:対1るとんなれ[1市:Jも、家け身グ):.1;:家紡伴J能)) γ対する抑制;ーなると

しゐう校、司、方針を確立 Lょう〉試みたハこれに現速して、南米牧商業者協

会 (An日 icanN:.l七oQalCattlel11f'E's Asso仁iac:ioE) {-t.::;::..者による主寸弘行

なわれた'1:; 公聴会のWi認を;邑じては η さりと示きれた士つめの説諭は

斗 1 lo.，己-108-，[，[0 

92 1d.. d~ 110-1 1 1 

1;1 h~. ，lT. 111 

9; I，!.. ，'." 11:-:! 
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統治問発テ マに悶辺守るもので、その十五υ には柔軟.1'と複心'11甘利JIj(1) 

概念があった。森林局長がほのめかし/こように、 S.E76は“核今l均利

用政協のでさ L、に打撃長与去る"ことはな ν、とちれたJ しか〆、 S，1176 

が禾LliJO)ヒコラノlノキ一仁おいてウ i;J，.，ゲネス仁川夕、Eむかつ公C;，~，(l)地忙を

Ljえること治問迫十却された川{

これらの立てJのテ マが、ウ{)レ夕、よス涼存についぐのぷ前日二主M

Wだコた、 1弘行♂J閉廷の;長論は LI工h くi弘、た，，;

3 S.3619 両院共同決議 (concurrentresolulion) の要請

フノルデ下ス}古糸川 1176)の修正をめぐる治土、 1957司に始ま〆、たη

4 ーすーが、夜林日と JTI_!:Z:公志向の記l 言 l うし 3 てコメント (/~omn:e:li :，)

をJ目立した「これらのコメシト l土、第一委員会 (Cornn;ittcけ)rlr;t\ü.~; 

の発足を需 TJ~寸ーる対たな U:案を含んだ。この案l士、長装界よれもむし

ろ官公庁を采する方市]で、ウィルザネス法子:の反対者にかなり該彦して

いた また新j工~ほ、丈主主ノ;財在日{(:~_ Iそのぷう士干iJf日・ 4すそれを拒絶する

よりも合米国の利益bこぶり資する[場企;こ]、試て信、探鉱、雨水池の迷設

や整備...，を認め心+itl出を守えたヘ主主 妥II会を i介としたい Jぞう

の;正請fが、第一委員会 (Collm，i:rccPrint:¥o引 を 党Jιさ 'i:lこへこれら

の内容が1合同年 f汀ISHιi院議口ヌーバーフ7-iNP11lNIEtJ による

郭21評 ic1-"て続出される〉共に、 S，3t).:;)が1"人された S.，1GHHよ、産

物 ピジ トス の利 t古関係者たちを満足させそうにない追加カ譲;kTr，j
(C();lc('~:;iofì.;守守んだ〈以前の松長 [S. 1l 76J はTiIiI ~ι]!1 による杭斉株

主IIiI是と Lてこれ片の阜jsをわなうことを行政庁混同ド己主めていたが、

S.31、19はそのような行政活動を抑えるために連邦誌会による FrC院共同

(COllCErH'Et f(-'S(llution) ~~~) ':!: :K: i!O j二c

!ln h{" ?; 11，') 

'17 le.. ，，:: 116 

:'Jf ld.. 2.i. 117 

市 ~r;んのわなったJ先議に別的一院が長司するというかたち C' -f J なわれるもの

ご、大絞知的害黙をUJせず計一律の教):;~もたなし h 周にÞ5毛ゴこ編集代表 計尚(沖

17) 7S6---72i頁

l0fiJ ー ~.Û、抗日生88)27仁川



~>古物司'1 回L公団にお :t る '~~!;~1毛 利用・珂吋"・花

4 S凶 4028およびs凶 1123一内務省および農務省の懐柔

1958 ~'f 6 汗 18 己、 1-，託議r-~/\:;'-7:J は白らの 番目ジ〕ウ fルダネス

となる S，4028合従山 L7二 S.402創立 S.1: 71iとはかなり宍なるカペ

委員たかhのfな変更は含んでいなかぺ j二。 S4(280)-下なはおl士、

均国・同し小宇治に関する上流会H ;i~ (ScllaLc CummILlcc Oll InLcriû~' 

and Iasllh:t主ff山討に、 l当刀、ヮ 21と|な〆 1)ングネス法案を'品、E告する

ゃうえ正ごと H コた;~V1 

S. ，~028についJの最初の公紅会は、 1%8咋? iJ23日にワじン i ンD.C。

ご問 Ht~qした J そればj甲点〉政府の千十泊、や全国協会に、修正されたワイルダ

不スま'ネについて主見を3&べる機会を与えた。 iな修正は!:..:日行伐採同

に10;けられたものだったので、 [凶行政機関:J)X，J I心が去誌会の主主も主要

な吉!?寸を i1i幻たc 内務省と法務者は、依然としてドi立ウイルタ?、ス保存

禅譲会(九1tiOlld\Vilcle~.Il eSS PresピrvdlOE仁uUHcil! (J)創設に!メ(j:.Jし、

農務合、はさらに、 J4虫・疾病の制御ブロゲヲ 1 を実施守る桁→|浪を法務長

行に守えるよ弓f:tめたυLかし、どちらの~'~) .;ffi過~，~!ÄふJ ，~な 7JA ったこ

k:止、ヮ rルゲ夕、スLJ、キ:0)支J一子高丈ちにシ-':'ぐべきな iJ寿舟:;--:なった"

上院法案 S .4リ28は、:おお囚 :;.~;Iíぷ i-~(Í) 会問満 fで i話案にな-，た。 1939

年2)J 10己にと"Jlii;t:;貝ハンブ'! と11の共同スポ〉庁ーが s.ょ12:iを見

出するまで4、七つのウ 1ìl ダネス法:主力、 l、~;i:: l二提出されて v込たにその

うちのひとつは、下院|宿 の白然保存主義高であるペンシルパニーア州選

ヒノラ (john ? Sador) によるものだっとし ごイラ、江、

長とハンノリ 法条はそっくれ E、;:'1然保護司体の市J~~湾係者た九を代

1(寸るものだった ハンフリー・セ fラ主主;土、生物三 γ 〉、スの王U岩

苅係者とちょ:")ニ地管;JH:'JXI幾何を懐柔することを再びめ Eしつつ、多

く σの〉変j史i主1点舌今んごし包たOγワア f刊!〆ダネス琳よ減攻で~，-，~

めの4特手別な1権告「目限d沢1とJ流f域弐、t".J義、利益やもとじすs手対およびli'木の茂み、

~:Ij.~正をもえらすありゆる値物の;支みを保護 Lかつ保存する t_: めの ー恨

めな権 r;j~を、長務長τ?に 1) えた 1山}さらに内務長下?と蕊務長下了 i土、主J立

1% CTaig ¥¥'. Al1in， supra 11.82. at .:17 

lC~ ld.. 3t 118 

"μldιu 119 
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ウイノレダ不ス保有雰設会において己分たちに役立つようはだらく刊rTを

指名ずるif:rlを与えられたc これら全てが、森林局と 1'，1ヤ公|宋|局からの

支;j';yキためl一色同汽れたことだうすこ"川じ

ヴ[ルダネスィ主'主はその後も修 11を主ね、 19G4年の);('" EI然法

¥ Wilclcrec出 j¥CL) としてが人〕丈'"にこのように、 i京生戸然iJ、.))7!E邦

:こ寸、るつ主ク〉プu-t:ンえからすでに、浮沈所内却。特E平行政時刻に

よるつイルグネス;'~~~里グ〉較 L さが予想さ r: 七いたといえるだろうぐ

第四節 萩たな管理手法をめざして

近年、アメリ力的国立公開政策は大きく変わ ~'l つつある 宣安なJTIj:! 

公図が、庇辺に位置する保設されたjドイミ地ゐ複合的手'1irIのためのrq有池

と非沿されつつある)こh(:j 0)広大な地域l士、生態系、活理政策のもとで

斗物多tL佐保全戸俸を優先仁、比 j，!U地撲の行政機|討相打のち芸員1をイ屈し、

ふさわしい位ミijlJぇWr主用V'て、深議戦時ふ展町一Fるため[科学的子ータ

を活用しながh、統合3れた統一{半〆 して管;'1;されるこ，C になる ρ 生物

多係性 i*令の支持者たちが“大コーコシステム (gTeatereco可抗em) と

呼ぶこの構想、(止、皇室;;千三ま坪吹け告をもっとぶいランドスん プ

1*Url下手4とi司fUさーせること歩めざす什ここで“ラン:<'Aヶ-

Y は、外見上の景引のみなら革、日然的お土び!if史的な相互依存関

係が非情:こ i常擦であるワ~間全体を，t;.味するしつまりんユコシステム lよ、

ランドスケ プの全域で調和にてはたらく地域Jよる管即そ旬すため

仁、径々の出邦 I-iff;有地と W，存の+~設されれ地域を九て(-ヤヨせることを君:下町

している、太J コシステム構想i土、 19881;度のイァロ ストーンのん火

ε 契機に、ばオちの }t~.:FL~*~特王国政策への反省も λめて)..5:<坑 ~:f- 者たちによぺ

て~~極的ド論じられるよ 7 になった(大エヨシステム情想への問心は法

的分野においても匂く、第一人主であるキーター¥](山町 tB. ;白山 r;

ほか複数r.l)法号たちによる研究主献、 Rübcr~ B. KciLcγ2ulc1 lvlark S 

1'::) ld 

lC-J全土lU然法の内f;=n;1下制L二九て{土、不稿三事 中第目立方 :1

叉~19者 j 号惚~--! 苦手N~ ご

I:;jとんi壬字詰
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Boycc， Tltc Grcal仁rYdluwsLo:1C ECUSYSlclll-Rcc じIi ninヌ ~'\1:1crica's 九九 ilclc

rl (-， ~;S II(-'riロge，Y;Ut' l:ni旧日tyPl 円、 (199~) なとが !-hH)止されてし、るコ

ノ、グレ』ンヤドプゅマ}ン寸 n綾子、ヱコシステム i (; I仁川f"-

心l札口町一Bolll¥L:rshal1E仁川ysLe:Jlじり llpl円)、大グランド キ斗アーオ/・

J コンスァム (Grcatc~- Grand Cιllyon Eco引 'Slcm)、ノースカスケード・

ユコシス 7ム (N(J，t江L<:sc<，:d守sEc()syst(-'m) なとす'C'にし、くてJ治、σ)1YU百ミ

あるが'"¥イメNiでは、代;}if汁ゃあるノ¥イエロースト ン企工プンステム

(Crtatヒr¥ぞllc)'，v吋cr;ρ トパ osysLem) を耳'z;)卜 1;てし占くことにする

大イエロ ー ス ト ー ン ・ 工 コ シ ス テ ム (Grealer Yellowslone 

Ecosystem) 

(1) イエローストーン (Yellowstone) 地域の特性

イコロ ス、 ン (YellowslOI~e) .tiliJxAU;t 本 ~I均にひとつの大きな国

仔公民lであるとみなされがちだが、この地域の J地所九十芹こ符矧のパ

ターンは実尽くにはきわめて複雑ぜある J見折、大イ Lローストーン地域

Yぃ11ο¥ystopc_，，¥ r\~a) "t. n子ばれる場所のとな土泊所有名 Jム目

、，公|司対および森林司という一てつのJ主主;行政機関であ心。内

よると、 iv{ヱローノl， ;" ンは‘ワイすミシグ州、 Pンタ 7州、 JAダ

ホ '11 の各川~f\r ti立T01'I令地と氏長砲のうち、 i 目、)0 万ーーカ一以.~包

子守する ノ人--{.::ru ストーン (;k='--;の出立公国(イコロ スト ン出立

公|斗とゲラン"テ J トンド[¥!公1.1((; t乱立dT出)Il:¥ atioEal Park)) を ~L

台ノヘつの河村J椋 iブリッ~ト ・テオー トン同η林 mdGgcr-Tcton

:";aLim川 F()n-~:，;i)、シ刃シ河不 Ir，有ヰ本 i 日 !IOS: lO ll ピ:\'aLょOll;-J:FO f(-'stにタ~，¥一一

国有林 D'arghccNê~tiona~ ForcsU 、ギザラアベン国有林 (Gé;l ~al~n

.0: a~i()Gal F()T'出~)、刀スタ 1 ↓ノ(仁山~er 1¥' a七日立1For(-'st)、ピ ノミ

ヘ rド区有林 (Rcavc"l1Cac可aUo:ialFor仁sU) の i'~、 勺の::i:u'町rj

牛物W:設!>< (1 ぃ!すヘラジカ保護 i イ (~λti ();l ，d !:.: 1 k [{ t:f II貯 J、 Lッド 1寸 f

クι鵡 mcdRock Lakc心、グレ/メι胡(G r a ¥'S L:J;.c内、工法官苅h:j(BLW 

所れ地、 )-'1有地、 I民不lHを含む。 j+:;'，公明tlV. (l'.抗日立は1park bnris) キ;

"川 I(ulwrt B. K(，ih';， K引い刊 F札口--， witl-; ¥川1;(九 Y“1ど {h;j刊 γsityP-，-'(:'SS I、2u¥.n)

日↑ lf)() Hl 

二日社5り(仁 4只:J)2793 1"只1
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よび森林qウノルゲ夕、ス地域 (FOl出 l 長門iccwùicγlC~S ，p山 S) は総F

でお」そ600万エ(力、になり、注J~所有効の半分足l くを l片める

fエロ ストーン同 ，j公開とゲランドチ， -ト/同点公同;止、 u-京医

され丈最大のウノルダえスのひとつを治成している指定ウイルザネ

スζ 嘉ノJ上の';ィルダネスからなる広大な手宣frk本のけl心に1':':附する.1);1 

境保蒸|寸体ヘJほこんどの!j.q却t;背たちは、この公|斗とウイルゲネスの複

J7体 F争、多様性;高む野生1":":均と李登多様な自然の民兵じ Jって特徴つ

けられる地肢の生法系における核心であると考えている ::i:界長大のへ

フン刀 (ea;Jの準1，やて主計ーでもほとんど残っ 1 い ~J: v恒出移動のパイ

ノン (bison) の君子れのはか、ノ、 Jイログマ (grinlybt{"~r) 、 アメリカシ

けヅル (whoop:n必crallψ 、ハクトウワシ、baldea，;:de)、ハヤブサ

(p川、gt"l】chu:on)、斗弓ハクチョウ (Lrun;pC(crSV，'，Hl)の 4与主珍誼

ある ν吋I絶滅の話機にある注にとっ 1 、大イコロース;、ーン;止非 1'1:"に市

であるへ印象的な fエ口 スト ンの宗主見を形成してきたじ

兎最丈の二子っかずの地熱地 ji ほcoLhcrm8.1 regior:;土、この斗系に缶

く C ばならない要素「ある~()、

/三イコ口 v ストぃング)~wj" J i i 討U&l正、一つのた主な刊 111系的?W.~)オじをさむ。

マロンビア川(，C01111、bi;-，RivcrJ に台vlf.-?一るス不ーク J:: (SnJkc Riycr)、

コロラド1:1(COlOf2do [~ive了;に台対~Ti!，iゲリーシ 11 (Cn~t~ll l?ivρr)、

ミズー)J:[ (¥lissuuri l<i、l'r.! にむ治ーするイザローストーン 111

(YeEov，、;t()cleR~ v白)ーである c )，(.Jロ ストーン主0)点の情斗[よ、パ部

分がロッシボ~--- !レマ、ソ ([0dgc'polc と p ウピ (sprurc; の~，;:抹で、

それが高山の高原地ι 大山分をすっぽリ f奇?ってv、る U この大イムロー

ストーン・ココンスァム lよ、どんなタイブの:!1立公園境界に 4っても零

易に同定するここがでえないコ聖子!-j-:_!L物も己然のキも、 I:L:-ii公[点!っ可に

{f{rが限定されるものではないからである。ちょうど《有を越え七)1ぃ;、

る地熱J白水層 (geothどっ11汁l 以 1川 ft:rs;、{可J 系、為材、少 1ゴじように、多

ICI' Rob【 γlB. Kci ~cr ， 1¥n よれLrOClUCLlりnレ(i Lhc Eco台、宍レCElIvlanagc :ncnl Dcbalc 

足。hert_B. f(ei:-，er :llld [¥'1汀I-k父 [)U.yCl-'.-;-'}H' (;reater Yt'lluw:;tol1，' j.co只ysrer;l

Rcddムn:ng;¥ユl:;ri(';}'s\Vi[(k::ncs~: Hcri旧民、 y ，，~c t;nλ山引い Prcs久¥1号日1):ll /[ 

1:'寸 10.川日
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~>古物司'1 回L公団にお :1 る '~~!;~1毛 利用・珂吋"・花

くの衿が戸分どちの!j二，1M出としての必芸作モ:漏たすために長国境界をか

なり政えて分布している。公|哀|涜7iをぷ担Jに72的たときに、連邦議会は

λ| 怒と学的 :G!'ナ1ニついての:にじ誌や認識会欠いていにわ今では fl号、/J~~可と!剖

辺地のIfiJの牛語学的つな走れがもりとよく埋h'iされマーいるので、草[呆

誕8J件、などが匡有地管現にXJする止態系に月

ようになコた。とれわけ1988年夏のイエ口、 ぇト シの大火が政治的な

公開:f_~:t~を冊慢して f!、がうたこと芽指摘しながh 、局窓学苫たむはイ L

口 スト ン民也民子大イコロース r ン・ 1 コιステムとしてj@0Jにうf

j記du、うjJ Hしだ!l諜勺之がJ続 休として信却されるべきだと主張L

たo 11，'，らの i張によると、ごの粧の宇¥，J日はイエ口、 ス i ン;t!Iユ止のl臼界

均lご封Lられた同去、じっ:1;;::1キ保護L、かっë'l'生牛~:?iJ保護、レクリ Eーシ 1 ン

の終合、美しし叶北ぬといったアメ .~~T 1仙位も重刻しとkければなごらなし

(2) イエローストーン火災論争 (Yellowstonefire controversy) の

二つの命題

i約|イ|にハ"ソ>).，，::t土鋲 (Hcnjamin[]a↑↑ ISOけがイコローストーン

l.:ti ;/公|吋に隣接するアメワカ最初の:.:lij右一林森林保護|泌 (n:，:u(lr:alfores十

rcscrvc) を設 ¥'7しで以来、〆エロ ス 1，'ン合域は連';'R~í-:f-r地政災お

上びうをjW::音型政策についての根本ら主1"トめ¥る闘争の湯ごあったοg-'Jに

の流れ)'， iもに、初期の;正立公凶ゃ;正有r.A，vワf旨;主/バ翌 :t!せだったこ{_~ (;.t十

一分JこJ丈まされて主たが、それらず)I抱がとカようにIT珂 3れる./<きか

に悶宇る が同家的かっ間際的会豆要;fY絡になるまでに激イヒ1〆亡証

た。ミミ湾、 1988年夏のイ】ローストーンの大火をめぐる論争辻、現代の

土地管Jlil苫たちがlきiF'L ~(いる利子 l冷、そ的、ィj、的、卒和T

主絞:足)f紋ιさをf刈刊3主iE!し〆 た

J 乙ローストン日iir'JI'~土、たきく つのrrij認を扱う}涜の冷認では、

1-1'1す公|貢|尽の特型政策、%にノ主|京IJ IJ lili. ~':~日然のままのブ円七スが双山ま

まにしておくという国￥公直足 I，Cu;，:t11l1LmC 

この意 f'木での論争i.ì、 É;'7:~火災 natllral fil出)を燃えるままにさせて

1，:1' Id.，凡t~)-6 

lJ， ld 川 1
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おくとし.---}イ J ロースト ン凶立公i認め政訴や、オオカミを{豆1主させる

というイエ口 スト ン k:'tr. 公|取!の公約をめぐるぷ )Jj~ (/)論争に、鳴らか

に :，!"Cとれる(イ L[1ースト}ン論干の第 のw忠とは、イヱ C!-ースド

/山:¥Tノとi京!とグランドアイートン I:-iす公|討の周辺トi右地や周辺氏右凶に

おける適切な開発レペ J，〆が焦点になる u イコ二口 スト ン雨、ケ，-(土、~有

林で;土ウ{)レゲネス指定、石泊 ;1/ス関係、みw伐採の梓反、五五干校牧

市下l川地¥li¥村lock只t'2Zl[)日J::oln日 li ヌj めよ与な問題が焦ワ、;ーなる c

J:(白 j自では、周辺v)白然環j廷に迭した|剖発の程度と畳が焦むになる y こ

れ f二の問日王をうト荷主してあるいは-frrr湾守;に考えるのは、 i誤l)ζ 刷、われる、

公i吋同の待Wr:J断 l土、 htjj刀「ミニニテ f や足立キ支出の t.J1t~:.I:右者たちに丞

フたなぷ響刀寺も勺 J 日じように、森林局のウイ 7レグ不ス指定、鉱物 jー

ス、森林伐夜、欣牧 (i)政策:土、近くのこJミユ)ナォ l社での読む宅自'J影響)J

のみならず、野三=-&:物?隣接する公i謹用地にとっても司寺山r，Z'~ r~{t::ÌJ.:. 0)吉

設をもっ C つまリ fエ口 ス i ン地域の i 地の !11主主i&;ú~、複雑かっ

依イ子の関係で生輩、学!州 [L~'::_;'主 ~，-!j Lているに 同 l' うとよ問忍 52国i人ョの区

有地全滅 L表iHI1乙L 亡しるのて、イコロース pーン論争の解決IJ合衆庄

のみならず世保の|主|々で似たよろな同出がとのように抜われるかについ

Cんきな形響力をもっつしたi/':つ亡んイエロ ストーン~右足j i止、

学討に重安な γノイル pランド{川汁;l，]ild) 地域におけ ω人部、の役割

定義するためのずスドう ス:いえる¥シキー夕 、Robc:'i1ヨKcih_'r)

lよ↑張する，

(3) イエローストーン地域における利害調整問題

/~ { :;口ーストーン三国有場周辺の州(ワイオミ Lゲ丹、アイダ，j、川、

にンデナ什 j やifr，王コミェニテノは、大イェυ スト/ドノJ敢に粁i高

崎に太きく依 Ir しているムたとえばワイオミシグ川は、ノ、然資;原r，~~t泊

三割Jからかなりの相i税収人および完ト税収人を得"CV' るー地 J~ ----1 ミ工ー

テイ(土、森林党J不十 t~岐に 4 って!j二み il される租税収入によっ

干lj誌を得ている c ワイオミシゲ什は鉱物採取から日らの相税共役の70%

L、2';;.ウ雪、その C)ちの 部はヂ工 ;-1-ス I~ ---/地域の医有地で':1:)二を

lH， ld.. ztt 3-4-
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~>古物司'1 回L公団にお :t る '~~!;~1毛 利用・珂吋"・花

ている v 太イ 1ロース ρーン凶有地における白州の等ししも本1;主主を認めぐ

1、るヴイオごンゲ叶以、ヨ)+10)利析を1主J市所有効符現行孜機関に対して

1) E1t'.えなものlニずるため lニ、リイオミ/グ什の fにじ与:亘(、連邦所心地のf瓦

整役のすJ去を認めるとする法を採:lf(i~_ 丈

}<l:;U ーストーン地域の非 'J イ jレダ不ス~有m(土校合的利用除、引に

長ついて符対さ才しるので、仮出l、やみ林伐採のJうなま完li，;;r;動のため

1，'禾I吊でき正。公園地れ 7イルダネス地は探鉱L11内のす入治、禁11-，えわた

区J或なので、 ~Lr-~出会社 Jよ段。の ["1 ィ当地ごの探鉱j出削権を求めてき丈) ~I!1 

質学守たちは、 イコ U ーストーン域j点ま くかなわの辺の石τ白・ガス

fttfをf3Jむ 手記!か品川士断r~ (Ch，-trthru計 E尽1t)"カ\さらに発~'J) :手れる

1見実の見込みがあると考えている U 天然ガス町三塁肖な是正よ民地貯がフ j ソ

ジャー ァ fート /'1ド1告件南部'Z"I井15きされてきたし、 J菜鉱活動はイ 1

ローストーン抱伐のいたるところで是認されている v 石油会?二の iji:(三円:

ιl土、アメワカの{n南i時誌が交え針げているここか指摘しつつ、同}'1生

蛍を高め γ国のこネルギ安たを保己lするかぎは、イ巳口 スト ->i'.!1

NZペYこか11カザ〉場所にあるまだ探鉱されていな v、土地をもコ上探鉱寸

之ことだと↑ 1hオる。ニオし に!，~~，えて 訂;(土、 lj スIFJの三高t立苦手ま

((，llv:rO:ln-，cntal r~:vi川)を定めるとともに問先に vぺらがの抑舵を却

すものの、大規fQな 1;ース F業 (1仙川ng[川市川口1) ;;2$;抱 L"(きた J 石

油業界は、リ ス地を採鉱する i"j~JC)権利を主張しながら、森林;川による

JilJf;J1の にじに反トjしてきとc E索現 F者たちは、大荒十誌な古川 ;Jjス探鉱

市場Jjが肉然の情景と基本的l岡、止にむし， 1八亘要なil:'y/t!↑11;ふ，"、却、べコ水

震を待かすとて張してきたコ コのよう;¥森林局とむ孔u'ガス並きたと

のJI書調整問む(上限iIいハ

木材;イー業l之官f{lにもわたっと、イエ日 λ} ン琳域 1:{1++のしたる

と守ろで粍力的に伐採を Eなってきたったびたび不尽う正に I;í;':;~ 地 "j[ 経泊

におV'て、伐採f土チいてしとはl日jい賃金でのよ佐川的機会を提供する〈木村

の'Jr:;j上げは渓邦国JQ(こいくらう〉の収入をもたら L、地7Lコミニ二子イ

にとって重安な和税収人を μ 品 fドし、地元従;斉をある f~ ，1広ま 」。

11， Id 日l(-)

11: Id.， at t)-7 
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せる υ 森林tjシ社の亜ノ立たちは、森林伐材を有)そな資問守昭子段シ

.t1f.えることで 壬丈ずる。 i生らに」ると、伐;工は森中4の ~t~害やf元気をぷ小限

Gこし、 Tr!ll吻11..臼、片」寺エ許やし、 dくの以主主キf開や子ここがワごきる その〕

え、伐採j立;1ffーはみ峠へのレク 1;~Lーシ汗ン ;IJT クセスを提供 L、危険右

折、山になるかもしれなしゐ森林火災に ií'rFh+たちプ~{.M3:()つけることをョj 詑

にするコじかに環境'-'.r者た人 l土、大JJi.It;な伐ど誌とそれにイlfi古するず'Jj，再定

設が、さ民林の野/十一生物生 IJJ~、*賞、たしい宗録会脅かすと主張する 11:-;

家畜産業もまた、季節ごとの校校をイ t 口ーストーン地域のrq右上hに

ii<1午4る 戸i'1 ゃ羊の Ij~ 牧場がイ.J__ U ース l、ーン:1L:t.占のいたるところに

点在人ているし、多くの J4からのitl¥'.たらにとって牧立主将併は今も七、統

均な/打王手j伐のままごあるに国平n主へのアクセスのため[これらの牧場

主たちがJL~) 'b'{牧料金は、森林局およ乙、地yしコミュニアイにいくらかの

机犯収入をもたらす}イエロ スト ン士1血液の大規模な欣牧地

¥¥<n:chlar:c1;.;) (.土、この地域の牧政的で出川j胤Lなタト兄にl'f杖[口、る c

笥Yt用牧場業 (dlJ.dcrancl川 区j や仙物や馬の??に王;-l-lてわなう運i肢末

0:'01 出、paρkin又土、明光客を引きつける(~ /もに一部の牧場経常1?;に

とってはよ日切れなU又人法にな Jてきたョしかし、矛、白は大ノイエロ ス i

ンを円 111移動子る野!L'l物と簡単にlム:tFらとにいし、集中的な.¥1牧はlC':

有地，~.:J票法 の損害そ引き起こしてきた i 家畜と野斗牛物の，t;，1;:、不

安定な冬の生自J也て激化しているぺそこては、 l良斉の聖J生生物が乏しい

飼料をめぐって蕊qと競っている 11-'υ ノ、イソンやヘラジカ lよアルモラダ:t:

(br:J('c;los川 1~ -，害述ぶこと E~(:I ら引といるのと、牧場符7言者たちは口

う子た九の牛の茸ふれからハイソンぞヘラ〆カかヲlき離すこ ζ 仁会合:がな

いハ↑!i らは国立公園内(~ $立公国外のI:Jj方1ホ，H択するこ 1の許 pJをぷめ

C、加7王の政治通えたらにF日1をかけて主 Jこc 続'I'=}されぐいない五五干のほ

牧はまた、本iJl::E;戎ド張主与や引き起 τL、太 子工了，ストーンの森林内

の小)iiの水質をとしばんでいる 116

11:' Id.. nl 7 

114 Id.. a1: '7ぷ

'"畜'lr白発的なi主::J:芯叶さ起こす州えっ Jd ョL1) 

111，; ld"札tメ
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~>古物司'1 回L公団にお :t る -~~!;~1毛 利用・珂吋"・花

Jエローストー〉地肢の凶有地-;/;'e:めように官閉されなければなら右

1、かにコいて、 さ丈した忘売はほとんどない。 おのj北元住民たらJ之、

'Jノオミンゲf云統遺産協会 (¥VY0i:lll1日日付 ι1.2日cS0cirtv) ペコ綾子子的利用

土地 liTJ 盟(~:]ulLiいle-UseLand A.lliれ!lCl-~) J.二t，--) i凶体i'湯jJされながら、

保有志向の強調が重要なま常的活動を封除するし、ひとい{九日を引き起こ

すかもしれないこ↑張している c 役らはIRf十♂〕公|気II歩]¥!.-])iまu0意義i:強

ヘ邑識しながら、イエロ スト ン地践の国有林では従来とおり討すy開

発活動を存続しな([:1"<-:まならないし、イ t 口ーストーン地域の|町立公凶

ごのトィ期政策はこれんのr:iJトえでのへ河内利Jf]や楽Lみを犯がた する方向に

4かれなけれ:Jならむいこいつな坊をとって 3たっ他方、「戸やHt.'しの環

境保護卜 1休に協力されながっ、足郊r~;r布地当理者がイにけ ストーノ地

肢の環Iぇトの悩位十アメニーアイ-;Jif:邑に持:先住を f-jえ J土げれば4ら与:い〆

主張Lている作氏丈ちもいる ν 実|緊に、大イコロース;、ーンのうンドス

ケ ブ、ヴレヂネス、野生当物に絞:与虫、.Hこi白衣依JJーして vミる了7 ご rニ

テ fや恭子Fは、開花さ 11ていない状t[の王i有.!tよそf:;ri1:Eiある資源とみなすぐ

切らはイ.::1ローストー〆泊域OJ戸然の4!!!ソ与の状態をKi'fするためにィ、口一

欠な L~ 態~:f::J<) ;:f.給 lこ主わめて紋J惑になりながι、ソイ )vゲ干、ス{和主を拡

大子~~ .J;:~':丸を支J寺して 3 たp 彼らはまと、森林同のイ!i'南・ jj' ス 1) ~ス:政

策lこも殺しく反持してきた)大規模な森林伐採が絶滅の危機仁める野斗

生物生忌地を減、りし、かっ平安なレクリ ι ーシヨシイ山包を初公っといる

との結論をみ林局が1_-11しとのちに、彼らはブ]ソジャ v ・ティートンド

fJ林 j口部の伐採ややめると u つ森林同の決定を支Jす(〆と J ソイ十ミング

ナいlテ f トン郡の地ブこ椛只たちは、 仁二ローストーン地域で?

産業 i)もi:'i1;t;産業や Lクリ J ーション産業のほうがソミ質的により多く

の1: 工芸や収人源になるという;:;::iFiの資料を'J、しながら、主計庁:託業やしク

リレン:/I~議がその地域の経i削、とって回久的かっ安定した基盤を

提供できると下張する 1 彼らはさらに、ティートン郁か照境保護と景飢

保有を確保するために、!日j祁の土地のだった 394に')，，"ない民有地の間

売をも市JI!)をする旬括n甘な t地利!II計l由|を tでに

均に言及する il'.
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このようにλイ uーストーンで出有地官四苫たちがi南向〕ている鮭

しい使命とは Tなわち、人闘の利前十経済iA動にも浦正うさせながらイエ

U ストン地域グ)内然1酌情売どのよう i-f思議するかというごとであ

る。 この河いかけは、科子:的、哲学的、伝的、経済的i難しい問題を提

起し (1..;i~ n 干I学的な間延!上、開発活動がイコロースいーンJti減の止存

系システムに対しとhするしだし hに明大しといく影響力につ， 'ごもっと

よ〈坦解することのみな hず、イエロースドーン地域全域のι態学 IS関

係についての包括的な坪仰を発展させる必要性をま視する 官学的な ~tl

:ftJi ~，之、国有地や国有資泌が、自然に侵う"権を守えるよう信 E干されなけれ

ばならないかあるいは入閣の利訴のために手完封、己れL4J治さtLなけ才tばな

らなし ιかとしぺ、 d然保市 (pres町、2licnist) と功利派川 liLari3.l:: 

の尚でfミレ較し」ている対立 c;qに完全 Hする吋話、前心:問題とは、公的主:決定

が:~くの資川、 泊、コ-~ _:1ニァイに球埼上ある v刈土経日:i上明いおi殺を

与えそうなときに、恨本的に具なる法的な命令・政策をとのように剥和

三せるかといろ問題ぜある r 経?角的公問題とは、イ Lローストーン地域

のえ炊の粧傷的状態を保存するのみならず、 JiIlJし終i斉を支えかっ;mヂI:l宝

庫に}まどよい'*1'{~析lを格保するための経流約機会制引責す之ことにな之資

源管児計而を考克己宇る二とである

(4) 国立公園局と森林局の協働一大イエローストーン調整委員会

(Greater Yellowstone Coordinating Committee: GYCC)設置

と“プロセス (process)"実施

述のジレ >7;:~ktずる答えは、 うちF司局とみ対局(-~ ，jって直王寺も

たら主れることになったJご直同からすると、日らの1f).!~~口僚はイゴロー

ストン.111;，肢の日然のけ白少、)ることこ白付、のままのブυ七スをが狩宇

る守とであるム同局は口らの7壬駁l二基づく包注体制を続けることを託さ

れて， Jるが、今でi土干守理取り苑1みをむこす:主配してきナ澗々の桓よりもむ

しろ、!l:熊系を全↑主として王手視するハ公園足以イ ローストーシ地.1:主宇

J!oXのl'fU也ゃ!(;イJ地がぜ援にからみ手、ってい4ことを認めながら、大イ

工下，'ス 1ーンがイ L下? スト シ地域の ~f の段重要資{何であるつ然

lH， ld.. ztt D 
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シスァム(i) (IIょLCglょly) を るこ〉を設:iI'悦することに

よ Jて、 41もよく持恕されうると伴訂しているしかし占、林局l改良た

ちは、ムイ L ロースト}ンの内界 :jil:i怖や公F司局職員た九と同行岐には主主

in i~ ないc 森林局職員たちはイ ~L 1ゴーストー/泊ほの対す走 ιInj地肢の

jE供するユご クで希少な産物や千下車止をめぐる散しい続下 を以映し、

fエU λ 「 ンョ奇'11は行いに大えく具なる "去と其Fi前 (pllblIc¥ ι111円)"

~1のtjù と I "ご最もよく迂解され与ゐと王張すゐ J 彼らは、イこロース

，，-/ )也減の白然。〉属性あるいは生懸学自連結を~It， ~}TIJする土りもむし

ろ、持邦議会が公園川Jと森林ll;こう異な )l:.命令をl技符に守えてきだこと

や、?千々の行政機!長jのJ.;1J1]:の使命b 哲学のなかに s多様tlによる強さが

ある こと守王張する u このよう[派手本町は、ひとつの命令ヤ包学F大

子L:-::ースト /の管球アジ工〆ダを7Iー:める際:こ後先しご:よなごら争い

し、行政機月51土，:苓様相を詰1 い慨念にするためのか ~i' 亡して、抗告全

¥，20C叶 i'1a::ion) をtE'えなければならなし暑というすI品をとる

~t~ なった\!場をとってはいるものの、 i;局日と森林日はイこロース

i" -:> j也主主における )~j阜の立見を柏原げ1(，こ探コ 1v 、る ρ 主な主位域や JiIl J し

の管理戦[;たちからなる行政l"'li十;てvある大イ工口、スド ン調整委L会

(Grc ;-，ct~:r Ycl¥)百 stoncCocrc:inati;lg Ccmmittζc: GYcc) を通じ亡活動し

ながら、公明局 ι森林局は円分たらがjt~する問題号解決するために政

刊符聞の協力的立収り組みを始めた。 1000J行政機関:止、資泌管J';'~立に対

処し河啓三準をシ，めるとめに、ユニークな ι プ口-l"ス (prucεおおいをr

JlIiiじて持たっごのプ口セスの治 良 4~ ~人 i 同 \~!/i，;;悶およひ同イj林の芸

フ同I'，:if0)主主成 '， All A..gglど火山りu()f N札lH川 1:'川 k;-JJld l¥at:Oll:-_i [<'Ofest 

;，，-1a ~lê~ Þ-~Clll('nL PlêE1S) 守を公表することで宗糾 L た}それlよ、 'tfìJr~l 日認を

れ成するとともに資源符理法J定をよけ交するものだった。則1笠ω取り絢，;L;

(T)末吉心である号事 段目kn正、 1守来lこっドての展望 (VislonJor 'chc Futll l"(~) 

とし斗丈吉を起草するこ〆を含む y この文書はイ γ 汁ーストーンJ也lo!iCJ

なJ手作を確認し、ゐ i~f}) 問返しているリ庁、声明再 ;a scrics 01 '，c 

抗日 gt1ι 1statel1l円二回')"を伴 trL、 与日 t~ を:ム;えかっす:捻ヲーるために、

-AL 礼、

ー
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要件、基準、ガイ 1ゴフインを剥主主1 るこ)~ "を表IIJjするこシにな勺てい

る。この文書をJii ¥ 'ながら、両行政機関はイf，-~主義な，I'i'笠を !'!ffktるたの

μ、イエ[1-人ト』ンj桂成のガイドラインと地 rr-;の笠J'I1~ 1丙T:;:'*，査時修

11すること lなる このブiゴてスはよト:1'，に対して問かれており、大イど

ローストーン調整会民会 (Gyccj よ将来の雪1里Uれと俊先宇攻につい

て己らの構イ却を似るためにパプ J-，クコメシf-， (，;Jublic comn:;P !1~\)を

利用宇ることをFi岡レ亡し=る

プ三 i~， nーストーンの土j白書矧行政格闘 h上、筒単にあるいは円らi巨人

ごこのプu~t スの段治に千ったのではないf イュ υーストーン地域の符

糾に闘する ~9S5-';: の述 i'0 日義公 í1，:l豆公耳iü会 \co r: grε~S Jll n 孔 1 GV引巴ighth問 γ

やは足字1:調査局 (Con只re::;::;lonalKese;o-rch Sel、lCεCRS) が非常に

J止判的公?を長告書を(手伝し、当時(i)管域指揮についての訴しい問題として

イ丁収機関ra;---!-: (/)コミ ι ニウーション千調斡7']王子'Jらかに不足し、いるこ τ

を開設抜起した!主将訓i;tf局 (CRS) 校生書は、大JJi僕な荷物品J先j舌殺

とそi1l::-j寸隠 Fる四:.:-目的公 f，/ ~C ス道路が、環I克 l 恋い抗準i を引き起こ

しかっ野生生~'~J; の 11，1仏、数を脅かしぐいるシ結論づ)tT: ， 連邦議会からの

1 i)Tのおそれに出由しつつも、 l.::li!-l'i公|司付と科林同は大イエロぃス i、

ン7高三査委員会 (GYCC) を活性勺させ 口らの管坪優先事j:Rのみなら r
j可繋問題も扱うふうなった，，1:1:リ公開局と森林足は行政 j、丈イムロー

ストーン地賊のための生態系管地構~tt(，こ!吋かつて動いといる J

をめ ~('l' 将米についての民主主"文書を提出 j るとめの大イ J ロース r

ン7持主主安員会((日アCC; の収 U~\~{，:h は、応史上可いに信用してこなかう

た つのh政機関仁よる、かうでないほどの鴻飴レベルを反F具してv、る u

u将来につしゐての展語、寺芸誌は、んイ f ローストーンしつ日然らしさと生

-;'Uセスω志、義を保存守るという日I1械な公約をヌホべるこ|町時に、

イ L口}スト ン抱域のe:]!り、イeUノ有につ μ てのごの公約と克杓する将米の

経済荷売を言11叫する。しかし大イ rl寸ースト ン訓整委員会 (CYCC;

ジ〉悶殺の;日:)温みは、必ずしも うよには JだMばされとい主い，;，?し

泣U主刻を;，!!ij笠するひとつの主ましい77口 チとして准千 ~_;J なのが、

l三 Id.，凡tll

l2:; ld 日↑ 11 12 

ー ~.Û、 01 日生7r; )'!78~
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k1 エローストー〉のょっな地域に合わない開発を、 I:~ 11することであ

る。たとえば、グレ シャぃ 1"'_1¥'r公|対西仰のノ スフォ ク lふ)"~..th Fo了k;

地域では、 1芭時改良や電話サ』 μ ス・電気サ--1イスの札、ノヘのふうな湾与を

ラγ ンエ:称りすてるかも Lれないケイブの公共インフラ怒慨をi1tめ右

しゐ ζ0'~d:人定に 4 って、原始的主:グレーシ γ- [jé￥公団と森林地の河に

はさまれてt¥):; l¥:行のふ;;¥¥'(jfJ"或であるノーλソ7 ケ却。肢が、 }t~v+ゴトJな

民日平JRとう司fc'..た状態L保たれている イエロース I~ ~ン地域では、

ハイイ l'グ--::: (，g;̂;口 ιybt~;l】)の古要ら:生万、池では森林かjが向密反のス

ベトーリソー i、の開発許可をなおλなか守えなし hこf二刀工、けよ問主主を雫前に

避けているものと考えられる

大イこ打ースト ン地域!土荷かに送波別;あ ~'l 、公団や深林の管理政

策 l土主将系の現実を考~~Lど1'!1お'J~才しごいるラ大イ i ロース r ーン i土、

天タ!::資源賞理 )t;-J，口 IJO) ょっな三~:~:，.~系民理構怨とし1 のみならず、生慾字I':~

1ニソトとしても正当 i~t を示しつつあるとし通えるだろ与 l:?'l

2 地域協働型の自然保護システム

(1) 地域協働裂の自然保護システムの必聖書性

j、イヱロ スト』シ・ヱコシステムに I~}くえれるようい、 j\ 工コシス

テA;土|江川公開キ中核として周辺 tq有地、海f'il二点つては周辺氏布地も

結合することに止るので、その J五現に:土地域住民の白然保設立 lぷとのFd

を阿ることが不可欠であるつ大J ごシステム情0i{~よ、 iit:~é (i) H木にお

けるふつに、ちまうやまな法制度;ニ募づ'..-';'.C王位0.tして主たぱらぱらのij

!!}~jf~色坦政策のすきまを主目的るの l も役， 1 つだろう 大工コンステ A 橋

市:;，(よ、ワンドスケープグ)if'-J~iえてプはだらくことによっ、大規僚な生照不管

対戦時心ヅ支羽を可iiE:こしていくのだから、アメ"カ0)1'，1ι公|気10)胤慌を

もってしても、従世の 公悶"と μ う杭'1，組みでλヱヨンステム千こ

1 jl)NCph L 品目 f<:cos¥'ScCIT:S(lITC: PrOρct"tv Ri，Q:h:，s i~: GI"L'{l[Ct" Yel1 tHI 汚to~:('-Th('

:_.eg斗JSVSL~'fll iIl TrallSiLil)Jl: Robcrl 日 Kc iL~'r ，:nι¥fark S. B~l\じ~'. Thc Gr~'れ~C 1 

Yellüv; ちto!~e ~cosyste î.l -Hedefi lT i 19 A 1~1 e~'icζ 、\\，'íld 行了 "è日ヨマ]肝 ita_~e ， Y，cle 1.."n 

可ers:ty?ress <1991) :"了 81
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らえるこ 1:I正木口J能 ilJfわれる、フンドスウ ブ会Jr&;ではだらくことに

なる大工ゴシステム端訟を究明するためには、地)2](1高 f劫Y刊の白-7!~ 1~該ン

ステ d ，jすゐごとが必要かつ1J先りである J

大ココシステムを交える日JJ(，干あふ才したとド民戸、を 1[011反維持;るアーめ

に、人間lよ日然界でどの上うな12:討を果た 3なければならなし hどろうう~

以?と(止、加;，)(1高i動引の白然保蒸ンステムの :1T法を採っ Cぃ主たい。

(2) 近時の国有地論争の三つの対立点

アメリプ'J~ワι有地ではもt米V ん、十手j~;:t、 fえやf:j般的、れ妹寺子dA が);I;~， Iち

な t地の利用万まだったn 同イJ1包をよEZTゐ長斗続いてきたI土幻政官w、

二九つの利用活~!j1ご白米する出予?に視をおろした;fi[Tj関連防なものとし

てポ併されてきた、しかレlド11当地:土変化しているし、大足筏イヒしている「

生物亭様世保全、生慾系保存、生態内凶復といっ f新たな攻策が、多

くの場所でかつては土;配的だったベ然資源を以上えする民主に挑戦して vミ

るのみならず、 J克実じこれらの注予定に:J2:っナ代っている υ 新たるご斗→態学

的WE宅事反の"，ちのいくつかは、{ノ、のなかで正式に己及されるよ"，に

なってさ λ しるこ f唱のλl;.@~手 L10il百三Ul土、百十位、';案全斗封をかなれ拡大しし

かも*Ji-i七な協祝努力を促しながら、徐々に行Hct投悶政添い入リ込/しでき

たっ包括的かつ新たな牛耳在学的保存JTxi)叫1みが壬行中で、同i主する提Jギ

がさりに計 i拘[段階にあり、いくつかの子児的な芯兄が科学的確X:"Fや政
治的尊さを徐々にj針与してきている;2.~ しかし、古川の公有訟で以伝統

が拾~ ，影響力奇イ](〆ているわ近日寺のi王J-fHb. ~;iirí可ーとは、 fl 苧対 {llli依旬、 f午、

イf対功利下菜、述rl'iI!，r寸規制対市場illfi格とい行対，/が"ト燃している J

ここ守、国有担論争ーで再燃して Lゐる対立の何存を碓認したハJ 王ず、

科学丸山術的矧の丸山 d こi土、日I[{]封1)，政策にーらいてド¥，ぅcIen.Ce) と人同

¥1--: ~ll--:Wlì V 2l Llりか f鷹平日させ J っこ努力ずるごと宇~};伝子る、

この緊張は、新たな牛有:系特理論争のなう、で、 t+{(f' i-;? ~~彫:') ~':~ i~占って v'

るハ十対価値観の対立のはしまりは、 20世紀初めの進歩的告白然保寺

山()江町、一札ti(旧) .ì~主動だったc 二円運動 i土、和子 r10ñ型宇ブ口の資源干T

):'1'行政機院といっ考え方干導入した けれどもそこでいう科学のほと/~

l2!， Rρhcrl B. K(:i :，C1' 九日pran.105. 3L 312 
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どが側々の資河川)1:，産性にだけ関心をもつものであり、全体として :JT献

を3!"ることはなかうとし、どんな資源も従済的価値でしか汗何しなか 3

たムちり;、、基ム的な cij{j汁」優先宇J買;立政治的な公悶討高のj請で;ためら

れ、そこでは科学ではな;irlli値判断走土記した。けれどもキ君子一与の日、Ht

にな')、利よ糾λな車窓ー刊と緊急性を帯びてきたυ 示2j球の/iimにある

純の1~援とオ物多ぷ作i主計が、政策アンニータの抗凶:こ d'，てくるように

なうた しかし政治↑憂丸事頃として生物多様性保全ベコ生態系1，'1復を主主主

寸るためしi)端イ自の決定しt、依然として fllli値fr;c!;'に某づいてしとる、科学対

{日前観のけ立に!土、 つの特僚があるしひとつの明確な村役:干し国有治

政訟を7さめる|祭に生懸字ニ符J占ので1で口事している緊張状態である。「間

千{J也!土長い問、ぷ、深林、吉正"初守系えた国平T念日fであり、医長消費のた

めの大狩猟J易とみ J公されてき丈 c ド i立公園?すら、地 yじゴ)M~光 レデリ

コーション設長 ι :çr-i技につながずノた肱カ fド~(;h:C岳地であるこ長い前似え

られてさたu つまり絞済的乱11'値ít~llが、同új!iJ.政策アジェンゲ会歴史的に

支配LてきたのであるυLかし牛→五!;手:の 1土、こわらのEEヨミ作vょ使 Jと

宇近を罰き換えるこにいに希子するよう民兵しぐいる l，;G

'1一物争体性保全というスロぃガンのもと、 ;It諸のごシアメリカプクロ

ウ (spottcd0¥¥'1) のよ 7に経済的に1，11]!直のない障がfi訣弐J.I、現千(-tる

7行い森林が重視されるようになってきた) これにともなう経済的影響は

叫らかによくなv、 それにもかかわりず、生態学的手十戸にも又えられな

がら同有地は、経済上五日!1Jで主る単なる資iL?:])朱合14ーではなくうさ[卒論じむ

なランド λケ v アとして捉え i台ちれようとしている、:三ら μ、今や資源

r~ 、単 ;ff玉F認の干 11との笥 1 ，'，I:r:'けでないむしろ永続する長問Jli差として

新たな t手続 'J 詑怖というレンズを通してJ:~T:続三れてし 1 る}最終的主:成栄

l手、川桁却、の おをなず多給与以な↑而依矧ベ:J"白河1をもっと IH干に反映宇

るもぺと，i1t人だ波浪そめざして、 tt子来しワラミ台市な1rJJjj，戸飼千徐々 ;、整注し

直していくこ〆でめる 1ヘ
付 Aコれ f主知~~のれ立のもうひとつのはっきりど J た特徴l土、資、王子聖士

工P: :-J:~ をえめる|経のみ1 学技桁専門ιがの1!t苦手J という慢強Lλ:-g1 訟である。ピン

1.:'(- Id.，凡t::U:-j 

l2'; ld 
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ショー IGilfu↑u[可llC!:OL) (J利ドj資iJ11官理的概念:を導入しと際ト二、政

治的ではなく科子{りな 1断のもとで資源を続記 Tるつ口ジ〕訓料:された特

理人たちからなる中核グループ令構想していた(乙か 1..資1原管坦行政収監

主jが政治からf呼吹される Lことはなか j 丈し、 プロ 0)韓埋人たたは科学と

しゐつ外在誌のもとて白分たちのf曲J，再訪に誌づいた判断を千丁なっ ζいた出

1I一生豆、特到のflj立でとともに、利 ιc_:('土資源優先三p:mや官j車干る科二弾二j(日井

千定める74会百Lおいて工主越Lた役jiilJを攻 1)反して， .ったU ここ:、問題

がfl:{t~ わっている 資涼特則優先事:止を定めるl祭， .、 [flJ元の意見i対立

する 4 へな行政機関の利半守その似の科 ~~f 技術単門家による←/u の斗|析

にこのくらいの泊主主を払 7のが相当だろっか。全能の卓門家という概念:

が%民にひとたび括経さ丸てしまった今、新たなと怠)r-¥:i主理アジヱノダ

は科学的あるいほJ支持j的心:長所だけで生き残ることは?き長いれそれは、

国民に抑宵y.-~礼、かつ当民的問. ，ヤ政治的支持をfうることができる

に三 ν、i~ え 4 れなけオt:よならなし \l:?~c 

次に、{果イ子 (ρr('~:;crV8Lioll) 対功利王ft ¥，l::ilitartf1:u叩の対立 l土、

国立公図 m ウイノレダ午、ス 1也域を{ぷ存可る ηめのIT，，!~、を iffi じて、国有JiIl上

で続けられてきた J その中古*~土、 i号勢な功利 t義の与，とノ与を尊重して、

i~i Lい茸業利用には迷ーミない、ほとんど1I')t較的小さな 1悦び取であるt!c

該地の不)1" t}ークそ者三1;;;，~_:十)L大 L て， 'くこ jだったο この状況は、新

たな生態予約悩先事ほと;正上誌の }I日鮮がんきな追い!叫になって、ペラく変わ

り虫色めたし個々の場所を保夜中るよりもむしノコ、tu.Jt的な ilrたな涼譲指

定いふってあるし 2は守強Jミ管JIil技術:奇用いるかのどちらかの，ちはご、ラ

ンドスケ---]'と ιt守系グ)，~体を保存すること 手プ 7 入...手、
り Aし 1';';; d，ふ..，、

きたじ保存グノh~;') P並みはもはや土地に|絞られず、ブンドスケーブしつ常て

のII，Q，J川Jcj(に'j，.むしているtiliを何台する， 1.1.';公l対局以P日)はち九ろ

んのごと、包折卜守なアノルダ不スネントワ クキもつ若手林局 (FS)、口

らの刊誌と景制涼全シス 7"1、 (\"a~l()nal Lal'.的叩パ o山口山OrJ向日】江)

を最近開始した土地'H'JFf1;}iD (BL1'i;を汚めて、全 C~J) 国有ね行政機関

が重大な保存:責'jlを負っ。 4i今n甘禾Ij)IJ :ii!~ (.こぶいてずら、新たなヰ物多'::ji

J
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~>古物司'1 回L公団にお :t る '~~!;~1毛 利用・珂吋"・花

f汗T保全俊先宇J及宜山{土ム、 J兆ヒ部ニシアメ iリ)カアク口トつ7 ，げ、J牛山o:.u川 l斗)0叫t山"山(じ'U。山、W、11、

赤?花E1形33記己「市;?マ守 y ツヰ Lυ1 己引吋dじ山山【け10け比k三汀九引川【d引出l¥¥'引"山)χ川〈ο}パ川叫【d咋11

(ωb:Jll 1 r向OlJl) そのj快h、J以よ弓抗Iはlほまと Jんd と7知心られて， 'ごなご刀か、つ/にこf粒岳脅尊重 .-c、

産業活動のペースを近らせてき丈手カにこれ r，(7)新fな戦略;P対する

trg，まい担u九はあるが、古い!長行士ナ功利主義論j'1'(よ判となもっ〉包択がJも

可約三 11'0境作に~，Fみじr てられつつある :3~)

最後;、注釈は府規制対 IJ場lrllJ絡の井、 ずなわち図有地L対する規制4

アブ口ーチ ('T則 1

a山ro乱ch) が長〈議論されてきた J ちは 禄に、市場何院の

h予想十?を非常にrF1く汗fw.Il-，、計F町立案やそオtに|持i主す〆乙胤抗体計11;ことも

な弓効烹の;[さを激L<非較する，の深林、 草地もまた、医

有地卜?市J易「山科がはたらいごいるという j-t~しを Eノj去することに与: :'Jノユ

がん競売される しかし、新f な主主張系色理体育il~ ;主張f.i力 的原則;こぶづ

いていなし」それは、ランドスウ v ブ嵐模での計問、γ長、さらに生物多

様性保全や生:t~学的 1" 復を促進するよう l 意2zlされる斗

|的lこ述、，/5¥，コ一、 るのである

(3) 麗有地論争の新たな対立点

Il~1r占慨が変化し亡いくにつれて、 j 五イミ地そ支配している法もまた変化

して切、ったn 出有:;れlj を利!討するために私的権利【P"は~C 円前 ts) を fìt:ヤ

人に授日るとし寸伝統lよ、車、坊を保護するよう忘|河される ilrたに公的に

否、めら引る 速の法的権利J ともは千百有利じな tl.~，新たな司慾兵管坪

F苧制:土、まさ l これらの公的な点的権利を基竺と L ている 1;1有地~tt

おけるこの進 í f::~土、 1悶87ηつ可の一f般土ν;採，:T鉱;法j土ミ l山七G、仁 lC::伊刀コ泣I~日山liI山llIl山n叩只 Lμa山M、w)い〕 と1怜9ι3

ヰクの〉示科梓純t草主宇良J減ジの〉首欣九1機穫に品乏る，1純車の:法士 'L引凶l叫山叩z仁日1剖出iSDηMε町じ

とで最もよ〈耳院二ら F治か;シ、斗;ド~な之ぷ、 J 時党11;語、法i土、 レゾセブ L' レ (円rI1 t~ 1J

干語、 bissez-':illl刊の苅12という開拓川代倫理を反政Lてどり、 J、熱

な続減にノ?、づいて"る v 骨主将鉱;J、(;1、場先慢のhi{Qij (ド1山iplc01 

pr10nty) を ;11いて、ぷ人に1'，1れ資源での侵九十占を与えるつ実際のとこ

l叩 Id"凡t:Jjさ12.:5

l:3ιlci 日↑ 'll日
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ろ固有地モ:探鉱活動iこ対しと開放し、他iがある 2毛沢をた えながら、

i寸法:止環J完その{也の資源1而位制への川慮を ('1も小さない。治か、も

告鉛鉱jよ、法:は止、連邦規制lよりもむ Lろ付規詰依拠してレ 3る1立。

イ世)J、総t戒の危機:あるj去のィ云JZ、経済でJZなく科学によっ-Z-ililji却し

ながら、記i戒しそ ~I な樟を f~0_-~~ しょっ〉努める ο 絶滅の危機にある樟の

法i土、 'r態;干保存を ilH日するとともに、現代♂〕保存↑義倫理を科、現して

いる 固有地と民有地グ):;1リ刀や出邦規制i権限会用 I 'な♂ら、同{ぶは従来

の野生生物におぶぶ丹怪限に取って代わっている l しかも絶滅の危終に

ある荷のが、l土、私有対戸主権 (priはほ propゼム Lyrights) につt¥'(の従来

の球併をつくり変えていく τ つまり、)T: (-j 地政策のドポ~r-"7勺レがいっ

た人普及したi品 r~lrが、自然を保護し uu復するこ ζ 仁焦点を令わせる JTI民

の新たJな権利モフ勺LJ:こEき投えられていくのマある，3

境界u)役!日IJ(/)問題もまた、国有地政策的比較的析しl寸l立←、でめる、

これは、法的住限をヲンドスケ 71の当 f虫学的現実と子山手ヨきせる必要

があるという問題である 医有地政策は従米、複作品7什j府池

(rrlu-:tiIJlc l;SC L:;nc1::;) f-: 1~~存地【prじ sc門引1anc ぉ)のそれPれに詳及し

ているきわめて異なる管理基準を)111.，ながら、 ii誌海く J七められかっ京

i:j侵であるJ克界線に基ワいて、「泣:)合う国有地キ管」早してきとっ区午後民

布地では、慣習がほぼ'ぷ全l:肉作的l二;土たらいで vミたし、氏問!地1巧長

有に税制的f[~百 1，が泌されることはほとんどなかった しかし調印な生態

系管回付帯niよ、境界を11，[ムな条件というよりもむしろ?に'1'活Ici':'的に司

められる透泊で主るをわりや宇い絞とみ会す， J:R:持総合手|ミなおずある

いは境界線を越える試みは、白う子たちの白 ;;'1、権限、アケセス特梓が危

にあると事える近尚文自己苦、土地所有者、コミマ二アイをWU議するこ

とになる c この堅右:を粍午)'ハ坑 711の 1~ 1f~を克服するナめに、志，'[lこな 'j'

Ji.~系14 埋イニンア子 ~7 では相間以kH告がとられて主たじ右民主力11 プロセ

スもま J 、J見界訓ちしつ記、空会性について十 12を教育し、 F免界にまナがるよd

ノニ会アテイ/をfJtすためにITIいら才してきた 1

l3:; Id...1↑ ')1 [)--，S: (i 

1幻 Id..;-Jl 316 

1:34 Id.. at ~H7 
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~>古物司'1 回L公団にお :t る '~~!;~1毛 利用・珂吋"・花

な生態干、1{州政液体制の規模についての干がJ証拠J土、生物多様

白保全お J ひ勺l' 態系匹彼自 1~ !J f)~脱棋な地域特洋一イごンアテ f ブによ 3

てのみj士l北九れるとい与ここ脅非子 lニ町!日立(、示じといる J このこと手

げて、逮手1:1'1有地行政機協はいくつもの包~-2ijS キ諮系労淫事繋に右子し

てきたυ その最火活?戸そのものが、数州にわたるコロンどア川流減六止存

*~~守E軍事業 (Inttrior C()h;;，~bia Bィ日inE(川、ーはe;-n ~.-I anage ;-n e;-}τP;'OJ訂 t

ICB己IvlP) であゐ 1ヘ日fjねじ耕たなι態学11')'，"埋JU抗存導入するRTl

lよ、立法府・訂正i:!(c;:• -r中jく附lし追う連邦政府の存部p'lが大きな役割を来

た Lてきださらに、このアジェンダを前却させ、三ペfじするのをイ五日l

してきたのは、住吉川可廿の植口作用である 136

地域のは然 Jま:議室:守、キ含め亡、地凡;意見 :;oca;刊 m:e) という収1727は

=つの主要な長!':により f;右されるラ第ーに、ミ!1tのrq有ょ虫干lR関係者

たちは非市に多様なので、品もりミとさんの.lL.>;骨を代表されかつ聞き入れら

れることを磁似するためには、協剥ブ;-]-~-"ス泊三茶本出:)1な公正装';tf を i前た

Lていな I}ればならない、 コまり、地域の叉宇 lとえが;:-fr:日lJlごいるごげれば

ならないf 第ーに、生虫系;川明日 Cl)場所 OJ 幸~fl を走与え (1ムがっているの

で、 01JJ~J イニシア子 P ブ (.;.t L~:_:却多線利およびλl 法'?fI0持続可能七;

する国家基，1; を今めてよリ lムぃ地域的iD/点を受け入れなければならな

いっつまり、あo場所iつ c'ての提案;土、 j:tj!)レベルと科学的レベルの

I ~llJ万で孔;判できるものでなければな h ないの第三 lこ、花滅的危機にある

{童、 ソ J ルダネス、コーネルャ干 のようないくつかの|主l'著ておなき虫 fh~ -~自に

08L とは a特定の地域で取り決めら引る決誌J 安易に従っ亡はた f~) ないれ

むLろ問題をつきとめて、:むたのずりと主と 1"1の利斗のI"')}J1:かなう実q-ifI~ 

能な管J:~T~5;"抗モデルを展開するよう Eえみなければならない，

新たな'-1:_!!1三千奇'11は、人々と坊FiTを切り l背任 Tことがどうしとも不可

能であることを気づかせ之、持ハ人々と場所が、民有地のみな~:)-r国平f'也

におV'てもから ているトらである つまり走行ナなと同?系埠在と v'

i
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ッ考えJ玉、//寸')¥正有地ιZ-!:[iに条約されようとしていると物多禄r判長会およ

びrJ態系、囚ねが1!t空さであることを1ぺ?，:f:)ろなしに託、めさせるのである

また、':物多禄件11'半日よぴq!t円ぷ，"1i芸といろ 111:: 脅注，I~~-<fる :;t~ (こは、

地下じの詐f.'2'.tや禾C~ふを満たす丈め:ある秤皮の柔軟性を許容しなければ右

らない1.10ο この ~j に止態デ flj官会f:'よ人間のttだ〉して、 j衰滅的主:l~主

弄を回復するために結初防にはたらいてはいゐが(よらぱらである人材、il;

効を、 人民ro身が調停ずゐことを会想定 Lていと''1ここじ、地ノヴ+民の

ドJ然f¥:設立)41が7')]'-:'::考慮主れる、地j式協1"1刑円然保設がご、]TIJιれる Lこ

とになる 何時に、地械の民土政が健全な状態lこ保たれていることが与、

~flの条件になるだろう。

3 日本の国立公濁への示唆

打《でト士、 1 95'(il:: :二百校穴園11、が市一定されたο 問;:j:f 土、 ~ic~ 、目昔、医

定公1;，1 、都道府1~. :)1~ R 7丸公1;，1の三つを合わせて九然 :L~I~~ と U乎ぶU2 ここ

では、この行ち同¥'/公E自在検討対象とするピ

ゾーニング明?ある円本の国立公邸;土、特別i民投lili区、特別地域、均

(+1公|司さtltlλ 、出活illtJ&グ〉四つに|λ分さ札、ぞれそれ異なったポ品:1がされ

るところによさな特色があるコまた、 nマペ諜f克 tr、今{大、己評~11'説法、丈

fヒ別保護t士、湿のi果イ1""1'てなども、 t， i\'!/i~悶 ι おける閥ヲ1:11 九の規制j机投1

としてはたらく 4 日ヰにおいとも近司、 g試作iE生伝、における符別J仮設

丸".1メをめぐ〉て、アメリカの j、ココシステム(g1回日rèCO日 s~e l11) ， 

的構想の日要性がtifl伺えれとし、る J そもそも同獣保謀尺とは持獲が禁!

されるい域をいv\d己獣保設|えでの主~t -¥';て¥ i校、 ft占昔、建物の設置な

~_~' 0) 開発1丁為 lよ荒帝:15 れ1 いない}特別保lE地区にt~:~-t~ hて初めて、

をFttトと主る。しかし、 1'，士山所内手すが抗日l保葉地Iえを設けゐこ

iωIcL.at.31S 

1''1) Idιu 326 

Iji ld.. :ll ~~27 

l'勺品山武直 大塚位， ;1 こ寸さ'~:!. 'J~口J立法入ロロく~;~ :i坂>~ n:l本経伊祈院j十2版

社、日(iOiiE) Bgr-l:~9~ 
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~>古物司'1 回L公団にお :1 る '~~!;~1毛 利用・珂吋"・花

とt二[μj玄Lたからないこシもあうて、特別協議 t出l{の指定向転はきわめ

てiil'Zられてu るのが現状である 1付。そこで今iむ土、まf斗時獣かの斗口環

境の;1;がり GこJ，i:，;~ ~ tニ広範なj!Kj長尺手設す守すべきであると 1て、 !iJ，Ul!t主

ぐノコ周辺地域を含む包括的な地J点守注の必安主が指怖されるにど， ，たので

ある 1:-，め02ir (7)白然公図辺、己主ιでは、止!t~多禄作f県:tこ規定が刻王立され

た〔古 3条 2rJ!)。これらの動主をふ主乏で、づぶの川 ¥'rう，:，1'会i

1支承もまた、将米1'1'う;JZ/¥ヱコシステ ム していくものと考えるこ

とも IrJ'誌だ月う l その|主?に、大イ「ロース?ーン・ t コシスァム i代表

されるアメワカの大ユコシステムは、 'H' J:人物別 f二、ノーニンゲ引とし h つ ~J

預を治えでは本の阿古公ドiに大きな示唆を与える二とになるだろう。

最近でほう三ら仁、吊+，11を[11:)早立化遺品三;拾鳴するブ円七ス;二ぶいて

般国:業育お4び遊覧齢者，告が'託業の日L11を土日三しと抵+，刊る与:と、

アメリフワの国立穴園紛争に J~l:'-'、事態が主じ 1 しる v ヅUO:~_fV(/) 恒

己主王で導入手れた利用調整地区も未だ活J弔されていない環状によコいて川、

生法系保護寺桂とした王]Jl_公閣政策の較的が急務といえるだろうじ

第五節小括一自然保護続制の新たな方向性

戸メ IJカグ〉戸右位打よ r'f周辺見有地のけ然保護士見市Ii正、バ較的六:実L

Lいる)いう印議を壬lノトる一特 I'、 R有地における白然保誌の取り組み

を支える 7 メ :1ブ1)ð~; 8 /)~+々な干法 lよ、 H 木を含めて他主(にと勺ても j、

主な示唆を iナ支そっ Eあるわ もっとも従来の再然保謀規制l止、 11¥1々 の規

制jが立ずしも L主主学的以拠仁主主ついて〉とめられたものではなく、規制;;ilj

の~'E携が|けに凶られるこ〉もなかった Lかし近つアメリカで登場し

た大ニコンステム持:J;i，は、 22 史~';: :_Io_i ¥'，公|討と周辺川内抗・ 1司二ヨよ己白地を

1'1，1 阿 t、118"1ωR，ノ人:'2旦野:[，'[物をめくるJ、ザJ訪問題」、誠治法研究

;?:?，号{有張問、 l叩日年 164百

h: 大塚~. tif!持、作1，1，1) 16:"，。

1':(，加藤降夫 11地域 j 古支X./~ r-rホ:¥1公犀 ヨギグ):~-iq '¥すこ7同市 1誌の l本当

シγんと;:-g~~ r:iHdィの{F:ノ h を掠る J '[:iJ)l 公~{d._ 639-ij' (Ji:J山公:(;1'1話会、

2α);;午()頁。
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止主ドJ根拠に悲っし Aて運転.I~ 、広大な白然保1主主&Jr&; CJ) ) 1:3.}北を Jだほさ lj

つつある c 大エコシステムにおいては、主?となヨ然i呆護ノ民帝lが求められ

るとこも;、、 1~ 示からの油去の R扶{単品読者:]宇和江補完的 lニ述院させる

ことが求められること lなるずんう。

このよう[二国立公道を門心:こ 11三氏 δれるメココシステムの J人;況とい

っ新たな動戸 i土、白然保禁法J市']の主千たなありノ与をよ註いていくものと打、わ

れる

終章

アメリカ 公悶シス7ムはむ年、中市本訪問くコアジア諸国のJTIj:! 

j~~ Uill-> スァムヰ環j兄nif!;.: にも大きな影響を与えている p た〆えば、政J百

子'背0)巧ストロム U~lillor Ost~.om) によると、アメリカク〉国ょう図シ

ス?と、において限立ぎれた千生態学的科学 isocial印 0:0忘icalscicに

CLぺ'の苫えノ)j;.子、 Ht.国とりわけ平方京マアジアの国立公園l攻:)入れ

られにいる〆いうっこの考え方のもどでは、生際，"----.-出} lccolo月ICι円安

と社こ (sociaU 袋三、が1，']等の而前をもっとされるため、下司ノうの担と

素のバランスキ図るごとがぷめられる p パランス 1;，図る子訟としては、

決作的千J主

トyプゲうシによる災泊 (Wp--dUW:lcllfulTeffi
、111)

地元のトップダウ〆¥locaム司p---c.mVll)

の つがあると手れる η 中、いのマヤ!l物陰{区議r:< 1M凡)'2Riosphれぐ R、

が、松会 J十子:[YJ科学のさえんが取りへれられナ ft1三和とである U

また、パプンスを図る 〉して l、1)のlii、がmし、られた例lよインドに多

く見られ、↓b-i\'r:~:~!-吋のl\.nrs ¥:t¥.I<l.r.aa:1Eda ¥VildlifεSandllary) がIt;'、

例ずあるムきらに必の子法が吊いられた f~ }<f71]としごは、南米の Brazl

ムλ!al叩、 (じJο印lυ山"ムZι叫U(り)j、 Pn吋}リJ町 t仕いt只、 元がミ王却日ら jして U忌る 1.'-， こUグの1ワ)"うG 乃Ht~，にこお L 込 て、

f牛1ι二1草熊Eリスクマネ乙メン i、lこ丈対j一すJるアメリヴの主軍:立之必:園シスアム刀か， ~:らノグの〉九Mノ;J

少なくなしい、~C 

117 :1，タンブオ ド大学出t礼nr¥)rrll"niv(':"sily; --;..:慌の同際公訣“11:I<!g:ngCn 

Vlrull:ll己目:V叩 s.rVlodels， <illd Vle:ap同門 日()~ìfì 年 11 月)での某調報己よ i) ， 

J
 - ー ~.Û、 0' 日全日目) '!71~ 
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国立公国 hJl土今、全{本シ L ての連j;よ公園シスァムにおlTる休系 ff'~ な日

然保~~と 1，;p士に、)， ~1 エ口、スト(ン・エコシステムのように個々ジ〕ト

白公開会合わ地域の体斤、的な内 キ A天iノ~l ょうと試みて， 'ノユじ fiiïi~'

のよト :IT~去|対応コニノト l おける言11向は従去、連邦議会で)JJr視されたり十

分な財源を Ljえられなかったりしてきたυ しかも国立公道シスァムグ〉拡

、体系的な日fj全保設を考慮じたものごl立法じてなかった H;コたとえ

l主、図公布の境保i械は、'1初、生態学的根拠ではなく政治j'éJt引型~i..，"基つ

い-(";iEめられた [ ~J:i 3 咋うら [988 干の同に、 20日近くの[1'1立公困対ユ) ソ

?の50日以上の域 W~採が修正されたが、これらの修正ばJ必ずしも生態学

子j摂拠に宅ついて行なわれたものではなか~~，たムヘし市し近時、同立欠

5買日!土、公悶宇佐イ¥r.1Jで引きi亡すことの笠安注を強調すると ζ もに、

最重安長期刊採が丸牧資抑の保存?あることを明確に述べるう lなっ

たいり96ノエーの。戦時計山吾川:..rategicPL::m)' より): "，，' 

二こに、将来に向げての机たなロ然4i護の法システムのひとつのあり

むが兄夫 γ くる r まず、新だと自然保議の取り組み~，~ ;t計三，，;-I土、斗→態学

的管J-t::!シンビ然資源管均レいろ ツグ〉管J11且念がjtκ される記、安がある〉

すなわち、ょl法手 (10つなかリを取引するとともに、天然資仰の保存'"

EEじていかなければならなν~次ぃ、 二れらのIAl亡、lこ基ワいて詰:IJ主えれ

る新たな「イ然保護法制は、{--;政機認と地域ノ十長と vイ ーつの-e.j:本しよる

[缶約によって女~hlliが凶られ 'd:( -J 1dJなら毛いぺ i邑米のド1 然[与iE生以、制J(;.t ，f-;

改機関のみを'丈Jj{[i--1 イキと守る Jどめ、行政と地肢がよJ-\>:1宥 J~_:i に i白かれる場

mが少なくなかったr 新たな内然保説法市'1では、 1-]政で時刻と別域ノl-..k':合

対等の主121，ず1:泣くことで、地域のずり当関係者たちのけ lヤヨ Jl.，冶て 0)

'J'ジ'T，/ブな烹1べを p然保設ti:-、制グ)'J~b自に活用することが :'1'1 まれる}最

後に、以!の 任をふま去ると、主千たな白然保蒸ω;云ンステムは、社会

持続，白とうJi.~苧トカ続出のし γ「れからも妥当と忠われる包抗ドヲな地域千想

;として?埠築されなければ♀らない 1 そ才Li土必然的に、従来の:L'~ ') iよ

1'1忠明 i:liacl:¥. LO¥H}. Prcベ ni:lgf'u:)lic L己mbl!'r ~J1C Flltur:_' Thc rolよい:::"Or 

Jnム肝前ntr"ム(J:-i，，:GOÙl~ :S.じピ，，，貯to-wn 仁nn'er~'l可 P了e::;s 009泊目的

llS ld.. 3t 77 

I:，() ldιu 100 
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りも空間 ff!0 な広がりをもっ地J戒を役っ ι ス F ムを :ti:~本するだ。ぅ 1 コ

新たな法システムの構築と ~12行して、 1&1でからの 1:1;_1:-t!公附間J宝法千百

扶限設規軍!といったR扶11'，;長広告:1手茎~思することも忘れてはな η ない、

こ ;ll りの自然保護法~jJ;J ! j:、村-j_h'_1，lr};:~D<) な連fjSが|ぇ|られることはもちろん、

'i;{;_;:で札止念:こおしを ζ岩lたな汗然イ巣立この;去シスァムと 貢キをもたせること

に守i意して淀川されることがオとめられるだλう。

新たな日然保設のu入システムカサ不r見さr:七い〈索λの撚"e:iとなる、 ア

メ Jカの大「コンスァムのノパえを見、Tリプい 1

*本格iJ、てrJj込lfパ1.与 で成18'1岐;科学;1)t"JL1苦情EJ;金 f系保研究 (A))

車京大手「研究代表者 会井事j之公共亨業 7ントロール法 ζ[-;~:1 

利1UよkJ制の連携 (i)成来の 部?ある L ともに、北海道大学審査博土

子:f，i:論札口008JfJ月授'j.': 0) 計1;に7刊筆したものでめる、

l.~ ; ととえは、ポス r::-公匡シ人テム(日O'3tu::ドリ KSV'3tr:，r，1) (1、このような

新たな白妙、保訟の法ンスヴムを呼げしつつあ乙c 久末判、'1 オムスフソド

!F汁nえ吋!

ち仇1叫叫山lい川川Lい円叩叫"刊II山ll) (fの〉変3巡些 と将 ，;':υ、'-{漆号 J 叫;法古手学二F紅ゐ〆ι与子法長F科トJ太父i乙学子芋子許ニ日此':{tむI一レj ム 1 () ¥;- 1，巴2α)即9 

年 1 円l川-Ijド';'タ行子 ]子字定l九r 

l~19; ー ~.Û、 0: 日生(4)2712




