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はじめに
　　

　２０１８年（平成３０年）４月８日から１５日までの８日間，人権擁護委員会基地問題
に関する調査研究特別部会では，日米地位協定（後記（注）御参照）の抜本的改訂を目指
し，ドイツ及びイタリアで現地調査を行った。
　　
　日弁連は，２０１４年２月「日米地位協定に関する意見書」を公表し，①施設・区域の
提供と返還，②米軍等に対する日本法令の適用と基地管理権，③環境問題，④船舶・航空
機等の出入・移動，⑤航空交通，⑥刑事責任，⑦民事責任，につき抜本的見直しを提言し
た。
　上記意見書が指摘しているとおり，日米地位協定に関しては，日本の主権行使が著しく
制約されており，①米軍基地を，国会の関与なしに，日本の国土のどこにでも，期限の定
めなく，使用目的・条件を限定しないまま提供するものである，②米軍基地の運用や米軍
の行動に，我が国の法令が適用されない，③米軍や米兵・軍属に，刑事上，民事上，様々
な特権が与えられている等の重大な問題があり，法的正義を害し，特に沖縄において市民
生活を著しく圧迫する事態が生じている。
　米軍基地による国民の被害の代表的なものとして，米軍機による爆音被害がある。１９
７５年以来，横田基地，厚木基地，嘉手納基地，普天間基地及び岩国基地などの周辺に居
住する住民が，米軍機による爆音被害の救済を求めて，飛行差止め及び損害賠償を求める
訴訟を繰り返し提起しているが，裁判所は，日本は米軍の権限を制約したり活動を制限す
ることができない，米軍の活動は我が国の支配の及ばない第三者の行為であるとして（い
わゆる「第三者行為論」），基地周辺住民の飛行差止請求を退け続けてきている（１９９３
年２月２５日最高裁判決など）。他方，裁判所は，米軍機による爆音被害は，基地周辺住
民の受忍限度を越えて違法である，とも判断しており，基地周辺では，裁判所から飛行が

「違法」であると判断された米軍機爆音が数十年にわたって継続する，という異常な状態
が継続している。
　また，２０１６年１２月１３日には，普天間基地に配備されている米海兵隊のオスプレ
イが沖縄県名護市沖の海岸に墜落して大破し，２０１７年１０月１１日には，ＣＨ５３米
軍ヘリコプターが東村高江に不時着・炎上したが，いずれの事故も機体や破片などの回収
作業は米軍が行い，このような重大な事故が発生しても，我が国は，事故状況の調査や原
因の究明に関与することができない。
　しかもこの間，日米地位協定を巡っては，普天間基地の返還と辺野古への新基地建設問
題，２０１６年４月の軍属（元海兵隊員）による強姦殺人事件の発生，その他多くの重要
な課題が生起し，政府の側でも２０１５年９月２８日の環境管理分野に関する補足協定や
２０１７年１月１６日の軍属の扱いに関する補足協定の締結など，従来の日米地位協定の
問題点への対応を行っているが，極めて不十分なものである。
　他国の軍隊が受入国に駐留する場合の当該軍隊の地位等を定めた地位協定は世界に多数
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存在し，その内容は，軍隊の運用方法，受入国の法令の適用の有無，刑事・民事の裁判権
の有無など，特にその対等・平等性には大きな差異がある。
　その中で，地位協定として整備され，対等・平等性が強く，かつその内容を紹介・検討
した国内の文献が比較的存在するのがドイツとイタリアのＮＡＴＯ軍に関する地位協定で
ある。
　　
　そこで私たちは，ドイツやイタリアにおけるＮＡＴＯ軍（米軍）基地（米軍はＮＡＴＯ
軍の一員として基地を展開している。）の実態（立地条件，環境の保全，基地周辺住民・
自治体への被害ないし影響，周辺住民・自治体の被害解消への取組や米軍との被害解消に
向けた交渉状況等）を知った上，ドイツやイタリアの地位協定の条項が，基地管理権の所
在も含め実際にどのように適用，運用されているのかを把握し，それら条項をどうすれば
日米地位協定に取り入れることができるのかを検討する必要があると考えた。そのため，
今回のドイツ・イタリアのＮＡＴＯ軍（米軍）基地の実態調査を実行することになったも
のである。
　　
　調査結果の詳細は本文に譲るが，基本的な点として，ドイツ（ラムシュタイン基地な
ど）でも，イタリア（アヴィアーノ基地）でも，ＮＡＴＯ軍（米軍）基地には，基本的に
ドイツ国内法，イタリア国内法が適用されること，ドイツ・イタリア側の基地立入権が保
障されていること，米軍の運用は地元自治体・周辺住民の意見を反映させてなされている
こと，米軍と自治体や住民が協議する委員会が作られているなど，日本における米軍地位
協定とその運用実態，特に沖縄の現状とは，大きな差があることが明らかとなった。この

「落差」は政府の日米地位協定改定に対する非常に消極的な姿勢によるところが大きいと
思われるが，いずれにしても，国民の平和に生きる権利，人間らしく生活する権利の実現
のため，私たちに突きつけられた課題は大なるものがあると感じた。
　　
　なお，私たちの調査に先立ち，沖縄県も２０１８年１月，ドイツ・イタリアのＮＡＴＯ
軍（米軍）基地の地位協定や運用実態等の調査を行った。その報告書が沖縄県のホームペ
ージ等で公表されている。

　　
（注）日米地位協定
　日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約（以下「日米安保条約」
という。）及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第６条に基
づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（以下「日米地
位協定」という。）は，１９６０年（昭和３５年）１月に締結され，同年６月に発効し
た。
　日米地位協定は，日米安保条約６条が，「日本国の安全に寄与し，並びに極東におけ
る国際の平和及び安全の維持に寄与するため」，米軍は日本における「施設及び区域を
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使用することを許される」と定めたことを受けて，施設・区域（米軍基地）の提供の在
り方及び米軍・軍人等・その家族の法的地位を定める条約として締結されている。
　日米地位協定は，日米安保条約反対運動という激動の中で締結されたことから，充分
な検討・国会審議を経ることなく，旧安保条約下で締結されていた行政協定をそのまま
引き継ぐ形で締結されたという歴史事情を背負っている。そのため，種々の問題（不平
等性，不合理性）を内在させていると同時に，その解釈・運用につき，日米両政府の密
約の影響を強く受けている。
　日米地位協定の問題は，日米両政府間の問題であるだけでなく，国民の生活・人権，
国土の環境保全・有効利用に直結するものであることから，国民的な問題となってお
り，米軍基地が所在する地方公共団体から，日米地位協定の抜本的見直しが求められて
いる（全国３０の都道府県に米軍基地が存在する。）。

　　
　　

日弁連人権擁護委員会基地問題に関する調査研究特別部会　
　部会長　佐々木　健　次　
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調査の日程及び概要
１　４月８日（日） 　　羽田空港出発　ドイツ着（フランクフルト泊）
２　４月９日（月）　　ドイツ（フランクフルト泊）
　　　　９：００　　　ラントシュトゥール市庁舎
　　　　　　　　　　　　 　ラントシュトゥール市長兼カイザースラウテルン郡議会議員ペ

ーター・デーゲンハート博士訪問
　　　　　　　　　　　　　カイザースラウテルン郡郡長ラルフ・レスマイスター氏訪問
　　　１２：００　　　カイザースラウテルン市へ出発
　　　１４：２０　　　ラムシュタイン基地見学（バス）
　　　　　　　　　　　　　案内・市民団体「ＰＩＥＥ」コニーさん
　　　１６：３０　　　夕食懇談会　市民団体「ＰＩＥＥ」と懇談
　　　１９：００　　　フランクフルトへ出発
３　４月１０日（火）　ドイツ（フランクフルト泊）
　　　１０：４０　　　アンスバッハ宮殿前着
　　　１１：００　　　市民団体「Etz langt’s ！」（もう十分！）と面談
　　　　　　　　　　　　　＠スポーツクラブのクラブハウス
　　　　　　　　　　　米軍基地と飛行場　基地の外から見学
　　　１２：００　　　アンスバッハ市庁舎
　　　　　　　　　　　　　カルディ・ザイデル　アンスバッハ市長御挨拶
　　　１３：３０　　　 マイヤーフーバ弁護士事務所　１階ホール（フォイエルバッハアカ

デミー）
　　①１４：００　　　マイヤーフーバ弁護士・博士講演
　　　　　　　　　　　　　「ドイツの裁判所における低空飛行訴訟（法制史的考察）」
　　②１４：３０　　　 ユリウス・マクシミリアン大学キュリル・シュヴァルツ教授・博士

講演
　　　　　　　　　　　　 　「ＮＡＴＯ地位協定及びドイツ法における低空飛行に対する法

的保護」
　　　　　　　　　　　　　ディスカッション　弁護士，市民団体，市会議員
　　③１６：００　　　市議会議員，郡会議員との面談
　　　１７：００　　　フランクフルトへ出発
４　４月１１日（水）　イタリア（アヴィアーノ泊）
　　　　　　　　　　　フランクフルト発　ベネツィア着
　　　１５：００　　　アヴィアーノ基地見学
５　４月１２日（木）　イタリア（ローマ泊）
　　　　９：００　　　アヴィアーノ市庁舎
　　　　　　　　　　　　　ダニーロ・シグノーレ副市長訪問
　　　　　　　　　　　　　チーロ・カイヤトゥーロ交通警察・環境安全担当部長同席
　　　１８：３０　　　ランベルト・ディーニ氏面談（元イタリア外相，元首相）
６　４月１３日（金）　イタリア（ローマ泊）
　　　１４：３０　　　レオナルド・トリカリコ氏面談（元イタリア空軍司令官）
７　４月１４日（土）　ローマ発　フランクフルト着
　　　　　　　　　　　フランクフルト発
８　４月１５日（日）　羽田着
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第１部　ドイツにおける調査

Google map より　　　Ⓒ2018 Geo Basis-DE/BKG（Ⓒ2009）Ⓒ2018 Google
青いマーク　左がラムシュタイン基地　右がアンスバッハ基地

ラムシュタイン基地全容
Google map より　　　Ⓒ2018 Geo Basis-DE/BKG（Ⓒ2009）Ⓒ2018 Google
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【調査の概要】

　ドイツ調査の目的は，ラムシュタイン基地及びアンスバッハ基地の実情調査と，そこでの
ＮＡＴＯ軍地位協定・ボン補足協定の運用状況の調査である。ラムシュタイン基地は，ドイ
ツ南西部に位置する米国外における最大規模の米空軍基地であり，アンスバッハ基地はドイ
ツ南部に位置する軍用飛行場である。ともに，元々ドイツ国内にあった基地を第二次世界大
戦後に米軍が使用することとなった経緯がある。
　ドイツでは，日本と異なり，ＮＡＴＯ軍基地の使用についてドイツ法が適用される旨，ボ
ン補足協定に明記されている。このことが基地被害の解消のためにいかなる効果を発揮して
いるか，その他基地の提供・管理がどのように行われているか，また基地被害の実情を自治
体や市民の視点から調査すべく，自治体の首長，大学教授，弁護士，市民団体からヒアリン
グを行った。また，基地内の見学は叶わなかったものの，フェンス近くの複数のスポットに
立ち寄り，基地全容を概観し，軍用機の騒音を体感する機会も得た。

【ドイツにおける地位協定】

ＮＡＴＯ軍地位協定
　（Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the Status of 
their Forces）
　　　　　　　　１９５１年　署名　１９５３年８月　　　　発効
　ドイツ連邦共和国に駐留する外国軍隊に関して北大西洋条約当事国間の軍隊の地位に関す
る協定を補足する協定（ボン補足協定）
　　　　　　　　１９５９年　調印　１９６３年７月１日　　発効
　改正補足協定　１９９３年　調印　１９９８年３月２９日　発効
　　
　以下，関連条文を抜粋する。
　なお，日本語訳は，国立国会図書館の許諾の下に，「ドイツ駐留ＮＡＴＯ軍地位補足協定
に関する若干の考察―在日米軍地位協定をめぐる諸問題を考えるための手がかりとして―

（執筆者：本間浩）」『外国の立法―立法情報・翻訳・解説―』No. 221, 2004.8, pp. 21-86. 
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_1000448_po_022101.pdf?contentNo=1を 転 載 し
たものである。
　なお，重要と思われる箇所に，転載者が下線を付した。

・ＮＡＴＯ軍地位協定

第２条　

　　受入国において，受入国の法令を尊重し，及びこの協定の精神に反する活動，特に，政治的な活
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動を慎むことは，軍隊，軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の義務である。また，このため

に必要な措置をとることは，派遣国の義務である。

（注） 　ＮＡＴＯ軍地位協定の規定は，法令尊重義務にとどまるが，ボン補足協定において，ドイ

ツ法の適用を具体的に規定している。

・ボン補足協定

①　警察権に関して

・ボン補足協定

第２８条

　０　本協定第５３条に関する署名議定書第４項②の規定に従い，かつＮＡＴＯ軍地位協定第７条

第１０項⒜号の規定を損なうことなく，ドイツの警察は，軍隊又は軍属機関の排他的利用に供さ

れる施設区域内で，連邦共和国の公共の秩序及び安全が危険にさらされ又は侵害される限りにお

いてその任務を遂行する権限を有する。当該施設区域内で刑事訴追措置を執る場合，派遣国はそ

の方式についてドイツの当局と協議した上で，自国の警察による措置を執らせることができる。

この場合，その措置は遅滞なく執られるものとし，ドイツ側が希望するときはドイツ当局の代表

者による立ち会いの下に執られるものとする。…以下，略

②　基地の提供，基地使用，演習・訓練におけるドイツ法令の適用に関して

・ボン補足協定

第４５条

　１　軍隊は，その排他的使用に供されている施設区域内において訓練の目的を損なうことなく訓

練計画を実施することができない場合には，本条に基づき，かつ連邦国防大臣の同意に従うこと

を条件として，その防衛任務の遂行上必要とされる範囲内で施設区域外での機動演習その他の訓

練を行う権利を有する。…以下，略

　２　本条第１項に基づく機動演習その他の訓練の実施に関しては，ドイツ法令の関連規定，特に

１９６１年９月２７日の連邦徴発法の現行規定法文を適用する。…以下，略

第４６条

　１　軍隊は，権限あるドイツ当局の承認を条件に，かつその防衛任務を遂行する上で必要な範囲

内において，本条に基づいて連邦共和国の空域で機動演習その他の訓練を行う権利を有する。

　２　本条第１項に基づく機動演習その他の訓練の実施に関しては，ドイツの空域への侵入及び使

用に関するドイツの法規並びに国際民間航空機関の「基準及び勧告実行準則」に従う航空設備及

び施設の使用に関するドイツの法規，並びに関連する法律，規則及び告示に含まれる現行の通告，

承認及び調停の手続が適用される。…以下，略

第４８条

　１⒜ 　施設区域についての軍隊及び軍属機関の需要は，ＮＡＴＯ軍地位協定及び本協定の規定に
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従ってのみ充足される。

　　⒝ 　施設区域についての軍隊および軍属機関の需要は，計画書の形式で一定期間毎に連邦当局

に申告する。この計画書によらずに軍の当局が施設区域についての需要を申告するのは，緊

急の事態の場合にのみとする。この申告には，軍隊が作成する細目，特におおよその地区，

大きさ，使用目的，使用予定期間及び使用開始期日を含むものとする。

　　⒞ 　施設区域についての需要の充足に関しては，軍隊又は軍属機関の当局とドイツの当局との

間で取極を結ぶ。その取極には，施設区域に至る通路（道路，鉄道又は水路）及び適当と思

われる場合は第６３条第５項⒝号にいう費用を含むものとする。ドイツの当局は，その取極

に従って執るべき措置を実施する。

　　⒟ 　ドイツの当局は，軍隊又は軍属機関からの要請がある場合には，当該の軍隊又は軍属機関

に対して水，ガス，電気を供給し，又は下水の処理に責任を負い，かつ契約を締結すること

ができる企業を指定する。

　　…以下，略

　中略

　３⒜ 　本条第１項に従って軍隊又は軍属機関に提供される施設については，文書による提供取極

を締結するものとし，その取極には，施設区域の大きさ，種類，所在地，状態及び設備に関

するデータ並びに用途の細目を含むものとする。施設区域は，ドイツの当局と軍隊又は軍属

機関の当局との間に別段の合意がない限り，その使用を要求する軍隊又は軍属機関の専属的

な占有及び使用に供される。

　中略

　５　軍隊又は軍属機関による施設区域の返還については，次の規定を適用する。

　　⒜ⅰ 　軍隊又は軍属機関の当局は，使用する施設区域の数及び規模を必要最小限度に限定する

ことを確実にするために，施設区域の需要について絶えず検討する。これに加えて，ドイ

ツ当局から要請があるときは，個々特殊な場合におけるその需要を点検する。使用期間に

関する特別の合意を害することなく，不必要になるか又は軍隊若しくは軍属機関の必要に

対応する代替の施設区域が用意される場合には，当該施設区域は，ドイツの当局への事前

予告後，直ちに返還するものとする。

　　…以下，略

第５３条

　１　軍隊又は軍属機関は，排他的使用に供される施設区域内において，防衛の任務を十分に遂行

するために必要とされる措置を執ることができる。当該施設区域の使用についてはドイツの法令

が適用される。ただし，本協定及び他の国際協定に別段の定めがある場合，並びに軍隊，軍属機

関，それらの構成員及びその家族の，組織，内部機能及び管理並びにその他の内部事項であって

第三者の権利に対して又は隣接する地方自治体若しくは一般公衆に対していかなる予見可能な影

響を及ぼさないものが関わる場合を除く。権限あるドイツの当局及び軍隊の当局は，生ずる可能

性のあるいかなる意見の相違も解消するために相互に協議し，かつ協力するものとする。
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　２　本条第１項第１文は，施設区域の上空に関して執られる措置にも準用する。ただし，航空交

通の妨害となるような措置は，ドイツの当局との調整を経た上でのみ執られるものとする。…以

下，略

　　②　機動演習及び訓練の目的で連邦共和国内に移動する部隊による野外演習区域，駐屯地訓練

区域及び駐屯地射撃場の使用は，権限あるドイツの当局に事前に通知して，その許可を得るもの

とする。ドイツの当局が通知の受理から４５日以内に異議を唱えないときは，その使用は許可さ

れたものとみなす。…以下，略

　３　軍隊又は軍属機関は，本条第1項に定める措置を執るに際して，ドイツの当局が施設区域内に

おいてドイツの利益を保護するために必要な措置を執ることができるよう保証する。…以下，略

第５３Ａ条

　１　本協定第５３条に定める施設区域の使用に関連してドイツの法令が適用されて，かつドイツ

の法令上個々の認可，免許又はその他の公的な許可を取得すべきことが定められている限りにお

いて，ドイツの当局は，軍隊の当局と協力し協議した上で必要な申請を行い，これに関連する行

政的及び法的手続きを軍隊のために執るものとする。

　２　その決定に対して第三者が異議を申し立てる場合，又は措置若しくは設備について通知義務

がある場合，並びに特に公共の安全及び秩序を守るためには職権により又は第三者の示唆により

訴訟の手続が提起される場合にも，本条第１項の規定が適用される。これらの場合，軍隊のため

に行動するドイツ連邦当局は，軍隊の権利を擁護する。…以下，略

　…以下，略

・ボン補足協定の署名議定書

第５３条について

…　略

　４②⒜ 　軍隊の当局は，ドイツの連邦，州及び地方自治体の各段階でそれぞれ権限ある当局に対

し，ドイツのそれらの当局が公務を遂行できるように，ドイツの利益を保護するために必

要なあらゆる適切な援助（事前通告後の施設区域への立入りを含む。）を与える。施設区域

となっている不動産を所轄するドイツ連邦の当局は，要請に応じて軍隊の当局を援助する。

緊急の場合及び危険が差し迫っている場合には，軍隊の当局は，ドイツの当局が事前通告

なしに直ちに立ち入ることができるようにする。軍隊の当局は，ドイツの当局に同行する

かどうかをその都度決定する。

…以下，略

③　環境に関して

・ボン補足協定

第５４条

　１　人間，動物及び植物の伝染病の予防及び駆除並びに植物害虫の繁殖予防及び駆除に関しては，
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ドイツの法規及び手続が軍隊及び軍属機関に対して適用される。…以下，略

…以下，略

第５４Ａ条

　１　派遣国は，連邦共和国におけるその軍隊のあらゆる活動に関して，環境保護の重要性を認識

し，かつ承認する。

　２　本協定に沿うドイツの法令への尊重及びその適用を妨げることなく，軍隊及び軍属機関の当

局は，可能な限り早急にすべての計画について環境との適合性を調査する。　…　略　…　調査

の目的は，環境への負担を避けること及び環境への不可避の有害性に対しては適切な調和措置を

講じて埋め合わせを行うことにある。…以下，略
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【ラムシュタイン基地に関する調査】

〈日程〉
４月９日（月）
９時～１０時，１１時～１２時
　　ラントシュトゥール市市長　ペーター・デーゲンハート博士からの聞き取り
　　　　　　　　　ラントシュトゥール市庁舎にて
１０時～１１時
　　カイザースラウテルン郡郡長　ラルフ・レスマイスター氏からの聞き取り
　　　　　　　　　ラントシュトゥール市庁舎にて
１４時２０分～　ラムシュタイン基地周辺見学
　　　　　　　　　市民団体「ＰＩＥＥ」の案内により，基地周辺を車で走行
　　　　　　　　　 基地正門，航空ショー事故被害者追悼モニュメント，ビスマルクタワー

から基地の全貌を把握
１６時３０分～　市民団体「ＰＩＥＥ」と懇談
　　

滑走路延長線上の地帯にて

航空ショー墜落事故犠牲者追悼碑付近にて

ラムシュタイン基地正面にて
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１　基地の概要と基地問題
⑴　基地の概要
　　ラムシュタイン基地は，在欧米空軍司令部が置かれている，米国国外で最大規模の空

軍基地である。面積は１３k㎡であるという。
　　２００４年，従来の滑走路に加えて，新たな滑走路が建設された。
　　２００５年，ライン＝マイン空軍基地（フランクフルト国際空港に隣接した輸送基

地）が閉鎖されて，その所属機がラムシュタインに移転してきた。
　　現在は，戦闘機は配備されておらず，輸送機が配備されている。ただし，他の基地か

らの戦闘機の飛来はある。
　　ミサイル防衛システム司令部が置かれている。
　　同基地は，ラムシュタイン = ミューゼンバッハ市内に存在し，南にラントシュトゥ

ール市と，東にカイザースラウテルン市と接している。
　　ラントシュトゥール市には，米国国外で世界最大規模の軍病院があり，武器，兵器庫

もある。基地東のカイザースラウテルン市にも武器倉庫がある。
　　ライン＝マインからの移転時，１０億ドルを投じて滑走路増設，延長がされ，大型機

の離着陸が可能となったが，現在でも基地拡張のための工事は続いており，現在は給油
所を建設中である。

　　ラムシュタイン基地周辺の地域に，米軍関係者が約５万４０００人居住しており，世
界最大規模のミリタリーのコミュニティが形成されている。

　　米軍関係者約５万４０００人のうちの３分の２は，基地の外の一般の住宅に居住して
いる。

⑵　基地の提供協定
　　ラントシュトゥール市市長によれば，基地ごとの個別使用協定は知らない，連邦政府

とＮＡＴＯ軍レベルのことではないか，とのことであった。
⑶　事故
　　１９５７年，軍用機がカイザースラウテルン市の町中，民家に墜落し，６名の死者が

出た事故が発生した。
　　１９８８年８月には，ラムシュタイン基地の「航空デー」において，アクロバット飛

行中のイタリア機３機が衝突，墜落，炎上し，観客を含め，７０人以上の死者，数百人
に及ぶ重軽傷者という大惨事となったラムシュタイン基地事故が発生している。

⑷　騒音問題
ア　１９８８年の上記大事故以降，飛行への抗議が高まり，戦闘機の出動がなくなり，

現在は輸送機が主である。
イ　戦闘機集団が配属されていた時は，大変な騒音だったが，１９９４年以降はラムシ

ュタイン基地の騒音は著しく軽減されている。
　　そのため，現在は，騒音の常時測定はしていない。
ウ　平時は，９時から２２時までの時間帯以外に飛行するときは，夜間飛行の特別許可
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を必要とする。イラク戦争時など，有事には，特別許可なく飛行する。
エ　ヘリコプターの騒音の問題があったが，後記のとおり，解決した。

⑸　米兵，米軍関係者による問題
　　イラク戦争，アフガン戦争時，若年兵士が飲酒して騒いだり，問題を起こした。イラ

ク戦争，アフガン戦争に出兵した兵士は，１８，１９歳の者が多く，本国では飲酒でき
ないが，ドイツでは飲酒できる年齢であったため，戦場から戻った若年兵士らが，飲酒
して騒ぎ，ドイツ警察や軍警察が取り締まった。

ラントシュトゥール市庁舎前で

２　基地と周辺自治体との関係
⑴　ラントシュトゥール市

ア　ラントシュトゥール市の概要
　　市は，６つの地区からなっており，人口は約１万６０００人である。地元住民のほ

かに，約３０００人の米軍関係者が居住している。
イ　ラントシュトゥール市市長によれば，同市は，米軍駐屯により経済的なメリットを

受けていることもあり，米軍と友好的な付き合いをしている。
　　米軍関係者が基地の外で居住する住宅は，民間の賃貸住宅であり，その家賃は市民

の収入源になる。米軍関係者が利用するので，商店，ホテル，レストラン等も売上げ
を上げている。

　　市町村にとっては，基地に提供しているガス，水道の料金収入があるほか，州政府
から市町村に対し，米国人一人当たりに定められた金額が援助金として支払われる。

　　さらに基地関係労働者が約６０００人おり，基地は雇用の場を生み出している。
　　このようなメリットがあるため，市民らは，基地が存在することによって受ける負

担（飛行騒音，射撃騒音，建築の制限など）は，仕方がないものと受け止めている。
ウ　米軍基地にかかる費用の負担
　　基地建設の際，建設計画の計画費用はドイツ政府が負担するが，建設費そのものは

米軍が負担する。
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　　基地において使用するガス，水道費用は，米軍が負担する。基地外に居住する個人
が使用するものについては，米兵個人の負担である。　　

⑵　カイザースラウテルン郡
ア　カイザースラウテルン市及び周囲の７つの市町村共同体が，カイザースラウテルン

郡を構成しており，うち３つの自治体がラムシュタイン基地と隣接している。
　　郡の面積は，１３９ｋ㎡，人口は約１０万６０００人である。
イ　２０２０年から２０２１年にかけて，ラムシュタイン基地に空中給油機が移転して

くる計画があり，地元はこれに反対している。
ウ　ラムシュタイン基地配備ではない，他の基地のジェット機の飛来による騒音があ

り，他の基地からの飛来に反対している。
　　ドイツに４か所ある演習空域における演習の影響を避けるため，訓練ルートの変更

を求めている。
　　２０１７年１１月，郡議会は，現行の飛行訓練を，カイザースラウテルン郡から別

のより負担が少ない地域に移すよう，郡長が軍や軍以外の機関に働きかけることを大
多数で可決した。

　　郡としては，連邦防衛省との話し合いを求めているが，連邦防衛省はこれに応え
ず，連邦レベルの航空当局者を郡との話し合いに派遣することを提案してきている。

エ　郡と米軍との関わり
　　米軍駐屯者との交流のために，２年前から，「私たちの隣人アメリカ人」の取り組

みをしている。米軍人の子どもでドイツの幼稚園，学校に通う子どもも出てきてい
る。その場合，幼稚園，学校に関する場面では，ドイツ法が適用されることになる。

⑶　自治体と基地との交流
　　郡長，市長は，１枚で４人まで入れる基地への通行証を与えられており，将校の交代

式，就任祝いコンサート，楽団演奏会などに招かれて基地に立ち入ることがある。
　　地元自治体は，お返しとして，市の行事，夏祭り，クリスマスマーケットなどに米軍

関係者を招待している。

３　米軍に対する自治体の関与
⑴　建築許可
　　基地内で建築が行われるとき，建築許可はドイツ法に基づいてなされる。
　　例えば，ラントシュトゥール市にある米軍病院の増設許可は，市が与える。
　　建設法に自治体関与の制度が定められており，建築主であるドイツ連邦共和国と地元

自治体との合意の上で，建設が行われる。
　　地元自治体側の意思決定は市議会が行うが，問題がある場合は，上のレベルの当局に

よって合意が与えられる場合もある。
　　その際，建築計画書を作成するための費用は市の負担となるが，建築に関する費用は

米軍が負担する。
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　　現在，軍病院センターの支病院の建築予定があるところ，交通など，周囲のインフラ
の整備が必要であることから，郡も建築計画に関与している。

⑵　保健関係
　　米軍・軍関係者のペットの輸送（持ち込み）は，ドイツ側の獣医の管轄下に置かれる。
　　保健関係はドイツ側の管轄であり，米軍関係者にエボラ熱感染者が判明した際には，

ドイツの保健所が対応し，検死・防疫を行った。
⑶　米軍人等の運転免許
　　米軍人・家族が基地の外で自動車の運転をするためには，国際運転免許の申請をドイ

ツの役所にする必要があり，郡が担当する。
⑷　環境汚染への対応

ア　返還土地，まれに現在使用中の土地にも土壌汚染の問題がある。
イ　ラントシュトゥール市では，米軍も市の下水処理場を使用し，市と米軍との契約に

基づいて市が下水処理を行っているところ，米軍が排出する凍結防止剤による汚染が
問題となっている。

　　また，現在予定している下水処理場の修繕費用に２００万ユーロかかるが，米軍
は，法的義務がないにもかかわらず，修繕費用のうちの６０万ユーロを負担する旨を
申し出ている。

　　米軍は，金銭の支払いについては寛大であり，金銭支払いをめぐって米軍との間で
トラブルが生じたことはない。

ウ　航空機が空中で燃料ケロシンを投棄し，空気の汚染が問題となったことがあった。
　　米軍は，ケロシンは空中で分解されるから害はない，と主張するが，地元として

は，ケロシンはがんの原因になり得るので，鑑定を求めている。ラインラントプファ
ルツ州の内務省から米軍にコンタクトを取り，ケロシン投棄の影響の調査を求めてい
る。

エ　環境に問題が生じた場合は，郡の環境課の管轄となる。
　　米軍基地内に，米軍と郡との間を取り持つコンタクトポジションがあり，窓口の役

割を果たし，速やかな解決を図っている。米軍人の犬の鳴き声がうるさいというよう
な訴えも取り扱う。

　　窓口には，米軍担当者，ドイツ側担当者，通訳がおり，基地見学の窓口にもなって
いる。

⑸　災害防止における協力
　　災害防止のため，地元と米軍とが協力している。
　　米軍超大型輸送機ギャラクシーの基地への墜落事故を想定したシミュレーション訓練

を，米軍と地元消防隊と共同で実施するなどしている。
⑹　自治体の意見を反映させる仕組み
　　ラインラントプファルツ州の内務大臣が米国を訪れて交渉する際，２～３週間前に，

内務省が地元自治体の首長から意見聴取をしている。
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４　刑事事件・民事事件の取扱い
⑴　刑事事件
　　基地の外で発生した事件は，ドイツ警察が所轄する。ただし，米軍関係者同士の争い

にはかかわらない。
⑵　民事の問題

ア　ドイツ人と米軍関係者との交通事故，ドイツ人と米軍関係者との間の子の扶養，養
育権等は，ドイツの法に基づいて対処される。

イ　米軍に対する補償の請求
　　環境汚染，返還土地の土壌汚染，演習等による環境損害等，米軍によるありとあら

ゆる損害（自治体等が受ける損害）について，不動産に関する損害補償窓口である不
動産管理局が対応する。

　　不動産管理局は，ドイツ国内に１０か所あり，ドイツの当局が担当している。その
対応に不服がある場合は，ドイツ政府に対して訴訟を提起し，ドイツの裁判所が審理
する。

ウ　米兵・米軍関係者の公務外の犯罪に対する賠償請求
　　米軍のリーガルオフィスに損害の賠償を請求する。
　　必要があれば，ドイツの裁判所が判断し，差押えの執行もする。
　　米軍側が補償をしないということは，聞いたことがない。
　　賠償金を支払うのは，事件を起こした個人である。

５　米軍基地への立入りについて
⑴　郡長，市長は，基地に立ち入る権利がある。
　　事前の申請なしに，２４時間，立ち入ることができる。
　　郡長，市長は，通行証を与えられており，１枚の通行証で４人まで入ることができる。
　　ラムシュタイン基地のみならず，カイザースラウテルン郡内の全ての基地に立ち入る

ことができる。
⑵　将校の交代式，就任祝いコンサート，楽団の演奏会などの社交上の目的で立ち入るこ

とがあるほか，環境汚染調査，下水処理，米軍人とドイツ人との間の子どもに関する調
査，ドイツ保健局によるペットの検疫などのための立入り等，友好的ではない場面にお
ける立入りもある。自治体の権利として実施している。

６　騒音低減委員会
⑴　ドイツ国内の全ての米軍基地において，騒音低減委員会が組織されている。
　　地元の村長，市長，郡長と，米軍代表者からなる組織であり，年に２，３回，会合が

開催され，騒音規制時間の飛行回数，理由等を米軍側が説明する。飛行航跡や乗員への
聞き取り，基地に寄せられる苦情の内容を分析し，地域の要望や苦情を日常の運用に反
映させるための制度である。
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⑵　ラントシュトゥール市市長によれば，米軍に対する苦情に対して，米軍は，「努力し
ます」とは言うが，実際のところは軍のミッションを優先させている。

　　他方で，元市長の葬儀の日に，騒音を発生させないよう日時を指定して要請したとこ
ろ，応じてくれたこともあった。

　　同市長によれば，委員会については，「ある程度機能している」という評価ができる。

７　２０１４年の米陸軍ヘリコプター訓練所訴訟について
⑴　米陸軍ヘリコプター訓練所の問題
　　２０１５年まで，ラムシュタイン基地付近に米陸軍ヘリコプター訓練所があった。
　　当時，ヘリコプター訓練空域は，住宅地も含めて南ドイツに広がっており，ラムシュ

タイン基地飛行空域以外の広い地域をヘリコプターが飛行していた。
　　住宅街上空でも，１０ｍ，１５ｍと低い飛行高度で，夏は深夜３時まで飛行し，騒音

を発生させていた。騒音で牛がパニックになったこともあった。
　　周辺住民が，ヘリコプター騒音の防止を求めて運動したが効果がなかったため，夜間

飛行訓練が始まってから３年後の２０１４年，自治体が訴訟を提起した。
⑵　訴訟の概要

原告 　ラントシュトゥール集合自治体（集合自治体とは，ラインラントプファルツ州
特有の制度で，６つの自治体で１つの法人を形成するもの）

　　　訴訟手続は法律事務所に委任した。
被告　ドイツ連邦共和国　ドイツ連邦防衛省が代理した。
　　 　ドイツ政府が駐留米軍の低空飛行等に承認・許可を与える権限を有しているこ

とから，ドイツ政府を被告とした。補足協定５３A 条に基づいてドイツ当局が
米軍を代理したのではない。

　　　なお，米軍も，第三者として関与した。
　　
原告の主張

１　航空交通法に基づく連邦防衛省による夜間の訓練の特別許可を得ていないこ
と。

２　そもそもヘリポート設置の許可を得ていないこと。（１を補強するための主張）
米軍の主張

１　連邦防衛省から，５～９月の間，週３日，夜間の飛行の特別許可を得ている。
２　ヘリポートは１９４８年から使用しており，慣習法により使用が認められるの

で，設置の許可は必要ない。
　　訴状は送達されたが，口頭弁論開始前に，米軍がヘリコプター訓練所をアンスバッハ

へ移転したことにより，判決に至らずに解決し，手続は終結した。
　　米軍が先例を作ることを嫌い，訓練所を他地域へ移転させるという譲歩をしたことに

より，解決に至ったものである。
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　　市長としては，夜間飛行がいかに市民にとって負担であるかを市が理解していること
を市民にアピールするという政治的な側面においても有意義であったと感じている，と
のことだった。

８　地元の市民団体「ＰＩＥＥ」の声，活動
⑴　地元市民団体，プファルツ地方イニシアティブ「ＰＩＥＥ」は，「憤慨せよ！」
（Pfaelzer Initiative “Entrüstet Euch!”, P.I.E.E.）の意である。このネーミングは，ドイ
ツ語の Ent-Ruestung をもじったものであり，Ent- は「脱」，Ruestung は「軍備，武
装」という意味で，一緒に書くと，「憤慨」という意味になる。

⑵　カイザースラウテルンの住宅地の上空の飛行禁止，低空飛行禁止が３０年前から実現
しており，現在は，町の上での飛行の実態はない。

　　町の上空を飛ばないというルールがいつどのようにしてできたかは，３０年前のこと
で詳細は分からない。

⑶　ラムシュタイン基地上空で，給油機による空中給油を行っている。
　　非常に危険な作業であり，これまで事故が発生していないことを不思議に感じるほど

であり，不安である。
　　１９５７年の軍用機の民家への墜落事故もあり，現在飛来する超大型輸送機ギャラク

シーが，万が一墜落したら大惨事となる。市民は危機感を持っているが，事故の不安や
基地への不満を表立って口にすることは少ない。その理由は，米軍駐屯により地元の経
済にメリットがあるからである。

⑷　騒音低減委員会については，なだめすかされるだけであり，効果はない。委員会の報
告書では騒音について問題がないとされているが，市民の声は違う。

⑸　ロシアのプーチン大統領は，ラムシュタイン基地は軍事目標であると述べている。
　　ドイツがロシアの行動を政治的に止められるとは考えられない，戦争を止められると

いうのは幻想である。軍事力の配備自体に反対である。

９　ラムシュタイン基地調査についての小括
⑴　ラムシュタイン基地の立地は，日本とは大きく異なる。
　　基地の滑走路延長線上の地帯は，広大な緑地であり，民家が基地敷地に隣接している

というような状況にはない。
⑵　ラムシュタイン基地では，「１９９４年以降，基地騒音は著しく軽減されている」　
（ラントシュトゥール市市長），「３０年前からカイザースラウテルンの町の上空を飛ば
ない」（ＰＩＥＥ）というように，この３０年間は，軍用機騒音は以前ほど深刻な問題
とはなっていない。

　　冷戦が終結し，また１９８８年の多数の死傷者を生んだ航空ショー事故後，基地の運
用の見直しがされたことによるものと考えられる。

⑶　ラントシュトゥール市では，ヘリコプターの夜間飛行の騒音問題を，夜間飛行差止め
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を求めて裁判所に提訴することにより解決し，カイザースラウテルン郡では，他の基地
に所属する軍用機の飛行による影響を排除するための行動を郡議会で決議するなど，自
治体が，基地被害解消に向けた行動を積極的にとっている。

　　米軍基地にもドイツ法が適用され，米軍の演習のための空域の使用にはドイツ政府の
承認が必要であり，夜間飛行には許可が必要であるなど，米軍の行動についての責任を
ドイツ政府が負いうる制度が整っていることが，自治体がそのような対策をとれる要因
であると考えられる。

　　また，検疫の実施等保健衛生関係，警察権の行使，建物の建設への関与，水道，ガス
の供給や下水処理等，自治体が米軍基地，米軍関係者に関与する場面が多く，米軍関係
者がドイツ市民と比べて特権を与えられていると感じるような場面がなかった。

　　ドイツ調査を通じて，米軍関係者による強姦や殺人，強盗のような凶悪な犯罪につい
て全く聞かれなかったことが強く印象に残った。

　　ただ，ラムシュタイン基地からはヘリコプター部隊が撤退したものの，それが今度は
アンスバッハに移転し，そこで騒音問題を引き起こしているようであり，ドイツにおい
ても基地問題の「たらい回し」の問題がありそうである。

　　
　　

航空ショー墜落事故犠牲者追悼碑にて

ＰＩＥＥのみなさんと
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厚木基地訴訟の現状

　厚木基地は，海上自衛隊と在日米海軍が共同で使用する基地で，神奈川県の中央，大和
市，綾瀬市，海老名市にまたがって所在しています。これらの市は，ベッドタウンであり，
市民の住宅が密集しています。大和市は，神奈川県で，川崎市に次ぎ第２位の人口密度の高
さで，厚木基地の影響を受ける人口数は２５０万人にも上るといわれています。
　このような地域で，米軍基地と市民の生活とは，金網のフェンス越しに隣り合っていま
す。軍用機，とりわけ米軍機の離着陸による騒音が著しく，基地周辺に暮らす住民を苦しめ
ています。
　また，１９７７年９月，厚木基地を離陸した米軍機ファントムが民家に墜落して炎上し，
３歳と１歳の幼児が死亡，幼児らの母も重傷のやけどに苦しみ抜いたのち数年後に死亡する
という悲惨極まりない事故をはじめとして，墜落事故，部品落下事故も多数発生していま
す。
　住民らが，基地被害の解消を求めて，１９７６年に初めて訴訟に訴えて以来，現在に至　
るまで，米軍機及び自衛隊機の飛行の差止めと騒音被害の賠償を求める訴訟が係属していま
す。現在は第５次訴訟が取り組まれています。訴訟だけみても，実に４０年以上，続いてい
るのです。
　過去の４度の訴訟では，厚木基地の軍用機騒音はいずれも受忍限度を超えて違法であると
の判断がされて損害賠償請求が認容され，いずれの判決も確定しています。
　しかし，違法だとの判決が確定し，積み上げられてもなお，軍用機騒音は減少していま　
せん。
　飛行差止請求については，高く厚い壁が立ちはだかっています。
　厚木基地の滑走路部分は日本が管理する施設であることは，原告被告に争いがないにもか
かわらず，これまでのすべての訴訟で，米軍機の飛行差止めを求める住民らの請求は，被告
である国の「支配の及ばない第三者」の行為の差止めを請求するものであって主張自体失当
である，として退けられてきているのが現状です。
　自衛隊機に関しても，１，２次訴訟では，民事訴訟による請求が不適法であるとして退け
られたことから，第４次訴訟では，民事訴訟と行政訴訟とを提訴し，行政訴訟において，１
審横浜地裁で夜間・早朝の時間帯の飛行差止め判決を得，２審東京高裁もこの判断を支持し
ました。しかし，２０１６年１２月８日，最高裁は，騒音が原告ら住民の生活の質を損なう
ものであり，住民の被害を軽視することはできない，と認めながらも，自衛隊機の運航には
高度の公共性，公益性があるとして，いとも簡単に，１審，２審の判断を覆してしまい，原
告ら住民の長年の努力は，振出しに戻されました。
　ドイツ，イタリアの調査を経て，国民の基本的な権利の擁護に対する，我が国の行政府，
司法府の意識の低さを痛感することとなりました。

（関守　麻紀子）　
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【アンスバッハ基地に関する調査】

〈日程〉
４月１０日（火）

１０時４０分　　アンスバッハ宮殿見学
１１時～　　　　市民団体「Etz  Langt’s !」（「もう十分！」）と懇談
　　　　　　　　　スポーツクラブのクラブハウスにて
　　　　　　　　その後，アンスバッハ基地を視察
１２時～　　　　アンスバッハ市長　カルディ・ザイデル氏　表敬訪問
　　　　　　　　　アンスバッハ市庁舎にて
１４時～　　　　マイヤーフーバ弁護士　講演
　　　　　　　　　同弁護士事務所１階ロビー（フォイエルバッハアカデミー）にて
１４時３０分～　 キュリル・シュヴァルツ教授（ヴュルツブルグ市ユリウス・マクシミリ

アン大学）講演
　　　　　　　　　上記フォイエルバッハアカデミーにて
１６時～　　　　市議会議員らとの懇談
　　　　　　　　　上記フォイエルバッハアカデミーにて
　　　　　　　　　上記市議会の全ての会派，郡議会，市民団体メンバーも参加

　　

　

アンスバッハ基地付近の状況

アンスバッハ市長カルディ・ザイデル氏の歓迎の挨拶
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１　基地の概要と基地問題
⑴　基地の概要
　　アンスバッハ基地は，ドイツ南部のアンスバッハ市に所在する軍用飛行場である。広

さは１４０ヘクタールで，現在約３０００人の軍人が駐留しており，軍人の家族が更に
約１２００人居住している。第二次世界大戦時に連合軍が建設した基地であり，１９４
７年から，公式にＮＡＴＯ軍基地となった。駐留の根拠が，連合国による占領からＮＡ
ＴＯの条約に代わった。１９５０年代には米陸軍が使っていたが，１９６４年から米空
軍基地となった。１９７０年から米陸軍の戦車出動の中心基地となり，１９７０年代以
降のベトナム戦争，湾岸戦争，バルカン戦争などでは，ここから戦車が出動した。

　　その後，１９９５年からは再び米空軍が航空基地として２００６年まで使用していた
が，以降，再び陸軍が配備され，現在は，ＣＨ４７輸送用ヘリコプター，ＵＨ６０ブラ
ックホークが離発着している。

　　２０１５年には，それまでの固定部隊に代わり，９カ月ごとのローテーション部隊が
配備された。配備されている軍用ヘリコプターの機数について，市民団体（Etz langt’
s。以下「地元市民団体」という。）の報告では，２０１７年３月に倍増されて，現在は
１３６機が配備との報告があったが，他方，アンスバッハ市長によると配備されている
ヘリコプターが３２機，飛来するヘリコプターが８９機と，把握している軍用機の数に
相違があった。

⑵　地元市民団体によると，アンスバッハ基地に関する基地使用協定は，公開されていな
い。

⑶　水質の汚染
　　地元市民団体によると，市内の川から獲れるニジマスを検査したところ，水質が汚染

されていることが判明した。原因は基地からの排水であり，消防訓練で用いられる消火
剤に有害物質が含まれ，その結果，地下水が汚染されたことがあった。アンスバッハ市
長によると，米軍は当該消火剤の使用を中止し，汚染の責任を認め，ＮＡＴＯの条文に
基づき，浄化のためのコストを引き受けた。当該条文は，ボン補足協定第５４Ａ条と考
えられる。

　　もっとも，現在，水質汚染が完全に除去されたかどうか，地元市民団体は懐疑的な目
を向けている。ニジマスの検査はするものの，法令基準値を満たすか否かの検査までは
行われておらず，正確な水質評価を把握できていないという認識であった。

⑷　騒音の問題
ア　シュヴァルツ教授によると，戦闘機の飛行はドイツの航空交通法で規制される。飛

行の定義と飛行可能な時間帯が同法で定められており，低空飛行（地上１５００フィ
ート以下で飛行するもの）は，１０００フィート以上の高度を保つ限り，午前７時か
ら午後５時まで行うことができる。原則としてドイツ全土で飛行可能であるが，例外
的に，人口１０万人以上の都市，飛行場管制区域，原発，特定の産業設備の上空で
は，２０００フィート以上でないと飛行できない。
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　　アンスバッハ基地にはヘリコプター部隊が駐留しており，ヘリコプターの飛行に対
する規制は戦闘機より緩い。ヘリコプターの最低飛行高度は１０フィート，居住地域
では５０フィートと低い。

　　飛行高度だけでなく，飛行速度にも別に規制がある。超音速飛行（時速約１２００
ｋｍ以上の飛行）は，有事等の例外的場合にのみ許容される。また，試験飛行や訓練
飛行であれば，一定の時間帯に，一定程度の高度を保てば許容される。

　　マイヤーフーバ弁護士によると，ドイツにおける低空飛行は１９６１年に制度が設
けられ，国土の３分の２の地域で飛行が許容された。指定された７つのゾーンでは，
地上７５ｍの高度での飛行も許可された。当時は，ドイツ軍だけで年間７万５０００
時間，ＮＡＴＯ軍が４万５０００時間もの低空飛行が行われていた。しかしその後改
善され，現在はドイツ軍とＮＡＴＯ軍合計で年間８００～１２００時間にとどまって
いる。

イ　アンスバッハ市においては，地元市民団体によると，ヘリコプターが１日中訓練の
ために周回しており，１日に２００回位にも及ぶ。問題は夜間の飛行だが，市から米
軍に対し，夏季の夜間訓練を減らすよう米軍に要請した結果，深夜２時以降の飛行は
止まることとなった。

　　しかし，５月・８月は，深夜１時３０分まで，６月・７月は深夜２時までで，週に
３日飛行しており，深夜帯の飛行があることは変わらない。

　　また，飛行回数自体は減っておらず，深夜以外の時間帯に飛行している。ヘリコプ
ターの飛行は飛行時間にカウントされていないので，問題は残る。

２　基地と周辺自治体との関係
⑴　アンスバッハ市の概要
　　アンスバッハ市は，人口４～５万人規模の都市である。社会的・経済的なつながりを

持った周辺地域（都市圏）の中心地として，２２万人をカバーしている。
　　産業誘致により多くの中小企業が集まり，法人税収入がある。BOSCH（自動車部品

メーカー）の支工場もある。
　　観光地としても知られており，素晴らしい庭園のある豪華絢爛なアンスバッハ宮殿が

ある。
⑵　市の基地に対する要求
　　アンスバッハ市長によると，飛行ルート近くに居住し，騒音の負担を受ける者は約５

０００人である。市民の負担を減らすため，夏季の深夜飛行の制限や，移転要請を行っ
ている。市長は，米軍責任者・司令官とミーティングするなど，常に接触するようにし
ている。
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アンスバッハ宮殿前で
マイヤーフーバ弁護士とともに

アンスバッハの街。このような街の近くにヘリコプター
基地があり，かつて低空飛行訓練をしていた

３　自治体とドイツ政府との関係
　　市議会議員の意見によると，市の意見を，州や政府に伝える行政手段が存在しない。
　　９年前，住宅街上空の飛行と夜間の飛行の禁止を求める市議会決議をあげたが，何も対

応されていない。

４　米軍基地への立入りについて
　　ドイツの利益を保護するために必要である，という正当な理由がある場合，アンスバッ

ハ市は，米軍基地に立ち入ることができ，これまでも立入りを実施した。近年では，土壌
汚染について，米軍側と協力して調査を実施した。

５　騒音低減委員会
　　市長，市長代理，行政担当者が参加している。
　　地元市民団体によると，米軍は全て自己に都合のよいように，ポジティブな説明をする

だけであり，市長も米軍の説明を聞くだけなので，騒音低減の効果はない。
　　近時，アンスバッハ基地に配備されるヘリコプターの機数が１３６機に倍増したが，騒

音低減委員会ではこの問題は取り上げられなかった。無力感にとらわれる。

６　アンスバッハ基地調査についての小括
　　アンスバッハ基地は，ヘリコプターの基地だが，ドイツにおいてヘリコプターの最低飛

行高度は低く，しかも，改善されたといっても人家のあるところで午前２時という深夜ま
で飛行訓練が行われているという騒音問題は，深刻なのではないかと思われる。
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　　また，ヘリコプターの配備の増大は，ラムシュタイン基地近くの訓練所からの移転によ
るものであるが，騒音の「たらい回し」という性格があろう。

　　環境汚染と騒音は，米軍基地を抱える自治体の共通問題である。日本にはない基地への
立入権や騒音低減委員会などを通じて，市としては可能な努力をしてきたのだと思われる
が，市による説明と，市民団体による説明に隔たりがあったことに，米軍との円滑な関係
性と積極的な市民負担軽減をアピールする市と，日常における被害実態を感じ取る市民の
認識との落差を感じた。

７　法的救済について　―マイヤーフーバ弁護士及びシュヴァルツ教授講演
①　「ドイツの裁判所における低空飛行訴訟（法制史的考察）」
　　―マイヤーフーバ弁護士講演

⑴　８０年代，９０年代の低空飛行に対する訴訟（補足協定改定前の訴訟）について述べ
る。

　　１９６１年にドイツで米軍の低空飛行訓練が導入され，国土の3分の2で飛行が許容さ
れた（当時の西ドイツ内）。7つのゾーンが指定され，高度７５ｍでの飛行が許可され
た。

　　当時はドイツ軍だけでも，低空飛行の合計時間が年7万５０００時間，ＮＡＴＯ軍は4
万５０００時間あった。騒音被害が大きく，空戦訓練もあった。さらに，山の上での訓
練で墜落事故も起こった。

　　市民は法的救済を求めた。戦場では大砲の音で兵員が精神的に異常を来すことがあ
り，それと同じ症状が子どもたちに発生し始めたことがきっかけである。救済を試みる
際に肝要なことは，誰にどのような請求をするかである。その訴訟では，被告を，ＮＡ
ＴＯの共同パートナーとしてのドイツ連邦共和国に設定した。民事訴訟における請求は
慰謝料や被害の確認，行政訴訟では差止請求である。

　　最初の訴訟は慰謝料請求であった。5歳の男の子が，自宅上空の７５ｍ以下での飛行
で自転車から転落して負傷した事案である。その訴訟は，最初の試みだったこともあっ
て和解により終結した。

　　その後の訴訟では，例えばある判決では，激しい騒音により戦時中と同様に身体の震
戦（ふるえ）が生じたことが裁判所により認定された。他に，民事訴訟で後遺症の損害
賠償について確認を求めたところ，アンスバッハ地裁では却下されたがニュルンベルク
高裁では認容された。確認の意義は，訴訟終結後の後遺症の悪化についても責任を明ら
かにすることができる点にある。

　　行政訴訟では，北ドイツのオルデンブルク行政裁判所で，原告の土地の上空の飛行を
禁止することを認容し，また，政府がＮＡＴＯとの間で低空飛行の低減について交渉す
る義務を認めた。オルデンブルクでは，郡と市も原告となって提訴したのだが，一審で
は原告適格を認めた上で請求を認容した。しかし，二審連邦行政裁判所では，連邦防衛
省が再武装を認めた以上，裁判所がそれを再審査することは難しいとの判断を示し，全
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ての訴えが退けられた。同判決では，低空飛行は連邦共和国の防衛手段の一つで国家の
任務で公権力行使であり，その必要性を裁判所が審査する範囲は非常に限定されるとし
た。これにより行政訴訟での対抗は困難になった。

⑵　質疑応答
Ｑ　高度や時間による飛行の制限は遵守されているのか。
Ａ　実態として高度違反や時間違反はあるが，立証が困難である。
　　また，ヘリコプターについては高度３ｍまで飛行可能なので，低空飛行の禁止を求

めても，勝訴の見込みがない。

マイヤーフーバ弁護士による講演

②　「ＮＡＴＯ地位協定及びドイツ法における低空飛行に対する法的保護」
　　―シュヴァルツ教授講演

⑴　低空飛行に対する国内法的取組み
ア　低空飛行に対する法的規制
　　国内法では航空交通法３０条において，例外的許容は国家的任務に不可欠のものに

限られている。国家の公権の行使，必要性という二つの要件である。一つめについ
て，軍事訓練はドイツ軍の任務であると簡単に答えられる。二つめについて，連邦行
政裁判所の審査において，必要性は限定的に審理される。ドイツ基本法（ドイツにお
ける憲法）８７条ａで，ドイツ連邦が軍を配置することが規定されており，同規定か
ら，軍事的任務を憲法は認めているとしている。判例は，国の防衛の任務遂行のため
に何が必要であるかについては，ドイツ軍や政府がその政治的責任において判断する
ことが求められるとした。必要性の判断はドイツ連邦軍の裁量が認められているとい
うことで，裁判所の審査は非常に限定されるという判断である。

イ　騒音被害救済
　　その反面，ドイツ基本法では法的救済が保障されており，公権力の行使による被害

については救済が必要である。個人の法的権利の救済という面から，軍等は，決定を
下す際にはその判断の根拠を明確にしなければならず，必要性と市民の騒音被害との
利益衡量をすることとなる。



― 29 ―

第１部　ドイツにおける調査

ウ　裁判所の審査
　　結論的には，裁判所の審査が限定されているということである。もっとも，低空飛

行の違法性について判断される途が閉ざされているというわけではなく，恣意的な決
定については争える。

　　例えば，ある判例では，ドイツ軍やＮＡＴＯ軍が国内の１か所だけの基地で爆弾投
下の演習をすることが妥当かどうかの判断が求められた。裁判所の判断では，現地市
民にとって一方的な負担であり，他の地域住民は負担から解放されることになるとい
うことになるとして，これを違法と判断した。

⑵　ボン補足協定
ア　ボン補足協定への着眼点
　　ボン補足協定は，ＮＡＴＯ軍による低空飛行の規制となっている。今日，ＮＡＴＯ

軍による低空飛行はほとんど問題になっておらず，仏軍は低空飛行を実施していな
い。問題となっている低空飛行は，英軍と米軍による低空飛行である。

　　ＮＡＴＯ軍地位協定については，二つの観点が問題となる。一つめは，他国に対す
る公権力の行使の可否。二つめは，駐留軍にドイツ法と米国法いずれが適用されるの
かという点である。

　　国際法上は，他国の主権の行使についてドイツがその責任を問うことはできない。
例えば，米軍関係者の行為に対する刑事裁判の管轄権は，アメリカにある。環境汚染
についても，ドイツの環境保護法が適用されるのか派遣国法が適用されるのかが問題
となる。一つの問題として，国際法上は，ドイツが他国軍を受け入れることにより主
権の一部を放棄することとなる。他方で，ＮＡＴＯ軍地位協定2条は，派遣国は受入
国の法令を尊重しなければならないとしている。

イ　「尊重する」という規定の意味
　　ＮＡＴＯ軍地位協定２条の「尊重する」という規定の意味は，ドイツ法とアメリカ

法双方で犯罪となる行為についてはアメリカ法で訴追されるが，ドイツ法では犯罪に
なるがアメリカ法では犯罪にならない行為の場合，受入国（ドイツ）が派遣国（アメ
リカ）に対して訴追を求めることを行うことができる，ということである。

　　受入国の法令を尊重するということは，派遣国の軍隊が受入国内の不動産を使用す
る際は，そのことをドイツの官庁である連邦防衛省に届けなければならないこととな
る。ドイツは，届出後４５日以内に異議を述べることができるとされている。例えば
米軍の基地司令官に特権が与えられていても，完全な独断で判断してよいのではな
く，連邦防衛省と合意をした上でなすことが求められている。

　　飛行機の編成の変更等についても，届出が必要である。例えば，ヘリコプターを１
機，２機増やすというのならともかく，倍増させるというのは届出が必要と考える。
無届の場合には，飛行の差止訴訟や防衛省が不許可にすることも考えられる。しか
し，上述のドイツ連邦軍に裁量を認めた連邦行政裁判所の判例があるので，司法的救
済は難しいと考えられる。
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　　判例上は，飛行時間が低減された低空飛行訓練については，もはや健康被害とは認
定されず，迷惑レベルだとある裁判所は判断している。

ウ　低空飛行に対する救済手続
　　一般的に，ドイツでは行政手続法が重要であり，様々な段階で自治体の関与が認め

られている。大きな飛行場で飛行ルートを設定するときに市民の関与が認められる。
しかし，他方で軍用飛行場での低空飛行についても同様の手続を求められるかという
とそうではなく，政府側は，これは行政内部での手続だとする。ゆえに，低空飛行の
設定に自治体が関与する手続は認められないと判断された。

　　個人の権利の救済のためには，行政裁判所に差止請求するしかないところ，健康被
害や所有権の侵害等を立証する必要がある。ただ，不動産の価値低下が所有権の侵害
と認めてもらえるかが問題である。当事者である自治体にとってみると，低空飛行に
対する提訴可能性は，自治体に行政手続の聴聞によって意見を反映させる形式的権利
があるか，またその権利侵害があったと言えるかという要件の問題となる。

　　これに対して判例では，自治体に形式的なヒアリングによって関与する権利はない
と判断された。その根拠は，軍事飛行場建設の計画は容易には変更できないが，低空
飛行訓練ルートは行政の決定によって簡単に変更できるのであるから，後者に関与す
る必要性はないということであった。

　　反面，自治体は，低空飛行空域により地方自治権が侵害されるというときには救
済，差止の方法はあり得る。例えば，自治体には主体的に地域計画をする権利があ
り，低空飛行訓練によりそれが侵害された場合，軍がそれを考慮しなかった場合に裁
判所に対して救済を求め得る。

　　ある自治体が風力発電施設を計画した場合に，同計画で低空飛行空域に対抗できな
いかという質問に対しては，それは一つの材料となるが，風力発電施設が別の場所に
建築可能か，訓練空域を別に設定できるかなどの要素を考慮すべきこととなる。隣接
する州の裁判所では，１００ｍまでは低空飛行が優先されるというのが裁判所の判断
である。また，軍事訓練を阻止するための建設は許容されない。

⑶　環境保護団体による訴訟
　　最後に，希望の持てる情報をお知らせしたい。連邦行政裁判所の判例で，環境保護団

体が軍事利用に反対する訴訟を提起することが認められた。ドイツでは，環境団体は行
政決定が環境保護に違反する場合に訴権が認められる。

　　最近の判例では，ドイツ連邦軍もＮＡＴＯ軍もまったく自由にできるのではなく，法
的拘束はある。軍とてフリーハンドではなく，「公的安全と秩序」に拘束される。よっ
て，軍もドイツ環境保護法に拘束される。条件がそろっていればそれなりに訴訟は可能
である。

⑷　質疑応答
Ｑ　日本では，米軍の低空飛行訓練について国内法の適用が除外されている。
　　ドイツにおいて，①行政裁判所に低空飛行許可を出さないように求める訴訟が提訴
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されたのか。②また，他国軍に対して差止を求めることができるのか。③そうでない
ときにどうして米国の飛行を止めることができるのか。

Ａ　①提訴は可能だが，許可の有無が不透明な状況なので，何に対して許可不許可を求
めることができるのかは難しいため，一般的な差止を求めることとなる。なので，当
該訴訟の存在は知らない。

　　②地位協定によって直接差し止める権利はないが，軍事的必要性が明白に認められ
ない場合には提訴が可能である。

Ｑ　どのような環境保護団体の提訴が可能か。
Ａ　一般的に認められている環境保護団体であって，環境利益を追求できる利益があれ

ば可能である。

シュヴァルツ教授による講演

③　講演　まとめ　
　　マイヤーフーバ弁護士及びシュヴァルツ教授の講演は，米軍に国内法が適用される結

果，米軍による権利侵害に対し法的救済の途が拓けることを述べるものであった。ドイツ
連邦政府が，低空飛行等米軍の行動に承認・許可を与え，米軍を統制する権限を有してい
ることから，連邦政府を相手に訴訟を提起することができる構造になっている。そのた
め，日本のように，「第三者行為論」により訴えを排斥されることはない。入口で却下さ
れることなく，本案の検討に入ることができる。米軍の行為に対し日本政府に対して差止
訴訟を起こしても，法的救済の途が閉ざされる日本とは大きく異なる。もっとも，ドイツ
連邦政府の公権力の行使としての低空飛行許可等に対して，行政裁判所の審査の範囲は，
大きく限定されているようではある。

　　ドイツ連邦政府は，米軍の訓練や演習についても，合意するかしないかの判断権を有
し，また，米軍機の飛行活動等にはドイツ法が適用される。当該基地所属のヘリコプター
を倍増させるにも届出・合意が必要だと理解される。このように，政府は米軍の活動につ
いて，国内法及び協定に基づいてコントロールすることができる。

　　日本において，近時米軍機の事故が頻発している。最近でも，２０１８年に沖縄県宜野
湾市内の保育園及び小学校に米軍機の部品が落下する事故が起こり，保護者らが飛行停止
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を求めても，日本政府はそれに応えられず，米軍も住民の声を無視して飛行を続けた。自
国内の米軍の行為を統制することができないことで市民の権利が危険に晒され続ける日米
地位協定の不条理さが，改めて浮き彫りになった。

フォイエルバッハアカデミーにて

Etz  langt’s ! から旗と資料の提供

【ドイツ調査まとめ】

１　ドイツにおいては，かつて，１９６０年代から７０年代にかけて，年間合計１０万時間
以上に及ぶ低空飛行訓練がなされていたとのことであり，そのような低空飛行訓練はドイ
ツの国土の３分の２にもわたる地域で可能とされていたという。その飛行の激しさは，尋
常ではない。ドイツは，ＮＡＴＯ軍基地が集中し，ＷＴＯ圏（ワルシャワ条約機構圏）と
隣接する前線地域であったことが背景にあろうが，冷戦が終結し，ボン補足協定が抜本的
に改訂され，また，訴訟の提起や自治体の努力を通して，大きな改善を進めてきたと理解
することができる。

　　その大きな手がかりとなったのが，ドイツ国内法のＮＡＴＯ軍への適用であり，ドイツ
側の基地立入権であり，また，基地ごとに設置され，地元自治体も構成メンバーとなる騒
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音低減委員会の存在であったといえよう。
２　ドイツでは，３つの自治体からヒアリングをしたところ，立入権行使や騒音低減委員会

への評価，米軍に対する自治体の関与の程度等については，自治体によって差異が見られ
た。

　　しかし，いずれの基地に関しても，自治体あるいは市民が原告となって，ドイツ政府を
相手に訴訟を提起するという手法が積極的にとられており，かつ，一定の成果を上げてい
ることは，驚きであった。

　　ドイツ国内の提供施設区域の使用及びドイツ国内における米軍の行動にドイツ法が適用
され，訓練等にドイツの承認が必要とされることにより，自治体や市民にとっては，米軍
によるドイツ法違反について，米軍に対してのみならず，ドイツ政府に対して責任を問い
得ることになる。

　　このことが，事後的な被害の救済に資するのみならず，被害の発生，拡大の防止という
予防効果も生じさせていると感じた。

　　このことからすれば，日本においても，米軍の活動について，日本国法令の適用を実現
することが，日米の対等性を確保し，米軍基地被害を解消するための，最も基本的な課題
だと考えられる。

３　基地の立地に関しては，今回の調査の限りでは，ラムシュタイン基地の滑走路延長線上
は広大な緑地の中にあり，民家・住宅街が基地に隣接している状況になく，周辺の市街地
も直接の騒音曝露地域を外れて所在しているように見受けられた。周りを市街地に取り囲
まれた普天間基地や厚木基地と対比したとき，あまりにも環境条件が異なる。

　　ただ，アンスバッハ基地は，アンスバッハ市街中心地から５ｋｍ程度しか離れておら
ず，周りにも民家が点在するように見受けられ，この基地を中心に夜中までヘリコプター
の飛行訓練が行われる場合は，周辺住民の生活に相当深刻な影響をもたらすのではないか
と思われ，基地の立地としてふさわしいとは思われなかった。

４　今回のドイツ調査で，ラムシュタイン基地についてもアンスバッハ基地についても，各
個別基地ごとの提供・使用協定について，自治体や市民団体がこれを知らないとのことで
あった。ボン補足協定４８条には，１９９３年改訂以前から，施設区域の提供に関して
は，軍隊側が一定期間ごとに計画書を作成して連邦当局に申告し，地区，使用目的，使用
予定期間等の細目を含めて，施設区域ごとの取極を結ぶこと等が規定されている。当連合
会の２０１４年２月２０日付け「日米地位協定に関する意見書」も，このボン補足協定を
参考に，日米は，一定期間ごとの提供協定を締結し，これを公表して，自治体その他の関
係者に基地提供条件を透明化し，意見が言えるようにすべきことを提言した。しかし，今
回の調査では，この点についての手がかりを得ることができなかった。今後の課題とした
い。
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ドイツ調査を終えて

　ラムシュタイン基地における実情を知りたいとドイツ調査を企画したものの，なんのつて
もなく，ドイツ語に堪能なメンバーもおらず，一時はどうなることかという状況でしたが，
ドイツ・ハンブルグで活躍する日本人の亘理興（わたり・こう）弁護士の御協力を得ること
ができて，調査を実施することができました。
　亘理弁護士は，事前調査や日程の作成の相談に乗ってくださり，関係者へのアプローチや
文献の翻訳，ドイツ滞在中の通訳まで，本調査全般にわたって，獅子奮迅の活躍をしてくだ
さいました。
　基地被害救済に大変熱心なマイヤーフーバ弁護士，市民団体ＰＩＥＥのみなさんと知り合
うことができたのも，亘理弁護士の熱心な調査と働きかけのおかげです。
　さらには，バス移動の道中は，亘理弁護士によるウクレレの伴奏で，みなで歌いました。
ドイツの田園風景を眺めながら歌うという，なんとも豊かな時間を過ごしました。
　マイヤーフーバ弁護士の事務所を辞去する際には，「Muss i denn」を合唱して披露し，
バス練習の成果としました。
　亘理弁護士に，この場を借りて，心からの御礼を申し上げます。

（佐々木　健次）　

　　

ラントシュトゥール市庁舎にて
（右から３人目が亘理弁護士）

フランクフルト駅にて
（前列右から２人目が亘理弁護士）
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アヴィアーノ基地　　Google map より　Ⓒ2018 Google

アヴィアーノ基地全容　　Google map より　Ⓒ2018 Google
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【調査の概要】

　イタリア調査の目的は，イタリアのＮＡＴＯ軍（米軍）基地の立地条件，環境の保全，基
地周辺住民・自治体への被害ないし影響，周辺住民・自治体の被害解消への取組等の実情の
把握と，そこでのＮＡＴＯ軍地位協定や関連取極め等の適用状況の把握である。そのため，
主としてアヴィアーノ市（フリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア州ポルデノーネ県にある人口
９０００人余りの基礎自治体＝コムーネ）にあるアメリカ空軍基地の実情について調査を行
うこととした。このコムーネは，観光都市ヴェネツィアの北北東約７０ｋｍに位置し，面積
は約１１３ｋ㎡，人口密度は８１．７人／ｋ㎡とされている。その北西約７ｋｍにはスキー
リゾート地として有名なドロミテ渓谷があり，日本人としては，のどかな，ひなびた村とい
う印象も持つ。アヴィアーノ市は第３次のイタリア独立戦争の結果（１８６６年），イタリ
ア王国に編入された地域であるが，１９１１年に飛行場が建設され，第二次世界大戦終了後
はアメリカ空軍が駐屯することとなり，ＮＡＴＯ軍の主力となる在欧アメリカ空軍基地の一
つとなった。現在，この基地には，同空軍のイタリア方面司令部が置かれており，在欧のア
メリカ空軍基地の主力をなしている。
　また，今回の調査ではさらに，アヴィアーノ市にてダニロ・シグノーレ副市長，チーロ・
カイヤトゥーロ交通警察・環境安全担当部長との面談を行ったほか，ローマにてランベル
ト・ディーニ元首相及びレオナルド・トリカリコ元イタリア空軍総司令官との面談を行っ
た。

【基地使用の実施手続に関するイタリア国防省と米国国防総省との間にお
けるモデル実務取極】

１　モデル実務取極締結の経緯（ＮＡＴＯとの地位協定→米伊の２国間協定→覚書→モ　デ
ル実務取極・細則）

　　１９４７年２月１０日，パリ条約締結によって，連合国によるイタリア占領統治は終了
し，イタリアは完全に主権を回復した。そして，１９４９年４月４日，ＮＡＴＯ条約，１
９５１年６月１６日に，ＮＡＴＯ軍地位協定が締結された（１９５３年８月発効）。

　　イタリアに駐留するＮＡＴＯ軍の中心は米軍であり，１９５４年に米伊の二国間基地施
設提供協定が締結されたが，冷戦終結後，１９９５年２月２日に「イタリア駐留米軍によ
る基地ないし基地施設の使用に関する米国とイタリア間の了解覚書」が締結され，その付
属文書として，「モデル実務取極」と「基地ないし基地施設の放棄のために遵守すべき手
続規則」が合意されている。現在の駐留米軍基地の提供，管理・運営に関する基本的内容
は，この「モデル実務取極」によって知ることができる（モデル実務取極に基づいて基地
ごとの取極がなされるようであるが，これは公表されていない。）。
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２　モデル実務取極の概要
　　イタリアにおいては，アメリカとの間の「モデル実務取極」の内容と運用が重要である

が，基地の管理や米軍の活動に関するイタリアの権限等について，例えば，次のようなこ
とが定められており，日本の米軍基地とは大きな違いがある。
・米軍基地はイタリアの管理下に置かれ，管理機能はイタリアの将校が行う。
・平時における米軍の訓練活動・作戦行動は，イタリアの軍事・非軍事事項に関する法規

に従わなければならない。
・米軍司令官は，イタリアの司令官に対し，米軍の行動の重要なもの全てについて事前に

通告し，米軍は，その行動に際して，イタリアの現行法を遵守しなければならない。
・イタリアの司令官は，米軍基地に，原則としていかなる制限も受けないで，基地内の全

ての区域に，自由に立ち入ることができ，米軍の行動によって生命又は公衆の健康が危
険にさらされることが明白な場合，その米軍の行動を直ちに中止させる。

・米軍司令官は，基地内の廃棄物処理に関し，イタリアの現行基準に合致することを確保
する責任を負う。

　　以下，モデル実務取極の主な条文を抜粋する。なお，日本語訳は，沖縄県による翻訳を
転載した。また，重要と思われる箇所に，転載者が下線を付した。

　　（http://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/kichitai/sofa/documents/italy02.pdf）

　第６条（司令部）

１　基地はイタリアの司令部の下に置かれる。左記司令部の機能は，イタリアの将校１名によって

行使される。…以下，省略

２　省略

３　米国司令官は，米軍の要員，装備及び活動に関して全面的な軍事的指揮権を有する。同司令官

は，米国の重要な行動のすべてについて，事前にイタリア司令部に対して通知する。特に，作業

行動，訓練行動，物資・武器及び軍事要員ないし非軍事要員の輸送，並びに万が一生ずるかもし

れない事件ないし事故のいかなるものについても通知する。…イタリアの司令官は，米国の活動

がイタリアの現行法を遵守していない，と判断するときは，米国司令官にその旨を忠告し，かつ，

直ちにイタリアの上層当局からの助言を求める。…以下，省略

４　省略

５　イタリアの司令官は，その責任に対応するために，基地の全ての区域に，いかなる制約を設け

ずに自由に立ち入る。ただし，後記の第１５条に定める場合は別とする。イタリアの司令官は，

明らかに健康または公衆の健康に危険を生ずる米国の行動を米国司令官が直ちに中断させるよう

に介入する。その危険について通知を受けた米国司令官は，即時に調査し，当該の状況に関して

イタリアの司令官と協議する。両司令官の間で意見の相違がある場合，または現地レベルでは解

決することができない場合には，当該問題の解決のためにそれをより上級の権威に付託する。

６　イタリアの司令官は，基地の公式代表であり，国の当局との連絡を担い，地域の当局および現

地の外部の軍隊ないし非軍事組織との接触を司る。米国司令官は，米国にのみかかわる利害問題
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に関して地域当局と接触することは阻まれない。イタリアの司令官は，合意のうえで，共通の利

害のあるあらゆる問題を調整する。その目的のために，イタリアの司令官は，本条第３項に定め

る米国の行動および方針のすべてに関して通報を受ける。イタリアと米国の両司令官は，対等な

立場でそれぞれの代表の役割を遂行する。

　第９条（基地用施設）

１　省略

２　基地を構成する構造物の運用および保守管理費用は，その所有権と使用に応じて米軍又はイタ

リア軍（陸軍参謀―海軍参謀―空軍参謀）に請求される。「共同使用」の場合，実際の使用に比例

して費用分担される。

３　イタリア軍は，「共同使用」の建物と施設の修理および保守に責任を有する。イタリアの司令官

は，米国の司令官と調整して，すべての共同使用の建物と施設の保守計画を立てるものとする。

使用国は，「専用使用」の建物と施設の修理および保守に責任を有する。ＮＡＴＯの施設について

は，現行のＮＡＴＯ指令が適用される。

４　省略

５　イタリアの司令官は，土地区画規制を考慮し，米国司令官から必要な情報を入手後，基本開発

複数年計画を作成するものとする。その計画は，イタリア当局の承認を受けなければならない。

必要な変更は，国当局の承認を得るために定期的に提出することができる。提出し承認された複

数年計画の写しは，米国司令官に提供される。

　第１０条（用益役務）

１　省略

２　イタリア国防省は，基地の外部周辺にすべての廃棄物の処分の備えをする。米国司令官は，米

国の処理工場内での処分は，廃棄物に関する適用可能なイタリア基準に合致して行われることを

確実にする責任がある。

３　米国司令部は，現行のイタリア基準および適用可能な国際協定に合致して，米軍により生じた

有毒／有害な廃棄物の処分に備える。

４　イタリアの司令官は，第６条第５項の規定に従って，廃棄物の処分に関する適用可能な基準に

対して違反と判断する事態を米国司令官に通知する権利を保有する。違反と判断された事態が通

知された場合，米国の司令官は速やかに調査を行い，状況を回復するために取った処置，または

取った処置の妥当性をイタリアの司令官に通知する。いずれの司令官も，解決のためにより高い

権限の当局に問題を委ねることができる。

　第１５条（安全と警察の責任）

１　イタリアの司令官は基地の保安に責任を負い，イタリアの軍事要員ないし非軍事要員に対する

軍事警察のイタリアの任務をイタリアの法律に基づいて果たす。自らの要員および装備の安全と

保安について独立の責任を担う米国司令官と協同して，イタリアの司令官は，基地全体の保安に
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関して適切な指令を発し，立入り手続きを確定し，さらに，当該の手続きを両司令官が適当と判

断する場合には基地立入り許可証を発給する。米国司令官は，その立入りの作業を米国の要員お

よび車両によって支援することを要請される。

２　イタリアの司令官は，その任務を遂行するために，かつ，イタリア国主権の擁護者として，基

地内のすべての区域及び施設に立ち入る。米国の機密区域として限定され，境界が明確化されて

いる区域に立ち入るための手続きは，両司令官による合意を経たうえで，付属書　　　に明記す

る。イタリアの司令官による授権を受けてイタリアの軍事要員が基地に立ち入って軍事警察の責

務を遂行する場合，イタリアの司令官と同じ権限が付与される。

３　基地の外における基地の保安についての責任は，もっぱらイタリア当局にある。上記の，基地

の外における保安は，公共の秩序と安全に責任を負う当局が，［米国の］所轄地域軍司令官および

イタリアの司令官と調整の上で確保する。

４　米国司令官は，ＮＡＴＯ軍地位協定第７条第１０項 a 及び b に基づいて，イタリア当局との合

意に従って米国軍隊が使用する基地区域及びその中の付帯施設においてその警察権を行使する。

米国司令官は，この任務を果たすために，上記の第１項に基づいて指令の発令に責任を有するイ

タリアの司令官との調整を経た上で，米国軍隊に，あるいは米国軍隊の間に割り当てられている

基地区域及び施設の中において秩序および安全を確保し，維持するために必要なあらゆる措置を，

イタリアの現行法に一致する限りで執ることができる。米国司令官に認容される警察権は，イタ

リアの主権を害することなく，イタリア領域における警察行動を統括する一般原則に従って行使

されることを確保するために，イタリアの司令官との調整を受けるものとする。

５　基地の外における米国軍隊の軍事警察行動は，イタリア当局との合意に服するものとし，その

行動が米国要員の間の秩序および規律を維持するのに必要な限りで，イタリア当局との連絡の下

に行われるものとする。

　第１７条（訓練・作業行動）

１　全ての訓練行動及び作業行動の計画作り及びその実施は，第５条に定める目標及び目的に従い，

かつ非軍事的事項及び軍事的事項に関するイタリアの法規であって特定分野について有効である

ものを遵守するものでなければならない。

２　イタリアの関係当局は，現行手続きに従って必要とされる調整及び承認のために，当該施設区

域に配属されている部隊の訓練行動及び作業行動について，事前にイタリアの司令官又はその代

理人を通じて通告を受けるものとする。それに加えて，米国司令官は，当該施設区域に配属され

ている部隊又は同施設区域において展開されている部隊が係る演習の年間計画を，イタリアの司

令官に報告しなければならない。上記の調整および承認についての詳細な手続きは，付属書　　

　に定めるものとする。

３　共同又は合同の訓練行動又は演習行動は，イタリアの責任ある軍当局との調整の後に行うこと

ができる。上記の行動を実施している間に技術的寄港地として空港，港湾又は施設区域を使用す

るには，事前に，現行手続きに従って調整が行わなければならない。

４　航空管制は，イタリアの直接的責任であって，適用可能な法規に準じて，かつこの分野につい
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ての相互協力を定める協定に従って行われる。

　第１９条（地域委員会）

　　イタリアの司令官と米国司令官は，本実務取極の実施についての地域的な側面を検討することを

任務とする合同委員会を設置することができる。同委員会は地域の当局から問題，異議申し立て，

または支援要請を受けていかなる問題をも地域レベルで解決するように協同して努力する。現地司

令官の権限を越える問題は，より上級の当局に付託される。
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【アヴィアーノ基地に関する調査】

〈日程〉
４月１１日（水）

１５時～１６時　
　　　アヴィアーノ基地周辺見学
　　　　 「ＪＡＣＴＯ　ＧＲＯＵＰ」コンダクター中島由利子氏のガイド，通訳のもと，

基地外周をバスで回り見学した。
４月１２日（木）

９時～１０時３０分　
　　　アヴィアーノ市ダニロ・シグノーレ副市長からの聞き取り
　　　チーロ・カイヤトゥーロ交通警察・環境安全担当部長同席
　　　　アヴィアーノ市庁舎にて

　　
　　

　

アヴィアーノ市内

　　
　　

アヴィアーノ市庁舎
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１　基地の概要及び周辺見学
　　ヴェネツィアの北北東約70ｋｍの位置にあるＮＡＴＯ空軍基地（米空軍が主力だが，イ

タリア空軍やその他のＮＡＴＯ軍が駐留することもある。）であり，在欧米空軍の司令部
がある。

　　その規模は，普天間基地に匹敵するものと思われるが，周辺に民家はなく，両基地の周
辺環境は，比較にならない程の違いがあった（ちなみに，上記のとおり，アヴィアーノ市
の人口密度は８１．７人／ｋ㎡（２０１１年１月現在）であるのに対し，普天間基地のあ
る宜野湾市の人口密度は４，８９２人／ｋ㎡であり（２０１８年５月推計），厚木基地の
ある神奈川県大和市は，８，６９９人／ｋ㎡である（２０１８年７月推計））。

　　しかし，警戒は厳重で，周辺道路上を，カメラを携えて歩行することは許されず，基地
入口前で降車し雑談しただけで，イタリア軍兵士が駆け付け，降車意図を確認される始末
で，すみやかに乗車・移動することを求められた。基地の第一次管理責任はイタリアが負
っていることから，挙動不審者はイタリア軍兵士が対応するとのことである。

２ 　アヴィアーノ市ダニロ・シグノーレ副市長，チーロ・カイヤトゥーロ交通警察・環境安
全担当部長との面談

⑴　騒音問題等（実務取極１５条，１７条関係）
①　飛行時間帯
　　基地にはアメリカ空軍が常駐しているが，軍関係者の人数は時期によって異なり，

平均すると３０００名ぐらいだと思うが，正確な数は把握していない。イタリア軍が
常駐しているかどうか，その部隊編成や数も軍関係者に聞かなければ分からない。他
のＮＡＴＯ軍についても同様である。

　　飛行時間帯については，まずは市が，住民に迷惑にならない時間帯をイタリア国政
府に提案し，それをイタリア国政府が米軍との協議により決定している。

　　原則的な飛行時間帯は午前１１時から午後１時までと午後４時から午後７時までで
あり，飛行時間の司令は，全てイタリアの司令官が出している。

　　例外的に，米軍が年間計画等で決まった時間以外に演習を行う旨の希望がある場合
や緊急時（戦争でＮＡＴＯ軍が出動するとき）には，米軍は，イタリアの司令官に報
告・連絡の上，事前に住民にその告知をして初めて例外的な飛行が許されているが，
その場合であっても米軍はイタリアの司令官の指揮に従う必要があるなど，独断で計
画を変更して訓練を行うことは許されていない。

　　なお，市から住民への連絡は，３６時間前に例外的な飛行がわかるのであれば事前
に新聞に掲載し，掲載が間に合わないときは翌日の新聞に掲載するという方法でなさ
れている。

　　１９９０年代のユーゴスラヴィア紛争のときには，例外的な飛行が行われたが，こ
の場合でも，イタリアの司令官から事前に市に連絡があり，市から住民に連絡するた
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め，住民は事前に飛行を予測することができる。
②　飛行コース
　　騒音などを考慮して，国とＮＡＴＯと共同で住民の邪魔にならないコースを研究し

設定しており，米軍も，決められた飛行コースを遵守しなければならない。また，イ
タリアにある基地はもともと，周辺にあまり住居がない場所を選んでいるため，住居
上空を飛行することはほとんどない。

　　約１０年前に飛行コースを変更しているが，この変更は，住民から市に要請があっ
たため，市がイタリアの司令官との協議の際に飛行コースの変更を申し出，実現され
たものである。イタリアの司令官を通じてイタリアの軍会議で検討され，その結論に
基づき，イタリアの司令官がＮＡＴＯ軍に指示を出し，従わせるという方法で解決さ
れた。

　　変更内容については，市は口頭で説明を受けているが，これを市民に知らせるとい
うことはしていない。住民は騒音がなくなればいいのであって，どこを飛ぶかについ
て関心は薄い。

③　騒音についての苦情及び訴訟
　　約１０年前に住民から苦情があったとき，飛行コースの変更や，飛行高度の上昇な

どの改善により，騒音問題は解決した。ＮＡＴＯ軍はイタリアの司令官に従うことと
なっているので話し合いで解決しており，訴訟は今まで一度も提起されていない。

④　飛行回数
　　ユーゴ紛争終結後，大幅に減少している。１日に何回も飛行するということはそん

なになく，飛行しない日も多い。
　　夜間飛行訓練は，アヴィアーノでは行わせないことになっている。イタリア国内で

も行われていない。
⑤　騒音公害対策法による飛行訓練の規制
　　イタリアでは騒音公害対策法で飛行訓練について独自に自治体が騒音規制をするこ

とができるが，法律の仕組みによるのでは時間がかかるため，実際にはイタリアの司
令官と市の協議で問題を解決している。定期的に協議を行うのではなく，問題が発生
したらその都度，電話や面談により協議している。

⑥　米軍人等と地域住民の生活との関係
　　市内に米軍人が生活していて自動車を運転しているということもあり，交通事故も

起きるが，このときに問題となるのは罰金を払わないで帰国してしまうという例であ
る。

　　住民から罰金を徴収しながら米軍人からは徴収しないということは不公平であり，
住民から不満も出るため，アヴィアーノ市では，個人に直接レターを出して徴収でき
なかった場合には，米軍に直接申し入れた上で協議し，米軍から個人に支払いを督促
させて，違反者には必ず罰金を支払わせるという仕組みを作った。

⑦　事故等
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　　これまで，米軍人が酔って公共物を壊した事件が発生したことはあるが，１９８０
年代以降，重大犯罪は発生していない。この理由として，アヴィアーノ基地に来てい
る軍人のほとんどは家族を帯同しており，単身者は少ないため，必然的に家族も含め
た平和的な交流がされていることが考えられる。

⑵　環境問題等（実務取極１０条関係）
①　土壌汚染，水質汚染の問題
　　環境問題としては，基地内に居住する米軍人・軍属のゴミの分別程度しか起きてい

ない。もっとも，ナポリでは，寄港した艦船の乗員が上陸したときに環境に関する問
題を起こしたことがある。

②　米軍機の事故
　　７～８年前に，給油タンクが落下したほか，ヘリコプターが川に墜落して乗員２人

が死亡した事故もあったが，住民に被害はなかった。ドロミテ渓谷のロープウェイ事
故（１９９８年２月３日に発生したアメリカ海兵隊航空機によるロープウェイケーブ
ルの切断，ゴンドラの乗客20名全員が死亡）についての所感は以下のとおり。
　　

ダニロ・シグノーレ副市長
　　ドロミテ渓谷の事故では，イタリア側は自国の裁判権を主張したが，政治的配

慮で，米国での裁判を認めたため，米軍は乗員を自国に連れ帰り，米国での軍法
会議で無罪となった。これに対してイタリアは対処を求め，その結果，低空飛行
の規制が変わった。ドロミテで事故を起こした米軍兵士については，過失による
事故だったから仕方がないと考えている。

　　
チーロ・カイヤトゥーロ交通警察・環境安全担当部長
　　外国で事件を起こしたとき，それに対する法のありようは各国で違う。窃盗罪

の罪で，腕を切るという国だってある。自国の裁判を受けたいという気持ちは当
然であり，統一的な国際法の整備が重要であると考える。

３　アヴィアーノ基地調査についての小括
　　日本の基地問題として取り上げられる事項を中心に質問したが，「イタリアはイタリア

の基地をアメリカに提供している。だから，基地の管理権はイタリアにある。問題が発生
すれば，正式な解決ルートに乗せる以前に，関係者の協議で解決するという信頼関係を形
成しており，格別，問題は発生していない」ということであった。ＮＡＴＯ軍地位協定の
相互防衛という位置付けからか，その発言からは，「対等の関係」という意識が強く窺わ
れ（例えば，米軍の訓練飛行はさせないという発言），ほぼ，モデル実務取極に沿った基
地運用がなされているように感じられた。１９９１年の旧ソビエト崩壊により，基地の存
在価値が低下していることもあってか，１９９０年代のユーゴ紛争（ユーゴスラヴィア内
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戦，ボスニア内戦，コソボ紛争）終結後は，緊急の離着陸等による騒音問題も発生してい
ないとのことであった。当日の面談は，シグノーレ副市長及びカイヤトゥーロ部長が調査
団員からのランダムな質問に答えるという形で進められたが，冒頭，シグノーレ副市長か
ら「沖縄と比較するとアヴィアーノ市はとても小さなところ（ピッコロ・コムーネ）です
ので，提供できる情報や力が足りるのか分かりません。歴史的にここは長い間アメリカ人
とイタリア人とが共存してきており，事故もありますが，その度に協議をして平和的に解
決をし，平穏無事に過ごしています」との発言があり，印象に残った。また，イタリアの
お国柄が感じられるフランクな質疑応答でもあった。

　　ただし，今回の調査では，アヴィアーノ住民との面談が実現しなかったため，住民の生
の声は聴けていない。

　　
　　
　　
　　

アヴィアーノ市庁舎内において
シグノーレ氏，カイヤトゥーロ氏を囲んで

　　
　　

面談を終えて，乾杯！
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基地の拡大強化からさらなる負担の呼び込みへ（岩国基地の現状）

　敗戦後の連合国軍（米軍）進駐，我が国の独立回復と引き換えの日米安全保障条約によ
り，日本の各地に米軍基地が展開しました。しかし，独立回復後の周辺住民の反発の強まり
に，その多くが，いまだ米軍占領下にあった沖縄に移転し，沖縄に米軍基地が偏在する基と
なりましたが，本土に残った米軍基地の一つが山口県の岩国基地です。
　岩国基地は，戦前，錦川河口の臨海部を日本海軍が接収し飛行場としていたのを，戦後，
連合国軍（米軍）がさらに接収し，現在は米海兵隊基地（自衛隊と共用）となっています。
西側と北側で市街地・工場群に隣接し，南側の着陸進入ルート下の市街地を含め，軍用機の
爆音，墜落とその恐怖，米兵らの犯罪等に悩まされてきました。
　そうした基地被害に苦しむ周辺住民に国が示した対策は，基地沖合の広大な藻場を埋め立
てて滑走路を沖合１ｋｍ先に移転することでした。
　日本政府が全額負担した総事業費２５６０億円（関連費用を含めると４０００億円超）の
沖合埋立と滑走路移転により，基地は１．４倍にも拡大しました。新滑走路は，２機同時に
並んで離陸できる幅に広がり，２本目の滑走路になり得る，着艦訓練用のアレスティング・
ギアも備えた誘導路が並行し，旧滑走路は大型ヘリポート群となりました。港湾施設も大型
艦船が着岸できる水深になり，早速，普天間基地に配備前のオスプレイを大型輸送船で搬
入・陸揚げして整備するのに「活用」されました。
　２０１０年５月の新滑走路の供用開始後も，軍用機は従来の格納庫からエンジンを吹かし
て移動す　るため格納庫近くの地域の爆音は軽減しません。北向きに離陸後の前方に工場の
煙突などが無く東の海側に右旋回する必要がなくなり飛行経路が多様化したため，北側の大
竹市や西側の市街地上空の飛行の目撃例も増えました。２機並行・同時離陸や複数機連続の
離陸も多く，滑走路の沖合移転による騒音の「距離減衰」の効果を打ち消すに十分です。国
は裁判で「沖合移設事業により騒音源を移転させ全く別の飛行場に生まれ変わる」と見得を
切りましたが，騒音は飛行機から出るのであり滑走路から出るのでないことを踏まえない，
机上の空論です。
　滑走路沖合移転は，爆音被害を軽減しない上に，極東最大級の最新鋭基地に拡大・強化さ
れたことで，普天間基地の空中給油機部隊の移駐，オスプレイの準本拠地化，横須賀基地を
母港とする空母艦載機の厚木基地からの移駐などの負担増を呼び込んでしまいました。
　２０１８年３月には厚木基地からの空母艦載機の移駐が完了し，主力機は従来の「ホーネ
ット」から高出力の「スーパーホーネット」になり，配属機数は倍増の１２０機規模となり
ました。飛行回数・頻度は倍増以上となっていることが確認され，滑走路上を低空で通過し
急上昇するローパス（ＬＰ）や滑走路に接地直後に再離陸するタッチ・アンド・ゴー（Ｔ
Ｇ）も増え，さらに，空母出航が近づくと洋上の空母への離着艦を繰り返す着艦資格取得訓
練（ＱＣ）から帰還の深夜の着陸など，爆音被害の悪化は市民の間で問題視され，岩国市に
寄せられる苦情も急増しています。
　この上，現在は厚木基地からも岩国基地からも遠くて使い勝手の悪い硫黄島で行われる陸
上空母離着艦訓練（ＦＣＬＰ）が岩国基地で行われる，さらなる負担増も懸念されていま
す。２０００年２月には硫黄島の悪天候による予備施設として岩国基地でＦＣＬＰが昼夜に
わたり強行され，あまりの煩さに特に受験生が悲鳴を上げたのは未だ記憶に新しいところで
す。

（田畑　元久）　
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【４月１２日　ランベルト・ディーニ元首相との面談】

〈日時場所〉
　４月１２日（木）　１８時３０分～１９時４５分
　　ローマ市内ディーニ元首相事務所にて
　　

〈ディーニ元首相の経歴等〉
１９３１年３月１日生／トスカーナ州フィレンツェ出身
フィレンツェ大学経済学部（学士），ミシガン大学大学院（修士）
１９５９年～　　　国際通貨基金（IMF）
１９７９年　　　　イタリア銀行副総裁，アジア開発銀行イタリア代表就任。
１９９４年５月　　国庫相就任
１９９５年１月～１９９６年３月
　　　　　　　　　第７５代首相に就任
１９９６年５月～　外務大臣
１９９８年　　　　 　イタリアのドロミテ渓谷で発生したロープウェイ切断事故の際に外

務大臣を務めていた。
　　
　　
　　
　　
ディーニ元首相

　日本の関係者との面談は，沖縄の方から始まって今回が３回目となります。まず
（私から）二つ質問があります。一つはアヴィアーノの印象，もう一つはみなさんの
最終目的を聞きたい。

佐々木部会長
　二つ目について，日米地位協定とイタリア・ＮＡＴＯ間地位協定，イタリア・アメ
リカ間地位協定との比較を調査し，最終的には日米地位協定の改定に役立てたい，国
民の平和に生きる権利，平穏な生活を保障したい，という目的で参りました。

ディーニ元首相
　みなさんには政府に基地問題を訴える権利ないし権限はあるのですか。

佐々木部会長
　権利や権限はありませんが，日本の弁護士法には弁護士は基本的人権の擁護と社会
正義の実現を使命とすると掲げられています。その使命に基づいて意見を述べるつも
りです。

ディーニ元首相
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　アヴィアーノに行ってみて，どのような印象を持たれましたか。
佐々木部会長

　日本と違い，イタリアでは，米軍は住民の意見をしっかりと酌んでいます。米軍の
訓練の時間，方法についても（同様です。）。日本との落差に驚いています。

ディーニ元首相
　２か月前に沖縄県の調査団の訪問を受けたので，沖縄の現状については承知してい
ます。
　アヴィアーノだけではなく，イタリアのＮＡＴＯ軍基地は全てイタリア人が司令官
です。

ディーニ元首相

Ｑ　日本とアメリカとの関係は，対等ではなく従属関係にあります。イタリアとアメリカと
の関係は，失礼ながら国家の力はアメリカが圧倒的なのに，何故，対等の関係になれたの
でしょうか。

Ａ　沖縄の米軍基地とイタリアのＮＡＴＯ軍基地では，その出発点が根本的に違います。
　　１９４５年に終戦，（イタリアではその後）１９５１年にＮＡＴＯ軍地位協定が成立

し，現在に至るまで継続しています。（一方の日本では，）１９４５年の終戦時にすぐに基
地の存在を政府が認めてしまっている。（このように）イタリアと（日本とでは）出発点
が違います。米軍は沖縄に基地を置いて日本の発言力がないようにしてしまっていて，そ
の状況が今でも継続しています。

　　ＮＡＴＯ軍は，米軍も含めてイタリア軍司令官のもとに行動するが，沖縄では日本の軍
司令官，責任者がいません。そして，国会や政府に，沖縄の知事の発言が通らない，ＮＡ
ＴＯ軍のように総責任者がいないから通らない。この問題は，すぐに解決することはでき
ないので，日本政府から事態が進展するように働きかけないといけない。しかし，時間が
かかるだろう。

　　私が（あなた方に）申し上げているのは，断定ではなく推定であり，私だったらそうす
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るという意見なのです。
　　まず，戦後７０年余経って，沖縄にあれだけの基地が，日本を守るために必要あるの

か。平和が続いているのであれば，日本国民は，沖縄の米軍基地があれほどなくても自分
たちで守れるという意見を出して，米軍基地を半減するとか縮小するという方向に持って
いくことが大事。それを政府に（伝えて）迫ることが大事です。

　　日本政府が，米軍基地が沖縄県民に対してその生命を危険にしているという状況を理解
しなければなりません。７０年の間にいろいろ事件があって，それが日常のことであるの
はおかしい。まず日本政府が，国民の生活が毎日脅かされている大変さを理解して，（こ
の状態を解消するために）すぐに行動に移さなければなりません。

　　沖縄の人口はどれだけですか。（１３６万人です。）
　　そうすると，沖縄には日本の人口の１％がいるということ（になりますね。）沖縄の人

たちがワシントンまで行って，（沖縄の基地の周辺には）人間の存在することを理解して
もらうようにしないと進展しません。沖縄，日本政府，アメリカ政府の和を強化していく
ことが必要です。

　　日本政府がまず基地の縮小を提案すべきですが，そのためには県民一人ひとりが立ち上
がって発言し，日本政府に圧力をかけていくこと，それが一番重要です。そうでなけれ
ば，日本政府は動かないでしょう。

　　今の日本政府は敗戦時と違って力がありますが，県民がプレッシャーをかけなければな
りません。国民の１％が苦しんでいることをアメリカに訴え，そして日本政府が（問題の
解決に）真剣に取り組むことが必要です。

　　アジアでは日本がアメリカと一番仲がいいという印象を与えています。もっとも，日本
政府が真剣に取り組まなければ（日本とアメリカの友好関係は）進みません。日本政府が

（アメリカに対して，自国民を守るために言うべきことを言う，ということを）成し遂げ
れば，更に（アジアの中での日本の）評価は上がるでしょう。

　　もし私が日本人だったら，（アメリカに対しては，）昔と違って日本には力があって，ア
メリカと友好関係にあることや，テクノロジーの面でも，日本がなければ世界は動かない
こと（を主張し），（アメリカとの）友好関係を利用して（日本政府が主張すべき）意見を
通します。沖縄にはそんな広い基地は必要ない。絶対縮小すべきです。日本国民には，そ
の発言権があります。

　　もっとも，ＮＡＴＯ軍地位協定のように日本の責任者が基地管理をすることはすぐにで
きないでしょうから，まず縮小から主張すべきです。沖縄県民だけではなく，日本国民全
体が立ち上がらなければいけません。

Q　イタリア軍司令官が基地の管理をするというのは，１９９５年の実務取極で決まったと
いうことでよろしいのでしょうか。

Ａ　１９９５年に飛行コースの取極をしたが，基地管理についての合意はそれ以前からのも
のです。
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　　トランプ政権のもとでシリア攻撃が行われています。イタリアの国会で米軍にイタリア
の基地を使用させるのか議論します。ＮＡＴＯ軍の基地は攻撃をするためのものではあり
ません。今日国会で議論されていることは，まさにそのことで，ＮＡＴＯ軍の基地は人間
の生命を「守る」ために使用するものであり，そうではない「攻撃」のためには使用させ
ないということです。

Ｑ　イタリアの主権のもとで（イタリアの基地管理権を維持しながら）米軍が（イタリア
の）基地を借りるという内容の条約が何故締結できたのでしょうか。

Ａ　米軍が戦争でイタリアに入ってき（て基地を作っ）たのではなく，もともとイタリアに
あった基地を戦争の後の条約で提供することになったからです。アメリカから提案があっ
たときに，イタリアでは損得を考えて（基地管理権をどうするか）答えましたが，日本は
言われた条件を丸呑みにした違いがあります。

　　日本は，イタリアのような（米軍の）基地使用方法があることを承知しておいてほしい
と思います。

Ｑ　ＮＡＴＯの中でも基地がイタリアとドイツとに偏在していますが，それを平等に負担し
ようという議論はないのでしょうか。

Ａ　ＮＡＴＯのありようも，外からみればおかしいようにみえるけれども，（そもそも）Ｎ
ＡＴＯができたのは人間の生命の確保という理由からなので，ＮＡＴＯの議論は沖縄には
全く当てはまりません。沖縄のような人口密集地域に（基地を）作るのではなく，広大な
土地のあるグアムにもっていけばよろしい。

　　ＮＡＴＯにはアメリカ人もイタリア人もいますが，沖縄の基地には米軍人しかいませ
ん。それはおかしいでしょう。米軍が日本の国民を守る（ために日本に駐留する）という
ものであるならば，何故基地に日本人（自衛隊）を入れないのか。

Ｑ　１９９８年２月のドロミテ渓谷でのロープウェイ切断事故のときには，外務大臣とし
て，解決のためどのような努力をされましたか。

Ａ　最初はすごい緊張感でした。しかし，米軍が操縦士のミスから事故になったことを認め
たので，円滑によい方向に進みました。

　　米軍は，軍人が事故を起こした場合，派遣先での裁判を絶対に受けさせず自国に連れ帰
って処理したがります。日本も同じでしょう。ドロミテ渓谷でのロープウェイ切断事故で
は，（事故を起こした米兵は，自国）アメリカで無罪になりました。

Ｑ　事故処理に対する国民の怒りや，当時の外務大臣であったあなたに対する期待などはど
うでしたか。

Ａ　もちろん事故直後は大騒ぎになりました。でも（故意によるものではなく）過ちだった
ということで，イタリア国民は納得しました。たしかに遺族の怒りはありましたが，事情
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を説明し，大変な状況にはなりませんでした。操縦士が遊んでいたというのではなく，操
縦のミスということで納得しました。

Ｑ　ドロミテ渓谷でのロープウェイ切断事故の被害賠償はどうなっていますか。
Ａ　（アメリカに）提示された額で遺族は受け容れました。あくまで事故だったということ

を国民も理解しています。

Ｑ　イタリア国内で負担を公平にという趣旨でＮＡＴＯ軍基地の移転が話題になったことは
ありますか。

A　ありません。
　　

〈ディーニ元首相との面談を終えて〉
　　冒頭，ディーニ氏から，「弁護士は何ができ，何をしようとしているか」を問い質され

た。業を煮やしたという感じのもとに，「基地提供の由来の違い（合意と占領）が，その
まま，今も，イタリアと日本の基地の現状の相違となってしまっているが，沖縄の基地は
過剰であり，これを改善するには，強い意志と努力が必要」であることを何度も，強烈に
繰り返された。日米安保条約の在り方を意識されての発言もあったが，日米地位協定改善
に向けてのエールと叱咤であろう。

　　なお，当日，シリア政府が反政府勢力に化学兵器を使用した疑いがあるとして，アメリ
カがシリア政府への制裁空爆の協力を NAT Ｏ加盟国に求めていたが，イタリア国会は，
否決し，拒否した。基地提供の目的と自国の利益を最優先に考えたということだった（な
お，ＮＡＴＯ加盟国では，ドイツも同様に拒否した。）。

　　

ディーニ元首相との面談
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【レオナルド・トリカリコ氏との面談】

〈日時場所〉
　４月１３日（金）　１４時３０分～１５時５０分
　ローマ市内トリカリコ氏事務所にて
　　

〈トリカリコ氏の経歴等〉
１９４２年９月９日生／トレント出身
空軍士官学校
１９９８年～　　駐留ＮＡＴＯ連合軍の第五戦術空軍の司令官
　　　　　　　　 イタリアのドロミテ渓谷で発生したロープウェイ切断事故後に設置され

た，ＮＡＴＯ米軍機飛行訓練に関するイタリア・アメリカ合同調査委員
会のイタリア側の代表を務めた。

１９９９年　　　閣僚理事会の軍事顧問
２００４年８月５日～２００６年９月１９日　空軍司令官
現在，ＩＣＳＡ（Intelligence Culture and Strategic Analysis）財団代表

（http://www.fondazioneicsa.info/）
　　
　　
　　
　　
　　
トリカリコ氏

　基地の問題については，基地の在り方をインターナショナルに研究していきたいと
考えています。法律，対応の在り方などイタリアだけでなく世界で調査して深め，基
地との関係での人権擁護の仕組み，生命の在り方を研究していきたい。
　今国会でシリア問題（シリア政府が反政府勢力に対し化学兵器を使用した疑いを巡
る問題）に対するイタリアの対応をどうするかという議論がなされています。昔の資
料を出してきて，協定についてどのように対応しなければいけないか，米軍にどのよ
うに対応しなければいけないかを，もう一度再検討しています。イタリアの基地は，
防衛のためのものであって，攻撃のための基地ではない。したがって，米軍にどのよ
うに利用されるのかも，慎重に検討しています。地中海沿岸のことも検討していま
す。
　２０１１年にリビアでテロ事件があり，このときはイタリアの基地を使用してイタ
リア軍が出動しました。
　２０１１年の３月３１日，ＮＡＴＯのもとでイタリアの基地を使用できるという内
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容の協定ができました。
　米軍の方から，テロリストの問題に関して基地の使用願いが提出されていますが，
イタリアでは，米軍が行動するときには，全て，イタリア軍司令官に行動計画案を提
出しなければならない仕組みなので，（現在のシリアの件についても，）米軍から使用
申請が提出されているのです。
　昨日，イタリアでは，米軍がシリアを攻撃するための基地の使用申請について，国
会で審議がなされ，使用不許可の決定がなされました。（一方）イタリア側の基地

（軍）は，現在，米軍の動きを静観している状態です。

トリカリコ氏

Ｑ　イタリアには大小５０のＮＡＴＯ軍基地があり，大きなものはアヴィアーノを含めて３
つということで間違いないでしょうか。

Ａ　イタリアには，米軍「だけ」が使用できる基地はありません。ＮＡＴＯ「だけ」が使用
できる基地もありません。イタリアは，その所有する基地を米軍に貸して使用させてあげ
ているのです。

　　ところが，米軍はそれがよく理解できておらず，何でも自分たちで（勝手に使用）でき
ると思っています。

　　アヴィアーノ基地についても，ＮＡＴＯ軍のために演習するのであれば許可できます
が，米軍だけの演習は許可していません。

　　アヴィアーノ，リボルノ等，大きな基地は５か所あり，制約は全て同じです。

Ｑ　日本の米軍基地の多さ，それに対する指揮監督権のなさを問題にしたいと思います。沖
縄にはアヴィアーノ規模の米軍基地が７つもあります。それをどう思われますか。

Ａ　今，イタリアには難民が多く入国していますが，これが許容量を超えたら大変なことに
なります。それを考えると，小さな島である沖縄に，沢山の基地がおしかけて住民を脅か
すということは大変なことだと思います。
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Ｑ　日本政府がアメリカに問題解決に向けた発言ができない原因はどこにあるとお考えでし
ょうか。

Ａ　アメリカとの関係を保つのは簡単なことではありません。イタリアでも，政府，軍が結
束して協定，規則を作りました。しかし，米軍は必ずしも従いません。それでもイタリア
とアメリカは対等な意見交換ができています。

　　アメリカは，対等ではなく，一方に弱みがあると（感じると）その弱みにつけこんで，
強気に出てくる国です。イタリアは，トランプ大統領との関係でもアメリカと対等の力関
係を保っており，国民を守ることができているのです。

Ｑ　他国攻撃のためのイタリア軍基地使用について規制する決まりはありますか。
Ａ　国会で決めて軍に命令します。イタリア政府が拒否すれば米軍は出動できません。イタ

リアの法律に規定があります。米軍はこれを守らないときがあります。
　　ＮＡＴＯ演習等のために米軍が飛行して墜落したら，（事故を起こした米兵は）自国に

帰って裁判を受けることができます。これに対して，ＮＡＴＯの演習等以外の目的のため
に米軍が事故を起こした場合は，イタリアの法律で裁かれます。

Ｑ　国会の承認の例外として，政府の判断だけで出動させることはできますか。
Ａ　できません。例外はありません。

Ｑ　国会の出した結論は，どのように米軍に伝達されるのでしょうか。
Ａ　外務省が在伊アメリカ大使館に伝えるようになっています。

Ｑ　アメリカの希望に反する決定をすることによって，後になってアメリカから不利益を受
けるという懸念はないのでしょうか。

Ａ　こちらが拒否しても後からの不利益や不安はありません。例えば，過去にこのような事
件が１例ありました。

　　１９８５年，シコネッラ基地でイタリア軍がテロリストを逮捕しました。（イタリアで
逮捕したのに，そのテロリストを）米軍が勝手にアメリカに連行しようとしていたのを，
イタリア軍が発見して，連行を阻止しました。そして，クラクシ首相がレーガン大統領に
対して，イタリア軍がイタリアで逮捕したテロリストだし，ここはＮＡＴＯの基地であり
イタリアの基地なのであるから，イタリアで裁くのが当然である，と交渉して，解決しま
した。

Ｑ　それは基地管理権の帰属と関係する問題なのでしょうか。
Ａ　協定により決まっています。
　　１９９５年のシェルアグリーメント（実務取極）は部分的な協定で，同年協定のことで

はありません。
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Ｑ　イタリア軍司令官が，（イタリアにあるＮＡＴＯ米軍基地使用部分の）管理権限を持つ
というのは，いつ頃からのことですか。

Ａ　ＮＡＴＯができた（一番最初の）ときからです。

Ｑ　イタリア国内法で，（米軍によるＮＡＴＯ軍イタリア）基地の使用の諾否を決める規定
を具体的に教えて下さい。

Ａ　国内法というより協定です。基地使用に関する協定です。

Ｑ　１９９８年２月のドロミテ渓谷でのロープウェイ切断事故では，米軍がイタリア軍に提
出した高度制限などの飛行計画を守っていなかったということですが，そのような提出内
容と違う行動・訓練はそれまでにもよくあったことなのですか。

Ａ　私が調査団に入ったので，本当のことを全部お話しします。
　　ドロミテ渓谷の事故では，６つの違反がありました（その一部を説明します。）。

・ＮＡＴＯ軍のための演習ではなかった。
・アメリカ海兵隊の航空機であって　ＮＡＴＯ軍の指定航空機ではなかった。
・ＮＡＴＯ軍の飛行訓練ではないにもかかわらず，偽ってＮＡＴＯ３１号演習のため

と申告した。
　　イタリアは，イタリアで事故を起こした米軍を裁くことができたけれども，しませんで

した。それで，事故を起こした米軍人は，米軍軍法会議で裁かれ，無罪と判断されました。
　　その後，調査団として調査して，（先ほど指摘した点など）米軍の誤りを指摘したとこ

ろ，米軍は新たに，低空飛行禁止を入れた条約（案を回答してきて，条約が）改正となり
ました。

Ｑ　その後は遵守されていますか。
Ａ　遵守されています。

Ｑ　１９９８年２月のドロミテ渓谷でのロープウェイ切断事故に関して，民事賠償について
はどのように取り組まれましたか。

Ａ　事故を起こした米軍人が無罪というのはおかしいので，地位協定について再検討をしま
した。そのとき，イタリアの首相がクリントン大統領と話しました。

〈トリカリコ氏との面談を終えて〉
　　面談途中で，トリカリコ氏に急用が入り，やや，時間不足の面談となった。
　　しかし，基地問題に関するアメリカとの対応方針に関する認識や説明は，政治家である

ディーニ氏との間に齟齬はなく，基地にまつわる様々な問題は，基地提供の目的にしたが
い，自国の利益を最優先し，平等の立場で，アメリカと毅然と協議，折衝していく，とい
うものであって，協議，折衝の状況も，日米地位協定における合同委員会の協議とはかな
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り異なるという印象を受けた。ここでも，日米地位協定の問題点，すなわち，日本の主権
行使が大きく制約され，規定自体も不平等で，その運用が種々の密約や，非公開の日米合
同委員会により決定されブラックボックスになっていることが浮き彫りとなった。

トリカリコ氏との面談

【イタリア調査まとめ】

　イタリア調査では，アヴィアーノ基地司令官らとの面談や，日程の都合から，基地騒音そ
の他の環境問題の当事者となる周辺住民，これに関わる弁護士，学者等からのヒアリング・
意見交換は果たせず，アヴィアーノ基地の外周を見学し，諸文献から得ていた情報をアヴィ
アーノ市副市長や交通警察・環境安全担当部長の発言で確認するという調査になった。た
だ，本文中にもあるとおり，ランベルト・ディーニ元首相・元外相及びレオナルド・トリカ
リコ元イタリア空軍司令官，元ＮＡＴＯ第５空軍司令官から，ＮＡＴＯ軍地位協定や同地位
協定を補う米伊間のモデル実務取極などにつき，イタリアの主権がきちんと貫かれているこ
となどの貴重な話を聞くことができた。
　イタリアは，ドイツ・日本とともに第二次世界大戦の敗戦国であり，ＮＡＴＯ諸国の中
で，ドイツに次いで，ＮＡＴＯ軍（その主体はアメリカ軍）に対し多数の基地施設を提供し
ている。しかし，基地施設の提供は，日米地位協定と本質的な違いがあること，すなわち，
基地施設の提供は，あくまでもイタリアの基地を米軍に共同使用させるという基本的立場で
なされていること，かつ，米軍による基地使用もイタリアの独立と国民の利益を守るための
ものであるという意識が根底にあることを痛感させられた（ただし，米軍には共同使用して
いるという理解がなく，何でも自由に使用できると思っているということだった。）。ヒアリ
ングさせていただいた４名の方は，現在の地位や立場は異なるものの，この意識を，さりげ
なく，あるいは力強く語っており，これまでとはやや異質なアメリカとなっているトランプ
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政権に対しても変わることはないようだ。
　冷戦終結後のドイツにおけるボン補足協定改定（１９９３年）と同様，イタリアでも，１
９９５年にはアメリカ駐留軍の基地施設使用に関する新たな了解覚書が締結され，さらに１
９９８年に発生した米軍機によるドロミテ渓谷ゴンドラロープ切断事故を契機として低空飛
行訓練の規制強化が実現，実行されているとのことである。時代の変化や問題が発生した都
度，基地施設の提供の在り方について，主権行使を控えるのではなく，対等な立場で協議が
行われるという当たり前のことが実行されてきている。他方，１９６０年に結ばれた日米地
位協定は，旧安保条約下で１９５２年締結された行政協定をそのまま引き継いだため，日本
の主権行使が著しく制約されたまま，しかも６０年近く何らの改正もなく現在に至ってい
る。その落差はディーニ氏から同情されるほどに大きく，この落差を沖縄に集中させている
政策責任は重い。イタリアがＮＡＴＯ軍（米軍）に提供している中で最大の基地とされるア
ヴィアーノ基地の周辺環境は , 普天間や嘉手納，そして厚木や横田の基地とは全く異なって
いる。
　上記のとおり，今回のイタリア調査では，基地施設の周辺住民等とのヒアリングや意見交
換ができず，現実の被害の発生や被害救済の実情まで踏み込むことはできなかった。また，
米軍の活動（演習等）に対し，イタリア国内法が具体的にどう適用されているか，どの程度
イタリアのコントロールが及んでいるか，基地に関連する情報がどの程度，一般に公開され
ているか，地域の行政と米軍との関係等については，手掛かりが十分得られなかった。イタ
リアにおいても，ＮＡＴＯ軍地位協定，１９５４年米伊間基地施設提供協定，上記了解覚書
には様々な問題点を孕んでいるものと思われるので，今後も引き続き調査を重ね，日米地位
協定の改定に向けての参考にしたい。
　　

ディーニ元首相を囲んで
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イタリア調査を終えて

　イタリア調査は，法曹関係者のパイプがなく，基地司令官などからの事情聴取も不可とさ
れたことから，どのような調査にするか思案に暮れましたが，幸いにして，公共問題の番組
制作に携わる中島由利子さんの伝手を得て，イタリアの元首相，外務大臣を務めたディーニ
氏や元イタリア空軍司令官で元ＮＡＴＯ軍第５空軍司令官も務めたトリカリコ氏，そしてア
ヴィアーノ市副市長らとの面談が実現しました。中島さんは，約４０年前に１９歳でイタリ
アに留学し，今も，イタリアで活躍される方で，イタリアへの愛と多様な知識でコーディネ
ートと通訳をしていただき，中島さんのコネでディーニ氏，トリカリコ氏との貴重な面談も
実現できました。
　そんなこともあり，各面談はとてもフランクに進行し，参加者もかなり思い切った質問を
することができ，誠実なお答えを頂くことができました。ディーニ氏やトリカリコ氏との面
談は，ローマの歴史を思わせる旧館の一室で行われ，アヴィアーノ市副市長との面談では，
当日が同市のお祭り日ということで，最後に副市長が用意されたシャンペンでの乾杯となり
思い出深いものとなりました。この場を借りて，全ての方に心から御礼申し上げます。

（佐々木　健次）　
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沖縄の現状　～高江・辺野古～

　日本で基地反対住民の意思が圧殺されることを示す例が，高江ヘリパッド建設と辺野古新
基地建設です。
　１９９６年の日米特別行動委員会（ＳＡＣＯ）最終報告において，北部訓練場の一部返還
が合意されました。しかしその内容は，２２か所のヘリコプター着陸帯（ヘリパッド）のう
ち７か所を返還し，東村高江集落の周辺に６か所を新設する，実質的に基地機能強化を図る
ものでした。高江のヘリパッドは，著しい騒音に加え墜落の危険や環境への悪影響が懸念さ
れるオスプレイの訓練に利用されます。２００７年から始まった工事に対して，周辺住民は
反対運動をもって対抗しました。反対運動と機動隊による抑圧のさなかでヘリパッドは完成
し，運用が始まりました。オスプレイやヘリコプターが超低空飛行訓練を行うなか，住民た
ちは今も，北部訓練場の撤去を求め座り込み運動を続けています。
　辺野古新基地建設に対して，沖縄県民は一貫して反対の声を上げ続けています。沖縄県民
に過重な基地負担の継続を強いるものであるとともに，辺野古・大浦湾の豊かな自然環境を
不可逆的に破壊するものだからです。沖縄県内の世論調査では新基地建設反対が多数を占
め，県と地元市の首長が反対の意思表示をしていました。しかし２０１７年４月には護岸工
事が開始され，２０１８年８月には土砂投入が始まる予定です。
　世論を無視した工事強行は，県民に諦念と慣れをもたらす作用もあります。この状態が異
常であると感知する感受性を鈍らせます。ドイツ及びイタリアで，沖縄出身の筆者は目が覚
める思いでした。民意を拾い上げた上で自治体が意思決定を行い，その結果を米軍にも適用
するよう求め，これを尊重させることが当然とされていたからです。調査中にお会いした
方々に，沖縄県と名護市が作成した米軍基地に関するパンフレットを渡しました。
彼らの目に，日本はどう映るのでしょうか。

（下地　聡子）　

　　

新基地建設区域にほど近い辺野古ビーチから
太平洋を望む
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資　料　解　説

　　
１　ラムシュタイン基地飛行場騒音防止区域図
　　「ラムシュタイン軍事飛行場のための騒音防止区域設定に関する２０１６年７月２７

日州法令」（２０１６年８月６日付けラインラント・プファルツ州官報１３号４２１ペ
ージ以下）

　　ラムシュタイン基地における，昼間及び夜間それぞれについて，騒音の基準を示した
もの

　　我が国で用いられる，いわゆる「騒音コンター図」のようなものと思われる。
　　
　　
２　ドイツ連邦防衛省政務次官　書簡
　　当調査団の訪問に先立ち，ラントシュトール市及びカイザースラウテルン郡に対し，

ボン補足協定の運用の実情を知りたい旨訪問の趣旨を伝え，質問状を送付したところ，
カイザースラウテルン郡から選出されたシェーファー連邦議会議員が，同質問状を連邦
防衛相に対して転送し，それに対して，連邦防衛省政務次官が回答を寄せてくれたもの
である。

　　
　　
３　マイヤーフーバ弁護士講演レジュメ「ドイツの裁判所における低空飛行訴訟（法制史

的考察）」
　　４月１０日，アンスバッハ市において実施されたマイヤーフーバ弁護士による講演の

レジュメである。
　　
　　
４　キュリル・シュヴァルツ教授講演レジュメ「ＮＡＴＯ地位協定及びドイツ法における

低空飛行に対する法的保護」
　　４月１０日，アンスバッハ市において実施されたキュリル・シュヴァルツ教授による

講演のレジュメである。
　　
　　
５　ドイツ「フランケン地方新聞」に掲載された，本調査の記事



― 61 ―

資料１



― 62 ―



― 63 ―

資料２



― 64 ―



― 65 ―



― 66 ―



― 67 ―



― 68 ―

資料３



― 69 ―



― 70 ―



― 71 ―



― 72 ―



― 73 ―



― 74 ―



― 75 ―



― 76 ―



― 77 ―

資料４



― 78 ―



― 79 ―



― 80 ―



― 81 ―



― 82 ―



― 83 ―



― 84 ―



― 85 ―



― 86 ―



― 87 ―



― 88 ―



― 89 ―



― 90 ―



― 91 ―



― 92 ―

資料５



ドイツ・イタリア調査団名簿
　　
日本弁護士連合会人権擁護委員会基地問題に関する調査研究特別部会

部 会 長　佐々木健次（仙台弁護士会）
副部会長　福田　　護（神奈川県弁護士会）
部 会 員　光前　幸一（東京弁護士会）
同　　　　三宅　千晶（第二東京弁護士会）
同　　　　彦坂　敏之（神奈川県弁護士会）
同　　　　関守麻紀子（同）
同　　　　新垣　　勉（沖縄弁護士会）
同　　　　加藤　　裕（同）
同　　　　高木　吉朗（同）
同　　　　下地　聡子（同）

ドイツ・イタリアのＮＡＴＯ軍（米軍）基地調査報告書
　　
２０１８年１０月５日　発行
　　
発行者　日本弁護士連合会人権擁護委員会
住　所　〒100-0013　東京都千代田区霞が関１－１－３
　　
編　集　日本弁護士連合会人権擁護委員会
　　　　基地問題に関する調査研究特別部会
　　
印　刷　星野精版印刷株式会社



　

航空ショー墜落事故犠牲者追悼碑

表紙写真：
ドイツ・ラムシュタイン基地付近にて



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /@JustEditMark
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdobeArabic-Bold
    /AdobeArabic-BoldItalic
    /AdobeArabic-Italic
    /AdobeArabic-Regular
    /AdobeDevanagari-Bold
    /AdobeDevanagari-BoldItalic
    /AdobeDevanagari-Italic
    /AdobeDevanagari-Regular
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeFanHeitiStd-Bold
    /AdobeGothicStd-Bold
    /AdobeHebrew-Bold
    /AdobeHebrew-BoldItalic
    /AdobeHebrew-Italic
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobeNaskh-Medium
    /AdobePiStd
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AdobeSongStd-Light
    /AdobeThai-Bold
    /AdobeThai-BoldItalic
    /AdobeThai-Italic
    /AdobeThai-Regular
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /Aharoni-Bold
    /AJensonPro-Bold
    /AJensonPro-BoldIt
    /AJensonPro-It
    /AJensonPro-Lt
    /AJensonPro-LtIt
    /AJensonPro-Regular
    /AJensonPro-Semibold
    /AJensonPro-SemiboldIt
    /AkashiStd-Light
    /Aldhabi
    /Andalus
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Aparajita
    /Aparajita-Bold
    /Aparajita-BoldItalic
    /Aparajita-Italic
    /ArabicTypesetting
    /ARBERKLEY
    /ARBLANCA
    /ARBONNIE
    /ARCARTER
    /ARCENA
    /ARCHRISTY
    /ARDARLING
    /ARDECODE
    /ARDELANEY
    /ARDESTINE
    /ARESSENCE
    /ARHERMANN
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /ARJULIAN
    /Batang
    /BatangChe
    /BirchStd
    /BlackoakStd
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptStd
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Calibri-Light
    /Calibri-LightItalic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyOldStyleStd-Bold
    /CenturyOldStyleStd-Italic
    /CenturyOldStyleStd-Regular
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-LightIt
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /ComicSansMS-BoldItalic
    /ComicSansMS-Italic
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /DaunPenh
    /David
    /David-Bold
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DokChampa
    /Dotum
    /DotumChe
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuphemiaCAS
    /FangSong
    /FolkPro-Bold
    /FolkPro-Heavy
    /FolkPro-Medium
    /FolkPro-Regular
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /FutoGoB101Pr5-Bold
    /FutoGoB101Pr6-Bold
    /FutoGoB101Pr6N-Bold
    /FutoGoB101Pro-Bold
    /FutoMinA101Pr5-Bold
    /FutoMinA101Pr6-Bold
    /FutoMinA101Pr6N-Bold
    /FutoMinA101Pro-Bold
    /FutoMinA101Upr-Bold
    /Futura-Light
    /Gabriola
    /Gadugi
    /Gadugi-Bold
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gisha
    /Gisha-Bold
    /GothicBBBPr5-Medium
    /GothicBBBPr6-Medium
    /GothicBBBPr6N-Medium
    /GothicBBBPro-Medium
    /GothicMB101Pr5-Bold
    /GothicMB101Pr5-DeBold
    /GothicMB101Pr5-Heavy
    /GothicMB101Pr5-Light
    /GothicMB101Pr5-Medium
    /GothicMB101Pr5-Regular
    /GothicMB101Pr5-Ultra
    /GothicMB101Pr6-Bold
    /GothicMB101Pr6-DeBold
    /GothicMB101Pr6-Heavy
    /GothicMB101Pr6-Light
    /GothicMB101Pr6-Medium
    /GothicMB101Pr6N-Bold
    /GothicMB101Pr6N-DeBold
    /GothicMB101Pr6N-Heavy
    /GothicMB101Pr6N-Light
    /GothicMB101Pr6N-Medium
    /GothicMB101Pr6N-Regular
    /GothicMB101Pr6N-Ultra
    /GothicMB101Pr6-Regular
    /GothicMB101Pr6-Ultra
    /GothicMB101Pro-Bold
    /GothicMB101Pro-DeBold
    /GothicMB101Pro-Heavy
    /GothicMB101Pro-Light
    /GothicMB101Pro-Medium
    /GothicMB101Pro-Regular
    /GothicMB101Pro-Ultra
    /GotMB101Std-Lig-KS
    /GotMB101Std-Med-KS
    /GotMB101Std-Reg-KS
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Helvetica
    /HelveticaLTStd-Blk
    /HelveticaLTStd-BlkCond
    /HelveticaLTStd-BlkCondObl
    /HelveticaLTStd-BlkObl
    /HelveticaLTStd-Bold
    /HelveticaLTStd-BoldCond
    /HelveticaLTStd-BoldCondObl
    /HelveticaLTStd-BoldObl
    /HelveticaLTStd-Comp
    /HelveticaLTStd-Cond
    /HelveticaLTStd-CondObl
    /HelveticaLTStd-ExtraComp
    /HelveticaLTStd-Fractions
    /HelveticaLTStd-FractionsBd
    /HelveticaLTStd-Light
    /HelveticaLTStd-LightCond
    /HelveticaLTStd-LightCondObl
    /HelveticaLTStd-LightObl
    /HelveticaLTStd-Obl
    /HelveticaLTStd-Roman
    /HelveticaLTStd-UltraComp
    /HelveticaNeueLTStd-Bd
    /HelveticaNeueLTStd-BdCn
    /HelveticaNeueLTStd-BdCnO
    /HelveticaNeueLTStd-BdEx
    /HelveticaNeueLTStd-BdExO
    /HelveticaNeueLTStd-BdIt
    /HelveticaNeueLTStd-BdOu
    /HelveticaNeueLTStd-Blk
    /HelveticaNeueLTStd-BlkCn
    /HelveticaNeueLTStd-BlkCnO
    /HelveticaNeueLTStd-BlkEx
    /HelveticaNeueLTStd-BlkExO
    /HelveticaNeueLTStd-BlkIt
    /HelveticaNeueLTStd-Cn
    /HelveticaNeueLTStd-CnO
    /HelveticaNeueLTStd-Ex
    /HelveticaNeueLTStd-ExO
    /HelveticaNeueLTStd-Hv
    /HelveticaNeueLTStd-HvCn
    /HelveticaNeueLTStd-HvCnO
    /HelveticaNeueLTStd-HvEx
    /HelveticaNeueLTStd-HvExO
    /HelveticaNeueLTStd-HvIt
    /HelveticaNeueLTStd-It
    /HelveticaNeueLTStd-Lt
    /HelveticaNeueLTStd-LtCn
    /HelveticaNeueLTStd-LtCnO
    /HelveticaNeueLTStd-LtEx
    /HelveticaNeueLTStd-LtExO
    /HelveticaNeueLTStd-LtIt
    /HelveticaNeueLTStd-Md
    /HelveticaNeueLTStd-MdCn
    /HelveticaNeueLTStd-MdCnO
    /HelveticaNeueLTStd-MdEx
    /HelveticaNeueLTStd-MdExO
    /HelveticaNeueLTStd-MdIt
    /HelveticaNeueLTStd-Roman
    /HelveticaNeueLTStd-Th
    /HelveticaNeueLTStd-ThCn
    /HelveticaNeueLTStd-ThCnO
    /HelveticaNeueLTStd-ThEx
    /HelveticaNeueLTStd-ThExO
    /HelveticaNeueLTStd-ThIt
    /HelveticaNeueLTStd-UltLt
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtCn
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtCnO
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtEx
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtExO
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtIt
    /HelveticaNeueLTStd-XBlkCn
    /HelveticaNeueLTStd-XBlkCnO
    /HGGothicE
    /HGGothicM
    /HGGyoshotai
    /HGKyokashotai
    /HGMaruGothicMPRO
    /HGMinchoB
    /HGMinchoE
    /HGPGothicE
    /HGPGothicM
    /HGPGyoshotai
    /HGPKyokashotai
    /HGPMinchoB
    /HGPMinchoE
    /HGPSoeiKakugothicUB
    /HGPSoeiKakupoptai
    /HGPSoeiPresenceEB
    /HGSeikaishotaiPRO
    /HGSGothicE
    /HGSGothicM
    /HGSGyoshotai
    /HGSKyokashotai
    /HGSMinchoB
    /HGSMinchoE
    /HGSoeiKakugothicUB
    /HGSoeiKakupoptai
    /HGSoeiPresenceEB
    /HGSSoeiKakugothicUB
    /HGSSoeiKakupoptai
    /HGSSoeiPresenceEB
    /HiraginoSansPr6N-W3
    /HiraginoSansPr6N-W6
    /HiraginoSansRPr6N-W4
    /HiraginoSansRUpr-W4
    /HiraginoSansUpr-W3
    /HiraginoSansUpr-W6
    /HiraginoSerifPr6N-W3
    /HiraginoSerifPr6N-W6
    /HiraginoSerifUpr-W3
    /HiraginoSerifUpr-W6
    /HiraginoUDSansFStdN-W3
    /HiraginoUDSansFStdN-W4
    /HiraginoUDSansFStdN-W5
    /HiraginoUDSansFStdN-W6
    /HiraginoUDSansFStd-W3
    /HiraginoUDSansFStd-W4
    /HiraginoUDSansFStd-W5
    /HiraginoUDSansFStd-W6
    /HiraginoUDSansRStdN-W3
    /HiraginoUDSansRStdN-W4
    /HiraginoUDSansRStdN-W5
    /HiraginoUDSansRStdN-W6
    /HiraginoUDSansRStd-W3
    /HiraginoUDSansRStd-W4
    /HiraginoUDSansRStd-W5
    /HiraginoUDSansRStd-W6
    /HiraginoUDSansStdN-W3
    /HiraginoUDSansStdN-W4
    /HiraginoUDSansStdN-W5
    /HiraginoUDSansStdN-W6
    /HiraginoUDSansStd-W3
    /HiraginoUDSansStd-W4
    /HiraginoUDSansStd-W5
    /HiraginoUDSansStd-W6
    /HiraginoUDSerifStdN-W4
    /HiraginoUDSerifStdN-W6
    /HiraginoUDSerifStd-W4
    /HiraginoUDSerifStd-W6
    /HiraGyoStdN-W4
    /HiraGyoStdN-W8
    /HiraGyoStd-W4
    /HiraGyoStd-W8
    /HiraKakuProN-W3
    /HiraKakuProN-W6
    /HiraKakuPro-W3
    /HiraKakuPro-W6
    /HiraKakuStdN-W1
    /HiraKakuStdN-W2
    /HiraKakuStdN-W3
    /HiraKakuStdN-W4
    /HiraKakuStdN-W5
    /HiraKakuStdN-W6
    /HiraKakuStdN-W7
    /HiraKakuStdN-W8
    /HiraKakuStdN-W9
    /HiraKakuStd-W1
    /HiraKakuStd-W2
    /HiraKakuStd-W3
    /HiraKakuStd-W4
    /HiraKakuStd-W5
    /HiraKakuStd-W6
    /HiraKakuStd-W7
    /HiraKakuStd-W8
    /HiraKakuStd-W9
    /HiraMaruProN-W4
    /HiraMaruPro-W4
    /HiraMaruStdN-W2
    /HiraMaruStdN-W3
    /HiraMaruStdN-W4
    /HiraMaruStdN-W5
    /HiraMaruStdN-W6
    /HiraMaruStdN-W8
    /HiraMaruStd-W2
    /HiraMaruStd-W3
    /HiraMaruStd-W4
    /HiraMaruStd-W5
    /HiraMaruStd-W6
    /HiraMaruStd-W8
    /HiraMinHKStd-W3
    /HiraMinHKStd-W4
    /HiraMinHKStd-W5
    /HiraMinHKStd-W6
    /HiraMinProN-W2
    /HiraMinProN-W3
    /HiraMinProN-W6
    /HiraMinPro-W2
    /HiraMinPro-W3
    /HiraMinPro-W6
    /HiraMinStdN-W2
    /HiraMinStdN-W3
    /HiraMinStdN-W4
    /HiraMinStdN-W5
    /HiraMinStdN-W6
    /HiraMinStdN-W7
    /HiraMinStdN-W8
    /HiraMinStd-W2
    /HiraMinStd-W3
    /HiraMinStd-W4
    /HiraMinStd-W5
    /HiraMinStd-W6
    /HiraMinStd-W7
    /HiraMinStd-W8
    /HiraSansOldStdN-W6
    /HiraSansOldStdN-W7
    /HiraSansOldStdN-W8
    /HiraSansOldStdN-W9
    /HiraSansOldStd-W7
    /HiraSansOldStd-W8
    /HiraSansOldStd-W9
    /HoboStd
    /HPSimplified-Bold
    /HPSimplified-BoldItalic
    /HPSimplified-Italic
    /HPSimplified-Light
    /HPSimplified-LightItalic
    /HPSimplified-Regular
    /Impact
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /IwaOMinPro-Md
    /IwaOMinPro-Th
    /JasmineUPC
    /JasmineUPCBold
    /JasmineUPCBoldItalic
    /JasmineUPCItalic
    /JavaneseText
    /JominStd-Light
    /JuiceITC-Regular
    /Jun101Pro-Light
    /Jun201Pro-Regular
    /Jun34Pro-Medium
    /Jun501Pro-Bold
    /JustEditMark
    /KaiminSoStd-Bold
    /KaiminSoStd-Heavy
    /KaiminSoStd-Medium
    /KaiminSoStd-Regular
    /KaishoMCBK1Pro-DeBold
    /KaiTi
    /KakuGyoStd-Light
    /KakuGyoStd-Medium
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /KoburinaGoStdN-W1
    /KoburinaGoStdN-W3
    /KoburinaGoStdN-W6
    /KoburinaGoStd-W1
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPCBold
    /KodchiangUPCBoldItalic
    /KodchiangUPCItalic
    /Kokila
    /Kokila-Bold
    /Kokila-BoldItalic
    /Kokila-Italic
    /KozGoPr6N-Bold
    /KozGoPr6N-ExtraLight
    /KozGoPr6N-Heavy
    /KozGoPr6N-Light
    /KozGoPr6N-Medium
    /KozGoPr6N-Regular
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPr6N-Bold
    /KozMinPr6N-ExtraLight
    /KozMinPr6N-Heavy
    /KozMinPr6N-Light
    /KozMinPr6N-Medium
    /KozMinPr6N-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KyokaICAPro-Light
    /KyokaICAPro-Medium
    /KyokaICAPro-Regular
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /Latha
    /Latha-Bold
    /Leelawadee
    /LeelawadeeBold
    /Leelawadee-Bold
    /LeelawadeeUI
    /LeelawadeeUI-Bold
    /LeelawadeeUI-Semilight
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMT-Bold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LucidaConsole
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSansUnicode
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /Mangal
    /Mangal-Bold
    /Marlett
    /MaruFoPro-Bold
    /MaruFoPro-Heavy
    /MaruFoPro-Medium
    /MaruFoPro-Regular
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MesquiteStd
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiLight
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftJhengHeiUIBold
    /MicrosoftJhengHeiUILight
    /MicrosoftJhengHeiUIRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftUighur-Bold
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /MicrosoftYaHeiLight
    /MicrosoftYaHeiUI
    /MicrosoftYaHeiUI-Bold
    /MicrosoftYaHeiUILight
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MidashiGoPr5-MB31
    /MidashiGoPr6-MB31
    /MidashiGoPr6N-MB31
    /MidashiGoPro-MB31
    /MidashiMinPr5-MA31
    /MidashiMinPr6-MA31
    /MidashiMinPr6N-MA31
    /MidashiMinPro-MA31
    /MidashiMinUpr-MA31
    /MidMiMA1Std-Bold
    /MiGoMB1Std-DeBold
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /Mistral
    /MMaCenturyB-BoldItalic
    /MMaCenturyB-Italic
    /MMaCentury-Bold
    /MMaCentury-BoldItalic
    /MMaCentury-Italic
    /MMaCenturyJB-BoldItalic
    /MMaCenturyJB-Italic
    /MMaCenturyJ-BoldItalic
    /MMaCenturyJ-Italic
    /MMaCentury-Regular
    /MMaCenturyS-Bold
    /MMaCenturyS-BoldItalic
    /MMaCenturyS-Italic
    /MMaCenturyS-Regular
    /MMaCenturySS-Bold
    /MMaCenturySS-BoldItalic
    /MMaCenturySS-Italic
    /MMaCenturySS-Regular
    /MMaFermat-Bold
    /MMaFermat-Regular
    /MMaFraktur-Bold
    /MMaFraktur-Regular
    /MMaGauss-Bold
    /MMaGauss-Regular
    /MMaGreekB-BoldItalic
    /MMaGreekB-Italic
    /MMaGreek-Bold
    /MMaGreek-BoldItalic
    /MMaGreek-Italic
    /MMaGreek-Regular
    /MMaGreekS-Bold
    /MMaGreekS-BoldItalic
    /MMaGreekS-Italic
    /MMaGreekS-Regular
    /MMaGreekSS-Bold
    /MMaGreekSS-BoldItalic
    /MMaGreekSS-Italic
    /MMaGreekSS-Regular
    /MMaPascal-Bold
    /MMaPascal-Regular
    /MMaTextBook-Bold
    /MMaTextBook-BoldItalic
    /MMaTextBook-Italic
    /MMaTextBook-Regular
    /MMVariable
    /MOJimon-StyleA-A
    /MOJimon-StyleA-B
    /MOJimon-StyleA-C
    /MOJimon-StyleA-D
    /MOKei-StyleA-A
    /MOKei-StyleA-B
    /MOKei-StyleA-C
    /MOKei-StyleA-D
    /MOKei-StyleB-A
    /MOKei-StyleB-B
    /MOKei-StyleB-C
    /MOKei-StyleB-D
    /MOKei-StyleB-E
    /MOKei-StyleB-F
    /MOKei-StyleB-G
    /MOKei-StyleB-H
    /MOKei-StyleC-A
    /MOKei-StyleC-B
    /MOKei-StyleC-C
    /MOKei-StyleC-D
    /MOKei-StyleC-E
    /MOKei-StyleC-F
    /MOKei-StyleC-G
    /MOKei-StyleD-A
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MoolBoran
    /MOSuujiHA-GJn
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MT-Extra
    /MVBoli
    /MyanmarText
    /MyanmarText-Bold
    /MyriadArabic-Bold
    /MyriadArabic-BoldIt
    /MyriadArabic-It
    /MyriadArabic-Regular
    /MyriadHebrew-Bold
    /MyriadHebrew-BoldIt
    /MyriadHebrew-It
    /MyriadHebrew-Regular
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /Narkisim
    /NirmalaUI
    /NirmalaUI-Bold
    /NirmalaUI-Semilight
    /NSimSun
    /NuevaStd-Bold
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /NuevaStd-Italic
    /Nyala-Regular
    /OCRAStd
    /OCRB
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OutaiKaiStd-Light
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /PlantagenetCherokee
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /PoplarStd
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /Raavi
    /Raavi-Bold
    /Reisho101Std-Medium
    /ReishoE1Std-Regular
    /RoBodoni-Book
    /RoBodoni-BookItalic
    /Rod
    /RoGaramond-Book
    /RoGaramond-BookItalic
    /RoGaramond-BookItalicOsF
    /RoGaramond-BookSC
    /RoGaramond-BookVertical
    /RoHMinchoPro-Lt
    /RoHMinchoPro-Md
    /RosewoodStd-Regular
    /RoVenetian-Book
    /RoVenetian-BookItalic
    /RoVenetian-BookItalicOsF
    /RoVenetian-BookSC
    /RoVenetian-BookVertical
    /RyuminPr5-Bold
    /RyuminPr5-ExBold
    /RyuminPr5-ExHeavy
    /RyuminPr5-Heavy
    /RyuminPr5-Light
    /RyuminPr5-Medium
    /RyuminPr5-Regular
    /RyuminPr5-Ultra
    /RyuminPr6-Bold
    /RyuminPr6-ExBold
    /RyuminPr6-ExHeavy
    /RyuminPr6-Heavy
    /RyuminPr6-Light
    /RyuminPr6-Medium
    /RyuminPr6N-Bold
    /RyuminPr6N-ExBold
    /RyuminPr6N-ExHeavy
    /RyuminPr6N-Heavy
    /RyuminPr6N-Light
    /RyuminPr6N-Medium
    /RyuminPr6N-Reg
    /RyuminPr6N-Ultra
    /RyuminPr6-Regular
    /RyuminPr6-Ultra
    /RyuminPro-Bold
    /RyuminPro-ExBold
    /RyuminPro-ExHeavy
    /RyuminPro-Heavy
    /RyuminPro-Light
    /RyuminPro-Medium
    /RyuminPro-Regular
    /RyuminPro-Ultra
    /RyuminStd-Bold-KO
    /RyuminStd-Bold-KS
    /RyuminStd-ExBold-KO
    /RyuminStd-ExBold-KS
    /RyuminStd-ExHeavy-KO
    /RyuminStd-ExHeavy-KS
    /RyuminStd-Heavy-KO
    /RyuminStd-Heavy-KS
    /RyuminStd-Light-KO
    /RyuminStd-Light-KS
    /RyuminStd-Medium-KO
    /RyuminStd-Medium-KS
    /RyuminStd-Regular-KO
    /RyuminStd-Regular-KS
    /RyuminStd-Ultra-KO
    /RyuminStd-Ultra-KS
    /RyuminUpr-Bold
    /RyuminUpr-ExBold
    /RyuminUpr-ExHeavy
    /RyuminUpr-Heavy
    /RyuminUpr-Light
    /RyuminUpr-Medium
    /RyuminUpr-Regular
    /RyuminUpr-Ultra
    /SakkalMajalla
    /SakkalMajalla-Bold
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUIBlack
    /SegoeUIBlack-Italic
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUIEmoji
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-LightItalic
    /SegoeUI-Semibold
    /SegoeUI-SemiboldItalic
    /SegoeUI-Semilight
    /SegoeUI-SemilightItalic
    /SegoeUISymbol
    /SeiKaiCB1Pr5-Regular
    /SeiKaiCB1Std-Regular
    /ShinGoPr5-Bold
    /ShinGoPr5-DeBold
    /ShinGoPr5-ExLight
    /ShinGoPr5-Heavy
    /ShinGoPr5-Light
    /ShinGoPr5-Medium
    /ShinGoPr5-Regular
    /ShinGoPr5-Ultra
    /ShinGoPr6-Bold
    /ShinGoPr6-DeBold
    /ShinGoPr6-ExLight
    /ShinGoPr6-Heavy
    /ShinGoPr6-Light
    /ShinGoPr6-Medium
    /ShinGoPr6N-Bold
    /ShinGoPr6N-DeBold
    /ShinGoPr6N-ExLight
    /ShinGoPr6N-Heavy
    /ShinGoPr6N-Light
    /ShinGoPr6N-Medium
    /ShinGoPr6N-Regular
    /ShinGoPr6N-Ultra
    /ShinGoPr6-Regular
    /ShinGoPr6-Ultra
    /ShinGoPro-Bold
    /ShinGoPro-DeBold
    /ShinGoPro-ExLight
    /ShinGoPro-Heavy
    /ShinGoPro-Light
    /ShinGoPro-Medium
    /ShinGoPro-Regular
    /ShinGoPro-Ultra
    /ShinMGoPr6-Bold
    /ShinMGoPr6-DeBold
    /ShinMGoPr6-Heavy
    /ShinMGoPr6-Light
    /ShinMGoPr6-Medium
    /ShinMGoPr6N-Bold
    /ShinMGoPr6N-DeBold
    /ShinMGoPr6N-Heavy
    /ShinMGoPr6N-Light
    /ShinMGoPr6N-Medium
    /ShinMGoPr6N-Regular
    /ShinMGoPr6N-Ultra
    /ShinMGoPr6-Regular
    /ShinMGoPr6-Ultra
    /ShinMGoPro-Bold
    /ShinMGoPro-DeBold
    /ShinMGoPro-Heavy
    /ShinMGoPro-Light
    /ShinMGoPro-Medium
    /ShinMGoPro-Regular
    /ShinMGoPro-Ultra
    /ShinseiKaiPr5-CBSK1
    /ShinseiKaiPro-CBSK1
    /ShonarBangla
    /ShonarBangla-Bold
    /Shruti
    /Shruti-Bold
    /ShueiMinPr5-L
    /SimHei
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SitkaBanner
    /SitkaBanner-Bold
    /SitkaBanner-BoldItalic
    /SitkaBanner-Italic
    /SitkaDisplay
    /SitkaDisplay-Bold
    /SitkaDisplay-BoldItalic
    /SitkaDisplay-Italic
    /SitkaHeading
    /SitkaHeading-Bold
    /SitkaHeading-BoldItalic
    /SitkaHeading-Italic
    /SitkaSmall
    /SitkaSmall-Bold
    /SitkaSmall-BoldItalic
    /SitkaSmall-Italic
    /SitkaSubheading
    /SitkaSubheading-Bold
    /SitkaSubheading-BoldItalic
    /SitkaSubheading-Italic
    /SitkaText
    /SitkaText-Bold
    /SitkaText-BoldItalic
    /SitkaText-Italic
    /StencilStd
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TakaHandStd-Bold
    /TakaHandStd-DeBold
    /TakaHandStd-Heavy
    /TakaHandStd-Light
    /TakaHandStd-Medium
    /TakarhythmMin-DeBold
    /TakarhythmMin-Medium
    /TakarhythmMin-Regular
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Times-Roman
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga
    /Tunga-Bold
    /UDReiminPr6N-Bold
    /UDReiminPr6N-ExBold
    /UDReiminPr6N-Heavy
    /UDReiminPr6N-Light
    /UDReiminPr6N-Medium
    /UDReiminPr6N-Regular
    /UDShinGoCOfizPr6-Bol
    /UDShinGoCOfizPr6-DeB
    /UDShinGoCOfizPr6-ExL
    /UDShinGoCOfizPr6-Hea
    /UDShinGoCOfizPr6-Lig
    /UDShinGoCOfizPr6-Med
    /UDShinGoCOfizPr6-Reg
    /UDShinGoCOfizPr6-Ult
    /UDShinGoCOnizPr6-Bol
    /UDShinGoCOnizPr6-DeB
    /UDShinGoCOnizPr6-ExL
    /UDShinGoCOnizPr6-Hea
    /UDShinGoCOnizPr6-Lig
    /UDShinGoCOnizPr6-Med
    /UDShinGoCOnizPr6-Reg
    /UDShinGoCOnizPr6-Ult
    /UDShinGoCOsezPr6-Bol
    /UDShinGoCOsezPr6-DeB
    /UDShinGoCOsezPr6-ExL
    /UDShinGoCOsezPr6-Hea
    /UDShinGoCOsezPr6-Lig
    /UDShinGoCOsezPr6-Med
    /UDShinGoCOsezPr6-Reg
    /UDShinGoCOsezPr6-Ult
    /UDShinGoNTPr6-Bold
    /UDShinGoNTPr6-DeBold
    /UDShinGoNTPr6-Heavy
    /UDShinGoNTPr6-Light
    /UDShinGoNTPr6-Medium
    /UDShinGoNTPr6-Regular
    /UDShinGoNTPro-Bold
    /UDShinGoNTPro-DeBold
    /UDShinGoNTPro-Heavy
    /UDShinGoNTPro-Light
    /UDShinGoNTPro-Medium
    /UDShinGoNTPro-Regular
    /UDShinGoPr6-Bold
    /UDShinGoPr6-DeBold
    /UDShinGoPr6-Heavy
    /UDShinGoPr6-Light
    /UDShinGoPr6-Medium
    /UDShinGoPr6N-Bold
    /UDShinGoPr6N-DeBold
    /UDShinGoPr6N-Heavy
    /UDShinGoPr6N-Light
    /UDShinGoPr6N-Medium
    /UDShinGoPr6N-Regular
    /UDShinGoPr6-Regular
    /UDShinGoPro-Bold
    /UDShinGoPro-DeBold
    /UDShinGoPro-Heavy
    /UDShinGoPro-Light
    /UDShinGoPro-Medium
    /UDShinGoPro-Regular
    /UDShinMGoPr6-Bold
    /UDShinMGoPr6-DeBold
    /UDShinMGoPr6-Heavy
    /UDShinMGoPr6-Light
    /UDShinMGoPr6-Medium
    /UDShinMGoPr6N-Bold
    /UDShinMGoPr6N-DeBold
    /UDShinMGoPr6N-Heavy
    /UDShinMGoPr6N-Light
    /UDShinMGoPr6N-Medium
    /UDShinMGoPr6N-Regular
    /UDShinMGoPr6-Regular
    /UDShinMGoPro-Bold
    /UDShinMGoPro-DeBold
    /UDShinMGoPro-Heavy
    /UDShinMGoPro-Light
    /UDShinMGoPro-Medium
    /UDShinMGoPro-Regular
    /UrduTypesetting
    /UrduTypesetting-Bold
    /Utsaah
    /Utsaah-Bold
    /Utsaah-BoldItalic
    /Utsaah-Italic
    /Vani
    /Vani-Bold
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vijaya
    /Vijaya-Bold
    /Vrinda
    /Vrinda-Bold
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WoodtypeOrnamentsStd
    /YuGothic-Bold
    /YuGothic-Light
    /YuGothic-Regular
    /YuMincho-Demibold
    /YuMincho-Light
    /YuMincho-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


