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ケネデ、ィ大統領の天然資源特別教書

とそのこ，三の背景

石光亨

〔1〕

アメリカ合衆国第35代大統領ジョン・ F・ケネディ氏ぽ，去る 2月23日「天

然資源特別教書」 を議会に送り，西歴2000年まて、に，推定総人口 3億人：こ達

するアメリカ国民の生活維持に必要な，アメリカの天然資源を保全し，開発

するための広範な計画を提案した。

ケネディ大統領は，就任以来 100日を経ずして，すでに20に近い教書を議

会に送っている。去る1月20日の就任演説で，ケネディ氏は「集団的な悲惨

のきずなを断つ」ため，世界の貧困者を援助すると公約したが3 その精神は

「平和部隊」の提案，「進歩のための同盟一一米州10ヵ年計画」 の提案にな

り，またこの天然資源教書では， 「海水の真水化計画」でとくに強調されて

いる。

この教書で大統領は，「アメリカの水不足の緩和のためだけでなく，世界じ

ゅうの水不足に悩む国々にとって，われわれが塩水を効果的に経済的に変換

する，すなわち世界で一番大きく一番安価な天然資源である大洋を，消費し

うる水に変える方法を見出だそうとしている努力以上の，長期にわたる重要

性をもっ大きな水資源計画はない」といってし、る。

大統領は教書で，水の供給確保のための流域開発，全州にわたる水害防止

計画，水質汚濁 ・大気汚染問題にたいする協同対策，電源開発，海洋資源の

調査， レクリエーション地域の確保などの諸計画がもられ，これらにたし、し

て連邦政府の財政的裏付けを要求している。海水の真水化計画については，

その予算を少なくとも倍に増額するよう， とくに要望している。
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〔2)

ケネディ大統領は， TVA（テネシ一流域開発公社）にたいし， TVAの過去27年

間の実績からみて，生活改善を求めている他の諸国民を援助するため，参考

となる点について報告を提出するよう依頼した。

「資源と資源開発との聞に開きがあって， どうにもな らないでいる諸国民

に， TVA計画の大きな経験を分かちあう機会を得たl" とわたくしは望んで

いる。TVAがテネシ一川流域の開発で学びとった教訓のうち，それを海外に

もち出し，人閣の向上という大目的に適用できる方法を研究することを，わ

たくしは望んでいる。これらの目的達或のため， 4月15日までに TVAから報

告をとり，今後数年間に TVAがやろうとしている計画の方針を知りたいと思

っている」とケネディ大統領は報告提出の訓令中でのべている（外政学会ニュ

ースレター225号）。

ケネディ大統領が， TVA計画を多目的河川流域計画上立派な成功として，

他の国民にもこれを分かちあおうとする見解は， 1953年（こアイゼンハワ一大

統領が，TVA計画を「のろのろ進む社会主義だ」としと見解とよい対照を示

すものである。また，共和党政権が私企業保護の立場からとった政府治水利

水事業の 「新規事業禁止」政策は， 「経済成長のよりどころである資源条件

とその潜在力を拒否し3 また必要欠くべからざる水害防止計画を延ばすこと

によって，多額の経費増大を招いたばかりか，たくさんの生命や家屋まで犠

牲にした」とこの教書できめつけているところにも見解の相違があらわれて

いる。 1953年以来アイセ、ンハワ一大統領のとって きた「新規事業禁止」 政策

を放棄することを，ケネディ大統領はこの教書で声明している。

〔3〕

天然資源特別教書は，「広範囲に分散している連邦政府の資源政策を，ひと

つの声明にまとめる」ことを目的としている。

ケネディ大統領は，「従来これらの（資源）政策は重複し， しばしば矛盾し

ていた。資金は競合的な努力のために浪費された。似かよった諸計画への連

邦政府の寄与をはかるのに，非常に相違のある基準が適用された。年間支出

や緊急の必要に向けられた資金と関心は．国家の経済成長のための長期計画
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に向けられるべきエネノレギーを奪った。一部の連邦開発事業ではp 相互に，

また得た価値や公共政策とまったく矛盾する手数料や使用者料金が課せられ

た」ことを卒直に反省している。

そして，教書で三つの決断を下している。それは，大統領として，これら

全項目を各種機関の聞で調整するため，

l. 行政府内のこれらの責任を規定し直し3 強化された経済諮問委員会に

たいし，国家的必要に関連する資源計画の現状について3 大統領，国会，

ならびに国民に報告する権限を与えるこ と

2. 経済諮問委員会のも とに，この分野の連邦関係諸機関の代表からなり，

政府外の専門家の助言を求める大統領直属天然資源委員会を設けること

3. 主計局長にたいして，関係各省，各機関と協議して，今後90日以内に

あらゆる種類の連邦天然資源事業計画，またその分野での納付金，免許

料その他の使用者手数料の適用に関する一般原則を作成するよう，また

水資源事業計画実行の可能性を評価する現行基準を再評価するよう，指

令すること

とのべている。そして，「近く 1ないし数個の行政命令または指令を発するj

といっている。

〔4〕

1959年 8月17日3 アメリカ合衆国第86国会第 l会期に，モンタナ州選出民

主党上院議員 J口mes E. Murray氏は， 「資源ならびに保全法案（Resourcesand 

Conservatior、Ac↑ of l 960）一一以下資源保全法と略称」なるものを提出した。

国会議事録による と，マーレィ氏の提案理由の説明は堂々たる大演説であ

った模様である。その主旨は，およそつぎのようである。すなわちp 「新規

事業禁止」の原則がどのように必要不可欠であるにせよjーでに 7年になる。

天然資源計画は棚上げされている聞に，天然資源が浪費されるばかりかI ）た

われた時間と失われた機会とは取り返しがつかなし、。今後 15年（1960～1975)

の電力需要をみたすため3 連邦政府は電源開発に最少限 500億ドノレの投資が

必要であると商務省が推定しているのに，今年は10億ドノレしか計上されてい

ないではないか。これはひと昔の半額にもならない。 1950年の水資源関係の

国家財政支出は3 予算総額の 2.5 %を占めていたのに，1960年は l.5 %にず
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ぎなし、。電源開発ばかりではない。治水事業，開拓事業3 土壌保全，国有林

事業3 農村電化3 水質汚濁防止など，あらゆる天然資源関係についても同様

である。天然資源計画を無視している何よりの証拠ではないか，とし、う見解

に立っている。

これだけなら野党議員のヤジ演説である。

しかし，そこは 「雇用法 Employr鴨川 Actof 1946」 を提案したベテ ラン議

員である。復員軍人や兵器工場労働者が，戦後何百万と町にあふれた。この

大量失業を前にした複雑な国家的大問題を処理するために，雇用法が提案さ

れs それによって行政組織的には大統領府に経済諮問委員会が設置されて，

経済行政の立案再検討の調整がはかられ，経済混乱期の雇用はよく 処理され

たことは事実が示している。この雇用法の経験を生かして，戦後の雇用と経

済問題を扱ったのと似た方法で，資源問題の解答を出そうとふたたび同議員

が 「資源保全法」を提案しているのである。

〔5〕

7ーレィ議員の「資源保全法」提案理由の説明にのべられてし、なl＇＇もう

少し古レ背景にふれよう。

それは， 1,200万の失業者が町にあふれたといわれる戦後経済混乱期をひ

とまわり大きくした経済の混乱期一一世界恐慌ーー に打ちのめされた，あの

1930年代におけるアメリカの資源政策の取組み方である。

これにはし、る前に，もっと古い20世紀初頭のエピソ ードにふれよう。先代

のJレーズベノレト，セオ ドア ・ノレーズベノレ卜は暇さえあれば圏内とレわず，遠く

南米やアフリカのジヤンクツレに遊ぶといった生来の自然児であったとし、われ

てレる。彼には，のちに森林庁長官となったピンチヨッ トとし、う親友がし、て，

かねがね自然界の摂理，生物の生態3 資源やその保全ということを聞かされ

てレた。副大統領時代に，大統領が急死して， jレーズベノレ卜は42歳にして大

統領になった。1901年のことである。彼は， 1905年に日露戦争の講和調停に

当ったばかりではなし、。アメリカて、は，資源保全運動をひきおこした人とし

ても知られている。その運動は＇ 1908年に一つの頂点に達した感がある。す

なわち，セオドア ・ノレーズベノレ卜大統領は資源保全全国知事会議を召集し，

年内にさらに国家保全委員会を召集している。翌年には北アメ リカ（ 3ヵ国）
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保全会議を召集し，さらに不成立に終ったが，資源保全国際会議の開催まで

試みたくらいである。

さて，このセオドア ・ノレーズベノレトをいと こちがし、にもつフランクリン ・

／レーズ、ベノレトが，不況後の1933年に大統領に当選して， 経済再建の「ニュー・

ディール政策Jを打ち出すことになる。

アメリカの行政機構に，財務省はあるが大蔵省はない。大蔵省から主計局

だけを分離して，大統領直属の総理府に相当する大統領府に移管されている

からである。 1939年以来のこ とである。行政政策の調整と各省業務を統一す

る大統領の役割を，主計局が分担する局のスタッフ機能が，こ の移管によっ

て強化されたことはいうまでもなし、。この移管は，フランク iJン・／レーズベ

ル 卜の残した大きな業績である。

ケネディ大統領が，アメリカの開発上大きな成功として，海外にも適用し

ようとしている TVA構想を生み育てたのもノレーズベルト大統領の業績として

落せない。事実，アメリカの伝統を破って 4選されるほどの大物大統領が，

最初に手がけたのが，この TVA構想の実現であったっ

資源保全政策の調整についても3 ルーズベノレト大統領ば，無関心でなヵ、っ

た。就任早々から，戦争突入までの10年聞に払った努力のあとを，つぎにあ

げる名前だけからでもうかがえよう。すなわち，

国家計画局（N。ti。n。IPl。nningB。。r 1933～3 4 

国家資源庁（NationalResources Board and Advisory Cammi什ee) 1934～35 

国家資源委員会（NationalResources Committ開） 1935～39 

国家資源計画庁（Na↑ionalResources Pl。ning B。or 1939～4 3 

とし、った工合に，あるいは計画調整に主力を入れたり，あるいは資源の統合

的把握を狙ったり，あるいは臨時委員会にしてみたり，大統領府直属常設機

関にしてみたりして，最後の段階を実現するためには，さきにのべた主計局

の移管まで併せ行う 行政機構改革まで断行した。

資源政策をめぐる衝突は，同一省内でも関係局間にあるばかりでなく，各

省の間にも起っている。これは，そもそも相互関連性をもっ実体にたいして，

しばしば機能的になってし、ない政府機闘が個別に政策を立てることからして

不完全なのだから，調整の必要は一つにはこの不完全性に根ざしているとい

える。どこの国でも政府組織は一つの歴史的所産て、あり，そこには政府機関
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にそれぞれ既得権益が成立しているし，さらにいえば，資源行政そのもの，

ないしはその行政機構にたし、する，一般の関心が高いというわけではないの

で，この不完全性を除くこと f土容易でない。したがって，資源行政の調整は

随時随所につきまとうし， とくに立法府と行政府の聞における調整の必要は

大きし、。

ノレーズ、ベノレト大統領は，あらゆる障害をのりこえて，大統領みずから息の

か；ぅ、るところで資源行政の調整をはかるという，一応考えられる最善の機構

までつくっとのに短命に終った理由は，いろいろあったで、あろう。戦争とい

う非常事態も禍い したに違いなレ。 しかし，立法府との閣の調整が十分にな

されなし、ままに，行政府が独走しすぎたことが一番命取りとなったように思

J、れるの

〔6)

現在づアメリカの立法府では， 一部の天然資源問題に関して3 評価 ・検討

し，勧古する委員会や審議会がし、 くつかある。国家水資源超党派特別委員会

やド外レク リエーション資源委員会は，ここに特記するに価しよう。とくに

前者ば， 1月．こ28問才、らなる報告書を発表した。ケネディ大統領は天然資源

特別教書ーのないで，「3週間前上院国家水資源超党派特別委員会が発表し二

あの時宜をえとす（まりしい報告をできるかぎり実行に移すため（主計局長にた

いし関係諸段関ととも；二）前進的で秩序ある計画を立案するよう要請した」と

し、 ってし、る。 ニの報告書について，これ以上詳しくのべることは紙面の都合

でニこでは告lj愛する 3

上記 2委員会より以前には， ペーリ ー委員会 （大統領原料政策委員会）やク

ック 委員会 （大絞領水政策委員会）があった。 ともに適確に資源問題の輪郭を

描き，主要な資源問題にたいする解決策を指摘したすぐれた大部の報告書を

残しているO 前者は「自由世界の天然資源」として，日本語訳が出版されて

し、；，；）。

ニれら委員会ば，いずれもすぐれた業績を残しているにもかかわらず，す

べて臨時委員会で報告書を纏めると解散してしま っている。さきにのべたマ

ーレィ議員は，「健全な考え方と価値ある提案をたくさん含んでいるこれら報

告書が3 行動の憲章とはならないで，いたずらに図書館に収められてしまう
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のはあまりにあっけなし、」と慨嘆したことが国会議事録に記されている。

現在，大統領府には経済諮問委員会があり，国会には上下両院合同経済委

員会がある。いずれも事業計画の行政を行わず，法律規則をつくらず，施設

運転に当るわけではない。にもかかわらず有力なわけは，行政府と国会にあ

って，評価し検討し勧告する常設の専門機関であるからにほかならなし、。だ

から，経済と同様に重要で3 かつ複雑な要素をもつあらゆる天然資源を包括

した資源問題にたいしても 3 国会と行政府に同様な常設機関が必要である，

とし、う見解に立ってマーレィ 議員はこの点を主張している。

資源問題はp 昔から人類につきまとってきた。何もこと新しい問題ではな

い。しかし，次第に時間の要素と，天然資源の有機的な相互関連性の要素と

が，資源問題解決の本質的な要素として複雑にからんできたところに問題が

あるのは3 どうやら日本だけに限られてはいないようである。

7 ーレィ議員の提案した「資源保全法」の眼目となる骨子は，っきごの 3点

に要約される。

l. 大統領は，毎年頭3 国会で「資源ならびに保全に関する報告」をする

こと

2. 大統領府に「資源 ・保全諮問委員会」を設置すること

3. 国会に「上下両院合同資源 ・保全委員会」を設置すること

〔7〕

アイゼンハワ一政権下に聞かれたp 第86国会におけるマーレィ議員提出の

「資源保全法案」は流産したようである。

しかし，ケネディ大統領は天然資源教書で，さきに仁3コて事三つの決断と

して引用したように3 第 l点と第2点とはこの「資源保全法案」の眼目とく

らべて3 かなり通ずるものがあるように，読みとれるのは筆者だけであろ 3

か。大統領がここでいっている「報告」や「大統領直属天然資源委員会Jが

マーレィ議員の提案とどのように異なったものになるか，あるいは似たもの

になるかは一つの楽しみである。それは，大統領がそのために近く発すると

いっている「 1ないし数個の行政命令または指令」を見れば，はっきりする

ことである。

なお〔3コで引用 した第3点をめぐる背景に簡単にふれておく。これはs
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ゲネディ大統領が教書の電力の項で， 1980年までにアメリカの発電電力を 3

倍にし，TVA方式で，他水系を開発することを求めていることと関連する。

すなわち，この電源開発にかぎらず3 教書でのべられた一連の資源計画に要

する費用は，まだ計上されておらず予算も立てられていなL、。しかし，多額

の費用を要する電源開発など、については， TVA方式で支出されまた償却され

ることになるものと考えてし、L、ょうである。 （科学技術庁資源局資源統計課）
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