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要旨・現行日米地位協定と意見の趣旨との対照表

日米地位協定（要旨） 意 見 の 趣 旨

１ 施設・区域の提供と返還（２条関係）２条

１(a) 合衆国は，安保条約６条に基づき，日本 (1) 施設・区域の提供について

国内の施設・区域の使用を許与される。個 地位協定２条の「個個の施設及び区域に関する協

個の施設・区域に関する協定は，合同委員 定 （以下「提供協定」という ）に基づく施設及び区」 。

会を通じて両国政府が締結する。 域の提供については，次のような手続・内容によるも

(b) 行政協定終了時の施設・区域は地位協定 のとすべきである。この場合，地位協定２条４項(b)

による施設・区域とみなす。 による提供も同様であり，また，使用期間の延長も含

２ 両国政府は，一方の要請があるときは，上 む。

記協定を再検討しなければならない。 ① 施設・区域の提供協定には，施設・区域の範囲，

３ 施設・区域は，必要でなくなったときは， 使用目的，使用期間，使用条件，使用方法，米軍の

いつでも日本国に返還しなければならない。 配置及び装備，公共の安全確保のための措置，隣接

提供条件合衆国は，返還を目的とする必要性をたえず ・近傍で執る措置，維持・管理の責任等の

検討する。 こと。を明記する

４(a) 米軍が施設・区域を一時的に使用してい ② アメリカ合衆国（以下「合衆国」又は「米国」と

ないときは，日本は，合同委員会合意によ いう ）は，施設・区域の提供協定を締結する際，。

り，臨時にこれを使用することができる。 及びその後は定められた使用期間に対応する一定期

提供条件を記載した使用計画書を日本に(b) 米軍が一定の期間を限って使用する施設 間ごとに，

・区域については，合同委員会は適用があ こと。提出する

る地位協定の規定の範囲を１項の協定に明 ③ 日本政府は，使用計画書の提出受けた後，すみや

関係地方公共団体その他の記する。 かに使用計画書につき，

提供の可関係者の意見を聴き，これを尊重して，

否，提供の条件等を決定すること。

④ ①の提供協定及び②の使用計画書は， こ公表する

と。

⑤ 施設・区域の提供を，地位協定２条１項(a)に定

める政府間合意だけで行うことには，根本的な問題

国会関与の仕組みが検討さが存し，何らかの形での

こと。れるべき

(2) 施設・区域の返還について

施設・区域の返還について，次のような定めを設け

るものとすべきである。

① 提供協定及び使用計画書に定められた使用期間が

満了したとき，使用目的が終了したとき，又はその

施設・区域他の提供条件を欠くに至った場合には，

こと。は速やかに返還されるべき

日本，地方公共団体及び住民の利益や必要のた②

に，日め，又はその不利益や悪影響を除去するため

本は施設・区域の全部もしくは一部の返還又は提供

条件の変更を請求することができ，合衆国はこれを

尊重しなければならないものとすること。

２ 米軍等に対する日本法令の適用と基地管理権（３条３条

・１６条関係）１ 合衆国は，施設・区域内において，設定・

運営・警護・管理のために必要な全ての措置 (1) 日本の法令の適用

を執ることができる。日本政府は，米軍の要 米軍及びその構成員（軍人 ・軍属・家族に対し，）

請により，施設・区域への出入の便を図るた その組織・内部機能・管理等の内部事項であって他へ

め，隣接・近傍において，関係法令の範囲内 の影響を及ぼさないもの，並びに条約及び日本の法令

日で必要な措置を執る。 に定めるものを除き，施設・区域の内外を問わず，
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２ 前項の措置は，日本国の交通・通信等を不 である。本の法令が適用されることを明確にすべき

必要に妨げる方法を執らない。 (2) 日本当局の立入り調査

３ 米軍の施設・区域における作業は，公共の 日本及び地方公共団体の当局は，日本の法令の適用

安全に妥当な考慮を払って行わなければなら の確保その他の行政目的の実現，国民・住民の被害の

ない。 防止，環境の保全等，その公務の遂行に必要な場合，

施事前に通知して，緊急な場合は事後の通知により，

設・区域内に立ち入り，調査し，必要な措置をとるこ１６条

日本国における米軍構成員・軍属・家族の である。とができることとすべき

日本国法令尊重，政治的活動等を慎む義務。

３ 環境問題（規定の新設）現行条項なし

環境保護法理の発展を反映した環境条４条（関連条文） (1) 地位協定に，

１ 合衆国は，地位協定の終了又は施設・区域 であり，環境保全・回復に関する項が定められるべき

いずれか厳しい基準にの返還に当たり，施設・区域の提供時の状態 日本国内法規か米国内の法規の

に回復し，又は回復に代わる補償の義務を負 である。従う条項が定められるべき

わない。 (2) 施設・区域の使用に伴う汚染が発生した場合，汚染

米軍が原状回復義務を負うことが２ 日本国は，上記の終了・返還の際，施設・ 者負担の原則の下，

区域の改良又は残される建物・工作物につい である。定められるべき

て，補償の義務を負わない。 (3) 施設・区域内で環境に対し悪影響を与える事件・事

３ 特別の取極による建設には，前記は適用し 故等の事態が発生し，あるいはそのおそれがある場

米軍による日本及び関係地方公共団体への通報義ない。 合，

務を定め，かつ，日本側当局の施設・区域内への立ち

である。入り調査を認めるべき

(4) 施設・区域内に米軍が新たな施設を建設する場合に

事前に環境影響調査を行い，これを公表するべきは，

である。

(5) 施設・区域内の環境調査のため，個別基地ごとに，

「環境委員会」を設地方公共団体，専門家等を含めた

置し，基地への立ち入り調査の上で，定期的に環境影

である。響調査を行うべき

４ 船舶・航空機等の出入・移動（５条関係）５条

１ 合衆国によって合衆国のため等の公の目的 (1) 民間港湾・空港の使用目的の制限

で運航される船舶・航空機は，入港料・着陸 地位協定５条に基づく，米軍等による民間の港湾・

料を課されず，日本の港・飛行場に出入する 空港の使用が一時的・例外的なものであることを明示

同条に「現在の危険を避ける緊急の必要ことができる。 するために，

がある場合に限られるものとする」との規定を挿入す２ 前項の船舶・航空機，合衆国政府所有車両

及び米軍構成員・軍属・家族は，米軍が使用 である。べき

する施設・区域に出入し，施設・区域の間を (2) 日本法令の適用

移動し，及びこれらと日本の港・飛行場との 提供施設以外の港湾，空港，道路等の米軍等の使用

原則として日本の法令が適用されるこ間を移動することができる。米軍用車両の出 にあたっては，

入・移動には道路使用料等の課徴金を課さな である。とを明示すべき

い。 (3) 施設・区域外での演習・訓練の原則禁止

演習及び訓練の３ １項の船舶が日本の港に入港する場合，適 地位協定５条の出入及び移動には，

当な通告をする。強制水先免除等。 である。実態を伴うものを含まないことを明記すべき

原則として提供されまた，米軍による演習，訓練は，

し，さらに施設た施設・区域外では禁じられる旨明記

場所的範囲や・区域外での飛行訓練については，その

飛行条件等について日米合同委員会の合意によって明

である。確な使用条件を設定すべき

５ 航空交通（６条関係）６条

１ 非軍用・軍用すべての航空交通管理及び通 (1) 航空管制権の帰属
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米軍は，提供された施設内信の体系は，緊密に協調して発達を図り，集 航空管制業務に関して，

飛行場の飛行場管制のみを行うものと明記 進入管団安全保障の利益と整合すること。 し，

制も含めたそれ以外の航空交通管制業務は日本が行う２ 米軍が使用する施設・区域及びその隣接・

近傍の航空補助施設・航空保安施設の日本国 である。こととすべき

様式への適合。 (2) 航空法特例法の改定

航空法特例法を改正し，少なくとも 低安全高度の

低限の遵守，曲技飛行の禁止等安全性確保のための

である。規制は米軍に対しても及ぼすべき

６ 刑事責任（１７条関係）１７条

１ この条の規定に従い， (1) 軍人・軍属被疑者の身体拘束について

(a) 米軍当局は，軍法に服する者に対する刑 日本が第一次裁判権を有する事件については，全て

事・懲戒の裁判権を有する。 の事件において，軍人・軍属（以下「軍人等」とい

(b) 日本国当局は，米軍構成員（米軍人）及 う ）被疑者の身柄が米軍の手中にある場合であって。

米軍の同意なくして，日本が起訴前の軍人等被疑び軍属（以下「軍人等」という ，その家 も，。）

族に対する刑事裁判権を有する。 である。者の身体を拘束できるようにすべき

２ 米軍又は日本が処罰できないものについて (2) 「公務執行中」の認定について

の他方の専属的裁判権。 軍人等が公務執行中であるか否かについて，米軍側

公務執行中である３ 裁判権が競合する場合， に立証責任があることを明確にし，

との証拠が充分でないときは，公務外として取り扱う(a) 米軍は，次の罪につき第一次裁判権

(ⅰ)専ら合衆国の財産・安全，軍人等・そ である。また，公務証明書ことができるようにすべき

の家族の身体・財産のみに対する罪 が「反証のない限り，公務中に属するものであるとい

(ⅱ)公務執行中の作為又は不作為から生ず う事実の充分な証拠資料となる」とする合意議事録の

「公務証明書」をもって充分なる罪 当該部分を破棄して，

証拠資料とすることなく，日本の捜査機関及び裁判所(b) 日本は，その他の罪につき第一次裁判権

があらゆる証拠に基づき総合的に判断できることを明(c) 第１次裁判権を行使しないときの他方へ

の通告。他方の当局からの第一次裁判権放 である。確にすべき

棄の要請に対する好意的考慮。 (3) 「公務」の範囲について

４ 前諸項は，米軍の日本国民等に対する裁判 公務執行中とする１出勤・帰宅中の軍人等の行為を

権の保有を意味しない。 ９５６年３月２８日付け日米合意及び同年４月１１日

公務外と５(a) 日米当局は，軍人等・その家族の逮捕・ 付け法務省刑事局長事務代理通達を破棄し，

引渡しについて，相互に援助。 である。取り扱うべき

(b) 日本は，軍人等・その家族の逮捕を米軍 (4) 公務執行中の米軍属に対する刑事裁判権について

米軍属が犯した犯罪については，公務執行中であるに速やかに通告。

か否かにかかわらず，日本が第一次裁判権を有すると(c) 「日本国が裁判権を行使すべき軍人等の

被疑者の拘禁は，その者の身柄が合衆国の である。すべき

手中にあるときは，日本国により公訴が提 (5) 刑事裁判権不行使の合同委員会合意と法務省通達に

起されるまでの間，合衆国が引き続き行う ついて

日本にとって著しく重要と考えられる事件についてものとする 」。

６(a) 日米当局は，犯罪についての必要な検査 との１９５３年１０月２８日付のみ裁判権を行使する

の実施，証拠の収集・提出（犯罪に関連す け日米合意及び１９５３年１０月７日付け法務省刑事

る物件の押収・引渡しを含む ）につい 局長通達を である。。 破棄すべき

て，相互に援助。 (6) 米軍基地外で起きた米軍用機墜落事故等について

(b) 日米当局は，裁判権が競合するすべての 米軍用機事故が施設・区域外で起きた場合，軍人等

事件の処理を，相互に通告。 の人命救助に関わる緊急避難行為を除き，日本の当局

７(a) 日本が死刑を規定していない場合の，米 が事故現場の統制を行い，当該航空機，残骸，部分

捜索，差押え又は検証を軍の日本国内での死刑執行禁止。 品，部品及び残渣物に対する

(b) 米軍の自由刑の執行について，援助の要 である。行う権限を有するとすべき

請に対する好意的考慮。

８ 同一の犯罪についての日米による二重処罰

の禁止。ただし，米軍の軍紀違反の裁判を妨
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げない。

９ 軍人等・その家族についての，日本による

公訴提起の場合の権利。

(a)迅速な裁判，(b)公判前の訴因の通知，

(c)不利な証人との対決，(d)強制的手続での

証人の要求，(e)弁護人選任権，(f)有能な通

訳，(g)合衆国代表者との連絡・立会い。

10(a) 米軍の施設・区域内での軍事警察権。秩

序・安全維持のためすべての適当な措置を

執れる。

(b) 施設・区域の外部での軍事警察行使の日

本との連絡，その限度。

11 安保条約５条の規定が適用される敵対行為

が生じた場合の，60日前の予告による本条各

項の適用停止。代替規定の協議。

12 本条の規定の効力の不遡及と行政協定の適

用。

７ 民事責任（１８条関係）１８条

１ 自国の防衛隊の財産に対する損害につい (1) 軍人等による公務外の不法行為及びそれらの家族に

て，他方当事国の公務執行中等に生じた場合 よる不法行為についての補償責任

等の請求権の放棄。 軍人等による公務外の不法行為及びそれらの家族に

日本政府が被害者に対して補２ その他の財産に対し，１のような場合に生 よる不法行為について，

じた損害についての仲裁手続。 し，日本政府が被害者に対して損償をすることを明記

３ １及び２の対象に当事国の裸用船等を含む 害額全額を支払うものとすべきである。

こと。 (2) 公務執行中の不法行為についての損害負担割合

４ 各当事国は，自国防衛隊構成員が公務執行 ① 合衆国のみに責任がある公務執行中の不法行為に

中に被った死傷について，他方当事国に対す ついて

る請求権を放棄。 軍人等による公務執行中の不法行為について，合

５ 公務執行中の軍人等の作為・不作為，又は 衆国のみが責任を有するときには，日米間の損害賠

合衆国が全額を負担するもの米軍が法律上責任を有するその他の作為・不 償金の分担について，

作為・事故の，第三者に対する請求権の日本 である。とすべき

による処理。 ② 日本と合衆国に責任がある公務執行中の不法行為

(a) 請求は，自衛隊の行動から生ずる請求権 について

に関する日本国法令に従って提起・審査・ 軍人等による公務執行中の不法行為について，日

解決・裁判する。 本と合衆国に責任があるときは，日米間の損害賠償

それぞれの責任割合に応じて負(b) 日本は上記請求を解決でき，合意・裁判 金の分担について，

により決定された額を支払う。 である。担するものとすべき

(c) 日本の裁判所による確定裁判は，両当事 (3) 日本の裁判所における民事訴訟手続への米軍の協力

国に 終的な拘束力を有する。 義務

(d) 日本がした支払は，次の分担案ととも ① 訴訟提起

に，合衆国に通知。２か月以内に回答ない 被害者による民事訴訟提起に資するため，加害者

場合，分担案は受諾とみなす。 である軍人等，それらの家族の氏名，所属部隊，地

米軍の協力義務を明記す(e) 上記の費用は，次のとおり分担。 位，住所の特定について，

(ⅰ)合衆国のみが責任を有する場合，25％ である。べき

を日本，75％を合衆国。 ② 立証

(ⅱ)日本及び合衆国が責任を有する場合， 被害者が提訴した民事訴訟において，立証のた

均等に分担。どちらの責任か特定できな め，裁判所による証拠保全，訴え提起前における証

い等の場合も，均等に分担。 拠収集の処分，当事者照会，軍人等及びそれらの家

(ⅲ)日本が支払った額の合衆国への支払要 族に対する当事者尋問・証人尋問，文書送付嘱託，

米軍の協力義務を請。 調査嘱託，文書提出命令に対する



- -5

(f) 軍人等は，公務の執行から生ずる事項に し，協力を行えない場合にはその正当な理由を明記

裁判所が協力拒否の正当性を判断ついては，日本の判決の執行手続に服さな 裁判所に説明し，

い。 である。し得ることを明記すべき

(g) この項の規定の，船舶の航行等，船積み ③ 執行

等への原則的不適用。 被害者が加害者である軍人等に対する裁判所の債

６ 公務執行中でない不法の作為・不作為によ 務名義を取得した場合，合衆国政府を第三債務者と

る軍人等に対する請求権の処理。 する執行手続に米軍が応諾する旨を義務付け，裁判

軍人等に支払われる給与を(a) 日本当局が，その請求を審査し，補償金 所が民事執行法に基づき

差押えることができ，合衆国政府が被害者に対してを査定し，報告書を作成。

(b) 合衆国当局は，慰謝料の支払を申し出る である。これを支払う旨を明記すべき

かどうか及びその額を決定。 (4) 合衆国政府に対する民事裁判権

日本の民事裁判権が(c) 慰謝料の支払の申出を請求人がその請求 米軍による不法行為について，

を完全に満たすものとして受諾したとき である。合衆国政府に対して及ぶものとすべき

は，合衆国当局が自らこれを支払い，日本

当局に通知。

(d) この項の規定は，支払がその請求を完全

に満たすものとして行われたものでない限

り，軍人等に対する日本の裁判権に影響を

及ぼさない。

７ 米軍車両の許容されていない使用から生ず

る請求権は，米軍が法律上責任を有する場合

を除き，６の規定で処理。

８ 軍人等の行為が公務執行中のものかどう

か，米軍車両の使用が許容されたものかどう

かについての紛争は，２の規定により選任さ

れた仲裁人の裁定による。

９(a) 合衆国は，５(f)を除き，軍人等に対す

る日本の民事裁判権の免除を請求してはな

らない。

(b) 米軍が使用している施設・区域内に，日

本法に基づき強制執行を行うべき私有の動

産があるときは，合衆国当局は，日本の裁

判所の要請に基づき，その財産を差し押さ

えて日本当局に引き渡さなければならな

い。

(c) 日米当局は，この条の規定に基づく請求

の公平な審理・処理のための証拠の入手に

ついて協力するものとする。

10 米軍の資材・労務等の調達に関する契約か

ら生ずる紛争の，合同委員会の調停。ただし

民事裁判権の行使を妨げない。

11 本条の「防衛隊」とは，自衛隊及び米軍を

いう。

12 ２及び５は，非戦闘行為に伴って生じた請

求権にのみ適用。

13 本条の規定の効力の不遡及と行政協定の適

用。


