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日米地位協定の改定とこれを運用する制度の改善を求める意見書 

 

２０２２年（令和４年）８月１８日 

日本弁護士連合会 

 

 当連合会は、日米安保条約に基づいて日本に駐留する米軍の地位を定めた日米地

位協定に関し、後述のとおり、２０１４年にはその全面的な改定を求める意見書を、

また２０２２年には検疫に関する意見書を公表してきた。本意見書は、２０１４年

以降の当連合会他による調査や日米両政府による補足協定の締結などを踏まえ、従

来の意見書を補充し、あるいは新たな論点に触れるものであり、米軍への日本法令

の原則的な適用などを求め、在日米軍基地に起因する被害の根絶を目指すものであ

る。 

 

第１ 意見の趣旨 

日米両政府は、日米地位協定について、以下のとおり、同協定を改定し、又は

これを運用する制度の改善その他の必要な措置を講じるべきである。 

 １ 米軍等に対する日本の法令の適用 

米軍及びその構成員（軍人）・軍属・家族に対して、次の(1)及び(2)に掲げる

事項を除き、施設及び区域の内外を問わず、日本の法令が適用され、その遵守

が義務付けられることを明記すること｡ 

(1) 米軍の組織・内部機能・管理等といった内部事項であって他への影響を及

ぼさないもの｡ 

(2) 条約又は日本の法令に適用除外が明記されている事項｡ 

 ２ 施設及び区域の提供と返還（日米地位協定２条関係） 

(1) 日米地位協定２条１項（a）及び２５条１項に基づき施設又は区域を新たに

提供する場合には、常に国会の承認を必要とすること。 

(2) (1)の場合には、関係地方公共団体その他の意見を聴き、これを尊重して、

提供の可否、条件等を決定すること｡ 

 ３ 環境保全に関する事項（日米地位協定３条、４条関係） 

(1) 前述の趣旨１のとおり、米軍等に日本の法令が適用され、その遵守が義務

付けられることが明記されるべきであり、国内環境法令についても当然に米

軍等にその適用があることが確認されるべきである。 

(2) 米軍の施設、装備又は運用等によって環境汚染事故や住民の安全上の危険
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又はその疑いが生じたときは、日本政府及び関係地方公共団体が事前の通告

なしに立入調査する権限と、これに米軍が応じる義務があることを明記する

こと。また、日本政府及び関係地方公共団体は、米軍に、当該事態の発生状

況及びその調査結果の開示を請求することができ、米軍はこれに応じる義務

があることを明記すること｡ 

特に、２０１５年９月の環境補足協定及びそれに基づく日米合同委員会合

意「環境に関する協力について」における日本側の立入調査権の対象が「現

に生じた事故」に限られるかのような解釈・運用を改め、そのような解釈・

運用が許されないことを明記すること｡ 

(3) 日本政府は、米軍から環境補足協定に基づいて米軍施設等に適用される日

本環境管理基準（ＪＥＧＳ）の運用状況の報告を定期的に受け、その結果を

公表するとともに、日本政府及び関係地方公共団体が米軍における同協定の

遵守状況その他環境保全への取組を定期的に検証できる仕組みを作ること｡ 

(4) 施設及び区域の返還に際して、跡地の土壌汚染が判明した場合は、汚染者

負担原則にのっとって、米国が浄化義務を負うことを明記すること｡ 

(5) 施設及び区域の返還前の現地調査につき、立入時期の制限を設けた(2)記

載の日米合同委員会合意を見直し、環境補足協定において、返還合意後日本

政府及び関係地方公共団体が速やかに現地調査をする権限があることを明示

すること｡ 

(6) 施設及び区域ごとに、関係地方公共団体、住民代表を含む地域協議委員会

を設置し、当該施設及び区域に関わる騒音、環境汚染その他について定期的

に協議し、米軍はその協議結果を尊重すべきことを明示すること｡ 

 ４ 米軍航空機の運航と航空交通（日米地位協定２条、５条関係他） 

(1) 日米地位協定２条が規定する「施設及び区域」の対象は「建物、工作物等

の構築物及び土地、公有水面」のみであって、「空域」はその対象に含まれな

いことを明記すること｡ 

(2) 日本政府は、「１９７２年５月１５日の沖縄の施設・区域に関する合同委員

会覚書」などに基づいて合意し、使用を許すものとして告示した米軍訓練空

域のうち施設及び区域の上空部分以外の部分は、日米地位協定２条に基づい

て米国に使用を許すことができないものであることを明確にし、前述の覚書

などの合意を見直し、告示を撤回すること｡ 

(3) 米軍が訓練のために米軍訓練空域以外の空域を使用しようとするときは、

使用する範囲及び使用する時間帯を明確にした上で、日本政府の事前の許可
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を受けなければならない旨を規定すること｡ 

 また、日本政府は、米軍に対し、空域の使用を許可したときは、米軍が訓

練を実施する日時、使用の範囲を公表しなければならないとすること｡ 

(4) 日米地位協定６条に、米軍は提供された施設及び区域である飛行場の飛行

場管制のみを行い、進入管制も含めたそれ以外の航空交通管制業務は日本政

府が行うことを明記し、速やかに、横田進入管制区及び岩国進入管制区の進

入管制の権限の返還を受けること｡ 

(5) ①日本政府は、米軍航空機の運航に関し、現行の騒音規制措置の実施状況

を検証し、原則禁止とされている深夜早朝飛行等の例外的運用状況とその理

由を米軍に照会し、これらの結果を定期的に公表すること｡ 

②日本政府は、米軍との間で、米軍航空機の運航に関し、深夜早朝の例外

的飛行がなされる場合には事前に米軍から個別の運航情報の提供を受ける仕

組みを設け、当該情報を直ちに関係地方公共団体に知らせること｡ 

 ５ 米軍航空機墜落事故等への対応（日米地位協定１７条、２３条関係） 

(1) 施設及び区域の外部における米軍航空機、艦船、車両等による事故につい

ては、事故現場の統制権が日本側にあることを確認し、以下のとおり日米合

意を改めること｡ 

① 日米地位協定１７条１０項（a）（b）に関する合意議事録２項が施設及び

区域外においても米国財産について捜索、差押え又は検証を行う権利を行

使しないとしている条項を廃止すること｡ 

② 柱書の趣旨に従って「日本国内における合衆国軍隊の使用する施設及び

区域外での合衆国軍用航空機事故に関するガイドライン」（２００５年４月

１日策定、２０１９年７月２５日改定）を改定すること｡ 

(2) 施設及び区域の外部における米軍航空機による事故については、事故原因

につき、日本政府のしかるべき所管機関と米軍が共同で調査を行い、その調

査結果を公表すること。また、米軍は、日本側からの当該事故原因調査に関

する情報の開示請求に応じる義務を負うこと｡ 

 ６ 日米合同委員会（日米地位協定２５条関係） 

(1) 日米合同委員会の権限は、日米地位協定及び日本の国内法の範囲内におい

て日米間で実務的な協議をし、実施細則を決定することに限られる旨を日米

地位協定に明記すること｡ 

(2) 日米合同委員会における合意は原則公開とし、国民の権利に影響を及ぼし

得る事項について公開原則を徹底すること。例外的に非公開とする場合でも、
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合意後一定期間経過後は必ず公開すること｡ 

日米合同委員会における過去の合意内容についても前述と同様に公開する

こと｡ 

 

第２ 意見の理由 

１ はじめに 

日米地位協定が１９６０年６月に発効してから今年で６２年が経過した。こ

の間、当連合会は、２０１４年２月２０日付け「日米地位協定に関する意見書」

（以下「２０１４年意見書」という。注 1-1）を公表し、その全面的な改定を求

めた。また、最も米軍基地の集中する沖縄県からはその後も繰り返し改定の意

見が公表され、さらには、２０１８年７月２７日と２０２０年１１月５日の２

回にわたり、全国知事会も「米軍基地負担に関する提言」を公表し（注 1-2、1-

3）、日米地位協定の抜本的見直しを求めている。 

このように日米地位協定の問題が様々に指摘されている一方で、近時も米軍

やその構成員らによる事件・事故等は繰り返されてきている。これに対して、

日米両政府は、２０１５年９月に環境補足協定（注 1-4）を締結し、２０１７

年１月に日米地位協定の軍属に関する補足協定（注 1-5）を締結するなどの対

処にとどまっており、その運用実態についても目立った変更はなされていない。 

２０１８年４月、当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

会は、ドイツ及びイタリアにおいてＮＡＴＯ軍（米軍）基地における地位協定

運用の実態を調査し、「ドイツ・イタリアのＮＡＴＯ軍（米軍）基地調査報告書」

（２０１８年１０月｡以下「当連合会報告書」という。注 1-6）で報告した。ま

た、沖縄県は、２０１８年から２０２０年にかけてドイツ、イタリア、イギリ

ス、ベルギー、オーストラリア及びフィリピンに駐留する米軍の地位について

の現地調査も行い、「他国地位協定調査報告書（欧州編）」（２０１９年４月。以

下「沖縄県調査報告書」という。注 1-7）等を公表している。さらに、これらの

調査に先立って、琉球新報社は、２０１７年１１月からドイツ、イタリアでの

関係者への取材を行い、その結果を報道した（『この海／山／空はだれのも

の！？米軍が駐留するということ』。以下「琉球新報編著書」という。注 1-8）。 

当連合会は、２０２２年３月１８日、喫緊の課題として「米軍基地における

新型コロナウイルスの感染拡大状況に照らし、検疫に関して日米地位協定の改

定とこれを運用する制度の改善を求める意見書」を公表したところ、本意見書

では、以上の経過と、明らかになってきた海外での駐留軍地位協定の運用実態
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を踏まえ、２０１４年意見書で触れていなかった事項（以下７）、より詳細、具

体的な意見を述べるべき事項（以下４、５及び６等）、及び同意見書での意見と

同じ趣旨であるが他国地位協定の調査結果や現在の状況を反映させる必要のあ

る重要な事項（以下２、３等）について改めて意見を述べるとともに、２０１

４年意見書で述べたもののこれまで実現しておらず、本意見書では触れられて

いない刑事裁判権、民事責任等の項目についても引き続き改定を求めるもので

ある。 

 

２ 米軍等に対する日本の法令の適用 

 ―米軍等への日本法令の適用とその遵守義務― 

(1) 問題の所在 

日米地位協定に基づいて日本に駐留する米軍は、その存在及び活動に伴っ

て、国民・住民に様々な権利侵害、被害を及ぼしている。これらのいわゆる

基地被害について、米軍及びその構成員（軍人）・軍属・その家族の活動に対

して、日本の法令（国内法）を適用してその防止や救済ができないのかが、

基本的かつ根本的な問題として問われ続けてきた。 

 しかし、日本政府は米軍等に対する日本の法令の適用を否定し続け、米軍

の活動は日本国が規制することはできないとして、国民・市民の被害を放置

してきた。それでいいのか、それが国際法的にも正当性があるのかが、改め

て問い直されなければならない。 

(2) 日米地位協定の定め及び２０１４年意見書とその後の推移 

① 日米地位協定の定め 

日米地位協定には、米軍、米軍人・軍属・その家族に対して、日本の法

令の適用があるかどうかの原則を定めた直接の規定はない。ただ、その１

６条に、米軍人・軍属・その家族の日本の法令尊重義務を定めた規定があ

る。 

また関連する規定として、日米地位協定３条１項は、「合衆国は、施設及

び区域内において、それらの設定、運営、警護及び管理のため必要なすべ

ての措置を執ることができる。」とし、これは「排他的管理権」を認めたも

のと言われるが、その管理権の範囲内で日本の法令の適用を一定程度排除

することになろう。 

② ２０１４年意見書の意見 

２０１４年意見書では、日本の法令の適用（米軍の内部事項及び法令に



6 
 

定めるものを除く。）と施設及び区域内への立入調査について意見を表明

した。 

③ その後の推移について 

米軍等に対する日本の法令の適用の問題については、その後も問題意識

の高まりがあり、沖縄県ばかりでなく、渉外関係主要都道府県知事連絡協

議会（渉外知事会）が毎年、政府に対して国内法の適用の拡充等を求めて

きているほか、２０１８年７月２７日には全国知事会が初めて「米軍基地

負担に関する提言」を採択し、米軍への国内法の適用や自治体職員の基地

内への立入り保障等を国に提言し、２０２０年１１月５日にも重ねて同様

の提言を採択している（注 2-1）。 

そして後述のように、２０１７年から２０１９年にかけて、沖縄県、琉

球新報社及び当連合会によって、それぞれＮＡＴＯ軍地位協定の下での駐

留軍隊に対する国内法適用の現地調査や取材がなされ、その実態がかなり

の程度明らかにされた。 

また、２０１９年１月、外務省がこの問題についてのウェブサイトにお

ける説明を改訂するという動きもあった。 

そこで本意見書においても、２０１４年意見書を更に掘り下げて提言す

るものである。 

(3) 日本政府の国内法適用についての見解 

① 現在の日本政府の国内法不適用論 

 現在の日本政府は、基本的には、日本の法令は、米軍及び米軍人・軍属

の公務上の行為には原則として適用されず、両国間の個別の取決めが特に

ある場合に限って適用されるとの見解を採っていると言える。 

その根拠として日本政府は、長らく、「一般国際法上、駐留を認められた

外国軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されず、このこ

とは、日本に駐留する米軍についても同様です。」という説明をしてきた。

ところがこの説明は２０１９年１月１１日から改訂され、現在は、「一般に、

受入国の同意を得て当該受入国内にある外国軍隊及びその構成員等は、個

別の取決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、その滞在目的の範囲内で行う

公務について、受入国の法令の執行や裁判権等から免除されると考えられ

ています。」等と説明するようになっている（外務省ウェブサイト「日米地

位協定Ｑ＆Ａ」問４）（注 2-2）。 

すなわち、改訂前は「一般国際法」を前面に出していたが、改訂後は「軍



7 
 

隊の性質」によって説明しようとしている。ただ改訂後も、軍隊の性質か

ら、国際法原則上受入国の法令は適用されない、という趣旨と理解される。 

② 従前の日本政府の見解について 

しかし、政府においても、このような国内法不適用論やその根拠として

の一般国際法原則論は、必ずしも当初から一貫してきたものではない。１

９６０年の日米地位協定締結時の国会審議においては、例えば外務省条約

局長は、施設及び区域も日本の統治権、主権の下にある地域であり、当然

に日本の法令が適用になるが、ただ、米国が施設及び区域を使用するに当

たっては、どういう必要な措置を米国がとることができるかを協定に定め、

その協定に従って米側は措置をとることができる旨、答弁している（注 2-

3）。 

ここでは、米国（米軍）は地位協定が特に与えた範囲でのみ、必要な措

置を講じることができるとの見解が示されており、現在の政府の見解とは

原則と例外が逆だということになる。 

(4) 米軍等に対する国内法適用の正当性 

① 領域主権の原則と国内法の適用 

ア 国際法の基本的な原則として、国家はその領域において排他的な管轄

権を行使することができ、それに対する制約は、国際法、つまり慣習法

又は条約を通じて、当該国家がそれを認めた場合にのみ存在するという、

領域主権の原則がある。これは、国はその領域内にある全ての人と物に

対して、原則として排他的にそれらを規制（regulate）する立法管轄権

（立法権）、及びこれらの規制を適用（enforce）する執行管轄権（行政

権と司法権）を有し、他国はそれらを尊重しなければならない、という

ことを内容とする。この領域主権の原則が、外国軍隊の駐在国における

法的地位を考える出発点とされるべきものである（松井芳郎「駐留外国

軍隊に対する国内法の適用―横田基地公害訴訟の国際法上の問題点」、

注 2-4）。 

イ そして、日米地位協定に即してみても、その１７条は、米軍人・軍属・

それらの家族に対する刑事裁判権について、日本も自国の法令で罰し得

る全ての罪について第一次又は第二次の裁判権を有するとされている

し、１８条５項は、米軍の公務から生ずる損害についての民事上の請求

権について日本の法令に従って日本国が処理することを規定している。 

そして前述の松井教授によれば、これらの規定によって日米地位協定
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においても、刑事・民事ともに日本の裁判管轄が認められ、裁判におい

て日本の法令を適用することが認められており、また、このような規定

は、ＮＡＴＯ軍地位協定その他の諸条約の多くにおいて、一般的に採用

されているものである。このことは、駐留外国軍隊に対して駐留国の国

内法令の適用があることが、一般国際法上の原則であり、日米地位協定

もその原則に立っていることを示している。 

② 米軍の公務への日本の法令の適用に関する裁判例について 

ア 次に、米軍人等の公務上の不法行為責任に関し、日本の裁判所は、米

軍人・被用者に対して日本の司法権が及ぶとしており、このことは、米

軍そのものについても日本の法令の適用が肯定されるべきことを示し

ている。 

厚木基地を発進した米軍機が横浜市緑区に墜落した事故について、負

傷者らが、国のほか米軍機に搭乗していた米軍人２名をも被告として提

訴した事件について、横浜地方裁判所昭和６２年３月４日判決（判例時

報１２２５号４５頁）は、米軍人の被告適格及び訴えの利益を認めた。

判決は、「日本国の司法権は国際法上、治外法権を有する外国の元首、使

節など及び条約により特別の定めがある場合を除き、原則的には日本国

内の外国人にも及ぶ。」「地位協定は本件事故のような場合につき、加害

者たる合衆国軍人の日本国民事司法権からの完全免除までは規定して

おらず、単に執行からの免除を規定しているに止まると解すべきであり、

他に右被告らの主張を裏付ける条約などの国際法規は存しない。」と判

示している。 

その後の同旨の裁判例も複数あり（注 2-5）、このような解釈は裁判上

ほぼ確定したものであると言える。 

イ これらの判決から言えることとして、まず、米軍人等の公務上の行為

も、日本の法令の適用により、日本の不法行為法理に従って、日本の裁

判所で判断されることが明らかである。すなわち、前述のとおり、原則

として立法管轄権（立法権）も執行管轄権（ここではその一部である司

法権）も米軍人等に対して認められるが、執行管轄権（司法権）のうち

法令の内容の強制的な実現を求める権限まではないにとどまる（注 2-6）。 

そしてこのことは、米軍自体、その構成員等をして日本の法令を守ら

せなければならない地位にあることを意味する。それは、米軍という軍

隊自体の公務遂行にも日本の法令の適用があり、米軍の公務も日本の法
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律上違法なものであってはならないことに帰着する。 

また、その適用のある日本の法令とは、不法行為法理の適用が肯定さ

れることに示されているように、実定法ばかりでなく、日本国において

認められている諸法理についても同様であろう。 

(5) 欧米における駐留外国軍隊への国内法の適用 

① ＮＡＴＯ軍地位協定の運用実態調査の進展 

２０１７年から２０１９年にかけて、ＮＡＴＯ軍地位協定の下での主要

国における地位協定の運用実態について、沖縄県、琉球新報社、そして当

連合会の調査がなされ、そこでの駐在国の国内法のＮＡＴＯ軍（米軍等）

に対する適用の実態が相当程度明らかにされた（沖縄県調査報告書、琉球

新報編著書、当連合会報告書。注 2-7）。 

特に、調査の主要な対象国ドイツ、イタリア、ベルギー及びイギリスの

４か国は、ＮＡＴＯ軍地位協定の代表的な国であるが、これら調査によっ

て、いずれの国でも、自国の国内法をＮＡＴＯ軍・米軍に適用しているこ

とが明確にされた。そのうちドイツとイタリアはＮＡＴＯ軍地位協定のほ

かにこれを補足する協定を結んでＮＡＴＯ軍・米軍の地位や活動について

の具体的なルールを定めており、国内法の適用も明文で認めている。他方、

イギリスとベルギーにはそれに類する補足的協定や明文規定はない。しか

しいずれの国においても、自国の国内法を駐留軍隊に適用している点は共

通しているのである。 

② ドイツの状況 

ドイツは、１９５９年８月にボン補足協定を締結し、１９９３年３月に

相互性・平等性を拡充した大幅改正を行っているところ（注 2-8）、国内法

適用に関連する主な規定を見ると、ドイツはＮＡＴＯ軍に「排他的使用に

供される施設及び区域」を提供するが、「当該施設及び区域の使用について

はドイツの法令が適用される」と明記され、野外演習区域や空域での訓練

にはドイツ当局の許可ないし承認が必要とされる（４５条１項、４６条１

項、５３条１項・２項）。また、５３条についての署名議定書は、ドイツ連

邦・州・地方自治体の施設及び区域への立入りを認めている。 

そしてＮＡＴＯ軍の航空機の飛行にも、国内法適用の一環としてドイツ

の航空交通法や環境保護法が適用されている（沖縄県調査報告書１２～１

７頁、琉球新報編著書７９～８０頁、当連合会報告書２４頁、２８～３０

頁）。しかも、自国軍だけでなくＮＡＴＯ軍の飛行についても、自国ドイツ
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連邦に対してその差止請求訴訟が適法とされており、それも住民だけでな

く地方自治体や環境保護団体も原告になっているが（当連合会報告書１９

頁）、このことはドイツ政府がドイツ法によってＮＡＴＯ軍を規制するこ

とができることを意味している。 

③ イタリアの状況 

イタリアでは、ＮＡＴＯ軍地位協定のほかに、米国との間に公表されて

いない二国間基地施設提供協定が締結され、１９９５年２月にはモデル実

務取極等が締結され公表された。モデル実務取極（注 2-9）は基地ごとの

取極の基本とされるもので、これによれば、イタリアでは、米軍基地も「イ

タリアの司令部の下におかれ」、イタリアの司令官が基地の「統括権」を有

し、米国の基地司令官は米軍の「軍事的指揮権」を有するが、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

きは米国司令官に忠告し、また、イタリアの司令官は基地の全ての区域に

いかなる制約をも受けずに自由に立ち入る（６条１項・３項・５項）。そし

て、米軍の訓練行動・作業行動は、イタリアの法規を遵守し、かつ、事前

にイタリアの関係当局の調整・承認を受けなければならない（１７条１項・

２項）。 

このように、イタリアの米軍基地はイタリアの司令官の管理下で、イタ

リアの主権が基本的に貫かれているものと言える。 

④ ベルギー・イギリス 

沖縄県の調査によれば、この両国は、ＮＡＴＯ軍地位協定を補足するよ

うな包括的な協定はないものの、駐留外国軍隊に対する国内法の適用に必

要な法整備を行い、現に適用させているという。 

ベルギーにおいては、憲法１８５条によって、外国の軍隊は法律に基づ

かなければ駐留等ができないとされ、外国軍隊の通過・駐留を許可する法

律が定められ、ベルギー航空法において、外国の軍用機の領域上空の飛行

にはベルギー国防省の許可を必要とすること等が定められている（沖縄県

調査報告書８～９頁、２０～２１頁）。 

イギリスにおいては、１９５２年の駐留軍法がイギリスに駐留する外国

軍に関する規定を定め、イギリス軍関連法の駐留軍への適用が規定されて

いる（沖縄県調査報告書１０～１１頁）。 

⑤ 米国国務省諮問委員会報告書 

２０１５年１月１６日、米国国務省の諮問に答えて「米国国際安全保障
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に関する諮問委員会」の「地位協定（ＳＯＦＡ）に関する報告書」が作成

されたが、この報告書においては、駐留外国軍隊や軍人・軍属に対する受

入国の国内法の適用が国際法上のルールであり、地位協定はその例外を規

定するものだという前提認識が、繰り返し述べられている（注 2-10）。 

例えば「地位協定は、その意義からして、ある国に滞在する外国人には

その国の法律が適用されるという基本的な国際法のルールのもとで、本来

受入国が保有する主権に対する制限を必然的に伴う。」と述べ、「ある国が

自国の管轄権について何らかの制限を設けることに同意していない限り、

その国に滞在するすべての人にその国の法律が適用されるというのが、一

般に認められた国際法のルールである。地位協定は、受入国の政府が、こ

の協定によって受入国が本来保有する一定の裁判権その他の権利を派遣

国のために放棄することに同意しているという理由から、前述の国際法上

のルールの例外を定立する。」等と述べる。 

以上は、日米地位協定の一方当事者であり、１００以上の世界各国と地

位協定を結んでいる米国、その外交の中枢である国務省の諮問委員会の認

識である。それは、前述の外務省の「一般国際法」の認識と全く逆である。 

⑥ 小括 

以上によれば、少なくともＮＡＴＯ地域においては、駐留外国軍隊に対

する受入国の国内法適用は、国際法上の原則になっていると言える。 

(6) 国内法適用の意味・内容と日米地位協定の改定 

① 国内法適用の意味・内容 

以上のとおり、国際法上の一般原則からしても日米地位協定の規定と解

釈からしても、米軍等に対して日本の国内法が適用されると解するのが正

当である。 

その「国内法の適用」ということの意味・内容を改めて整理しておくと、

まず、軍隊そのものに対する適用と、軍人・軍属・その家族個人に対する

適用とは、区別する必要がある。また、公務上と公務外とを区別する必要

もある。 

また、法令の適用というのも、立法管轄権及び執行管轄権（行政権、司

法権）の各レベルを区別する必要がある。前述のとおり、公務上の不法行

為について、米軍人個人に対しては、原則として立法管轄権（日本の国内

法の適用）はもとより司法上の執行管轄権も及び、ただそのうち法令の内

容の強制的な実現を求める権限が制限されているだけである。さらに米軍
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という国家機関に関してもまた、その公務について米軍人に日本の国内法

上違法な行為をさせてはならない義務を負うことになるから、少なくとも

立法管轄権は及ぶ。なお、この理は、公務を行う軍属についても同様とな

る。 

 その適用されるべき「国内法」は、個々の実定法規だけではなく、例え

ば不法行為の違法性の判断基準、人格権に基づく侵害行為差止めの法理、

確立された判例法理など、憲法を頂点とする日本の法秩序全体をいうもの

とみるべきである。 

さらに、かかる「国内法の適用」は、施設及び区域の内外に及ぶべきも

のである。施設及び区域内にも日本の法令が適用されること自体は外務省

も認めており、米軍・米軍人・軍属にも国内法の適用があるのが原則だと

すれば、それは施設及び区域内の米軍・米軍人・軍属にあっても同様であ

る。 

そして、日米地位協定は僅かにその１６条に、米軍人・軍属・その家族

の日本の法令「尊重」義務を定めているのみであるところ、これまで述べ

てきた国内法の「遵守」義務と「尊重」義務は異なるものである。米軍に

も国内法の適用があるということは、米軍が単なる「尊重」ではなく、そ

の遵守義務を負うということであり、日本国は米軍にその遵守を求めるこ

とができるし、日本の法秩序保全のために米軍に遵守させなければならな

いということをも意味しよう。日本国が米軍に国内法を遵守させ、違法行

為を禁止することは、国民の権利と生活を守るためにも必要なことである。

本意見書では、求められている日本国内法令の適用とは米軍等が実体的に

これを遵守する義務があることを確認する必要があることを指摘してい

るものである。 

② 国内法適用原則と日米地位協定の改定の必要 

以上のように、日本政府が唱えてきた、「一般国際法上」駐留外国軍隊に

は国内法の適用はないというドグマは成り立たない。地位協定等による特

別の合意がなければ、駐留外国軍隊に対しても受入国の国内法が適用され

る。前述の欧米の法制度及びその運用や当事国の認識をみれば、それこそ

が、現在の「一般国際法」であり、世界標準である。 

米軍、米軍人・軍属に対して日本の国内法が適用にならないという公的

な解釈とその適用・運用は、国民・住民の権利保障の重大な障害となって

きたが、それは国際法原則でもなければ世界標準でもない。重大な人権侵



13 
 

害をもたらしているこの誤った公的解釈とその適用・運用は、根本的に改

められなければならない。 

そして、解釈・適用の変更にとどまらず、解釈上の疑義を無くすため、

日米地位協定の中に、米軍並びに米軍人・軍属及びその家族について、日

本の法令の適用とその遵守義務を明文で規定すべきである。 

 
３ 施設及び区域の提供と返還（日米地位協定２条関係） 

―国会の承認の必要性と関係地方公共団体等の意見の尊重― 

(1) 日米地位協定での定めと２０１４年意見書での意見 

日米地位協定は、個々の施設及び区域の提供については日米合同委員会を

通じて両政府が協定を締結することを（２条１項（a））、それらの返還につい

ては両政府の「いずれか一方の要請があるときは…検討しなければなら」な

いことを（同条２項）、それぞれ定めているのみである。 

２０１４年意見書（注 1-1）の意見の趣旨１では、この施設及び区域の提

供及び返還について、提供条件の明確化、その内容と手続の透明化、国会の

関与による民主的統制の確保の必要性を指摘した。 

(2) 同意見書以降の動向 

その後、この施設及び区域の提供や返還に関して最も先鋭的な問題となっ

ている普天間基地の返還に伴う代替施設を沖縄県名護市辺野古に建設する事

業について、新たな展開を迎えている。 

日米両政府が普天間基地の返還と沖縄県内への代替施設建設を合意した沖

縄に関する特別行動委員会（ＳＡＣＯ）合意（１９９６年１２月２日、注 3-

1）は、「沖縄県の地域社会に対する米軍活動の影響を軽減すること」を目指

すものであった。すなわち、この事業は、安全保障上の理由で普天間基地を

閉鎖するのではなく、その危険性を除去するための取組である。ところが、

代替施設とされる辺野古への新基地建設は、計画が二転三転し、現時点でも

完成の目途が立っていない。さらに２０１８年には、埋立予定地のうち大浦

湾側に軟弱地盤が存することが判明し、前例のない困難な地盤改良工事が必

要となって工事の実現可能性さえ疑問が出されており、政府による計画のと

おり建設工事が進捗すると仮定しても完成は早くて２０３０年代半ば以降と

なる。他方、辺野古新基地建設について、沖縄県の現知事及び前知事は一貫

して反対しており、また、２０１９年２月２４日に実施された同新基地建設

のための公有水面埋立ての賛否を問うた県民投票においては、反対が７１．
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７４％（投票率５２．４８％）という圧倒的多数を占めた。このとおり、沖

縄県においては辺野古新基地建設反対の民意が多数であるにもかかわらず、

日米両政府は新基地建設を続行しており、このまま将来長期間にわたって解

決の糸口がつかめず、対立が続くおそれがある。 

なお、当連合会の２０２１年８月２０日付け「普天間飛行場の速やかな撤

去及び返還への努力を求める意見書」において、辺野古新基地建設について、

地元の民意に反して進められており、地方自治と民主主義の観点からも問題

があることを指摘したところである。 

(3) 改正についての意見 

① 地方公共団体の意見の尊重（意見の趣旨２(2)） 

地域住民の意見に反しながらも建設が進められている辺野古新基地計

画のような経過を見ると、２０１４年意見書で指摘したとおり、施設及び

区域の提供や返還、その提供条件について、その内容と手続の透明化、民

主的統制の確保があらかじめなされなければならないことがより一層強

く指摘し得る。米軍へ施設及び区域を一旦提供すると、その管理権（３条）

によって地域における地方公共団体の自治権の行使が制約されることに

なること、外国軍隊の駐留とその集中は、事件事故などの発生によって地

域住民の生命身体の安全や生活に重大な影響を及ぼし得るものであるこ

となどからすれば、本意見書においても、改めて施設及び区域の提供につ

いて、関係地方公共団体の意見を尊重する旨の規定を日米地位協定に盛り

込むことを求める。 

② 施設及び区域の提供への国会承認手続（意見の趣旨２(1)） 

２０１４年意見書では、新たな施設及び区域の提供につき「何らかの形

での国会関与の仕組みが検討されるべきこと」を提案した。施設及び区域

の提供が地域住民の利害と対立し得る状況にあることからすれば、現状で

の日米地位協定２５条に基づく日米合同委員会での協議と閣議決定のみ

にて施設及び区域の提供がなされる仕組みは改められなければならない。

そして、国会が国民の権利義務に関わる事項や国政に関する重要事項を決

定する民主的基盤を持つ機関であることに基づき、本意見書では、一歩進

んで、施設又は区域の新たな提供については国会の承認を要することとす

るよう求めるものである。 

 
４ 環境保全に関する事項（日米地位協定３条、４条関係） 
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 ―日本法令の適用、汚染者負担の原則の明確化、日本政府及び関係地方公共

団体の立入調査権、地域協議委員会の設置など― 

(1) 環境汚染事故への対応（日米地位協定３条関係） 

① 日米地位協定及び関連合意の定め等 

ア 環境補足協定締結以前の政府間合意の経過 

日米地位協定には環境保全にかかる規定が存せず、米軍には日本の環

境法令が事実上適用されていないところ、日米両政府は、これまでいく

つかの関連する政府間合意を行ってきた。 

１９７３年１１月２９日付け合同委員会合意「環境に関する協力につ

いて」（注 4-1）は、環境汚染事故が発生したとき、関係地方公共団体は

米軍に対し現地視察やサンプル調査などを要請できるとされた。もっと

も米軍が応じるか否かは任意とされた。 

米軍は受入国ごとに独自の環境基準を作成しており、１９９５年以

降、日本環境管理基準（ＪＥＧＳ、Japan Environmental Governing 

Standards）を定め、逐次改定している（注 4-2）。 

１９９７年３月３日付け合同委員会合意「在日米軍に係る事件・事故

発生時における通報手続」（注 4-3）では、米軍は、「公共の安全または

環境に影響を及ぼす可能性がある事件・事故」が発生したときは、「でき

るだけ速やかに」日本政府に通報するとされている。 

さらに、２０００年９月１１日、日米両政府は、環境原則に関する共

同発表を行った。これは、①ＪＥＧＳの２年ごとの更新のための協力、

②健康に影響を与え得る事項の情報提供協力、③米国政府による環境汚

染浄化の取組、日本政府による汚染拡大防止措置等を行うという政治合

意である（注 4-4）。 

イ 環境補足協定の締結 

２０１５年９月２８日、環境に関して日米地位協定を補足する協定（環

境補足協定。注 1-4）が発効した。同協定は、(ｱ)基地周辺の公共の安全

に影響を及ぼすおそれのある事態についての情報共有、(ｲ)ＪＥＧＳの

改定時の協議、(ｳ)環境汚染事故発生時や返還前の立入調査の手続の日

米合同委員会での策定などを定めている。 

そして、同協定発効と同日、日本側の立入手続を定めた日米合同委員

会合意「環境に関する協力について」が発出された。具体的な内容は、

米軍から環境汚染事故発生の通報があった場合、日本政府や関係地方公
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共団体当局は、(ｱ)米軍に対して現地視察を申請でき、米軍はこれに「妥

当な考慮を払う」（３項 a）、(ｲ)米軍がサンプル採取をする際は同時にサ

ンプル採取を申請でき、米軍はこの申請を認める（３項 b）等である。 

② 国際環境法上の手続原則との関係 

ア １９９２年の国連環境開発会議で採択された「環境と開発に関するリ

オ宣言」（リオ宣言、注 4-5）の第１８原則は、汚染物質の排出国である

か否かにかかわらず、緊急時には各国は即時の通報をすべきことをうた

っており、同原則は国際慣習法上の義務として承認されている（注 4-6）。 

これに対して、１９９７年の日米合同委員会合意「事件・事故の通報

手続」では、米軍が「できるだけ速やかに」通報するとされているが、

法的義務であるかは明確にされていない。緊急時の通報は国際慣習法上

の義務であることを明確にするべきである。 

イ また、リオ宣言の第１９原則は、汚染物質の排出国は事前通報と事前

協議を行うべきことを述べており、これも国際慣習法としての規範性が

あるとの見解が有力である（注 4-7）。 

これに対して環境補足協定は、米軍側に法的義務を課すものではない

上、日米間の協議が日米合同委員会という密室協議に委ねられており、

第１９原則に合致しているとは言い難いばかりでなく、環境に関する情

報公開を重視するリオ宣言第１０原則にも反している。 

③ ２０１４年意見書以降の現状 

ア ２０１４年意見書の概要 

２０１４年意見書では、日本当局が環境保全等に必要な場合、事前に

通知し、あるいは緊急な場合は事後の通知により、施設及び区域内に立

ち入り、必要な措置を講じることができることとすべきとし、また、環

境条項を新設して環境保全義務、原状回復義務、米軍による通報義務な

どを認めるべきである等と提言した（意見の趣旨２、３）。 

イ 環境補足協定締結の評価 

(ｱ) しかし、その後締結された環境補足協定（注 1-4）は、結局は環境

保全に関する事項を日米合同委員会で協議するというにすぎず、米軍

側に何ら具体的な法的義務を課するものではないから、日本側が立入

調査を求めても米軍が拒否すれば結局立入調査は実施できず、何ら目

新しい条項はない。 

(ｲ) 実際、その後も米軍基地がもたらす環境汚染は繰り返し起こってい
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るにもかかわらず、日本側ないし基地周辺地方公共団体の立入調査は

容易に実現しておらず、しかも米軍は情報の提供さえも拒否する傾向

が強い。 

この問題が顕著に現れたのが、米軍がかつて消火剤として使用して

いたが、現在では蓄積性及び発がん性等が指摘され、ストックホルム

条約（残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約）や化学物質

審査規制法（化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律）で規制

対象となっているペルフルオロオクタンスルホン酸（以下「ＰＦＯＳ

（ピーフォス）」という。）、ペルフルオロオクタン酸（以下「ＰＦＯＡ

（ピーフォア）」という。）等有機フッ素化合物の基地外漏出問題であ

る。これらの条約や国内法では、ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡは原則としてそ

の製造・使用・輸出入が禁止されている。 

 沖縄県では、２０１４年から２０１５年にかけて行った調査により、

嘉手納基地近隣の北谷浄水場の水源からＰＦＯＳが検出されたが、米

軍は、日本側の立入調査を拒否してきている。その後も、２０１９年

１０～１１月に沖縄県が嘉手納基地と普天間基地周辺で井戸水や湧き

水の水質調査をしたところ、ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ等の有機フッ素化合

物が１２０～２,１００ppt 検出されている（国の暫定目標値は５０

ppt、注 4-8、4-9）。 

２０２０年４月１０日に起きた消火剤の漏出事故時にようやく日本

政府、沖縄県、宜野湾市の三者での立入調査が実現し、沖縄県が水の

サンプルを採取したものの、土壌については、米軍が土壌を持ち去っ

た後の場所からの若干の土壌採取のみが認められるにとどまった。 

沖縄県は、ＰＦＯＳ等による汚染の原因が米軍基地にあることを確

認するため、米軍に対して立ち入り調査を求めているが、米軍は応じ

ていない。ＰＦＯＳ等による土壌や地下水等の汚染は、市民の生活用

水に関わる重大な問題であるにもかかわらず、立入調査ができないた

めに汚染の原因すら特定できないという現状にある。 

さらに、２０２１年８月、日米間で有機フッ素化合物の取扱いにつ

いて協議中であったにもかかわらず、米軍が日本側や地元自治体の同

意を得ないまま突然に普天間基地で保管していたＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ

を含む汚水を下水道へ排水するという事案（注 4-10）が生じ、当該下

水道で国の暫定目標値を上回る数値が検出された（注 4-11）。 
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有機フッ素化合物の漏出による水質汚染は、沖縄県だけでなく全国

で生じている。２０１２年には横田基地周辺で大量の泡消火剤が貯蔵

庫から漏出する事故が起き、米軍の調査報告書では「将来にわたり深

刻な環境汚染を引き起こしかねない」と記載されていた（注 4-12）。 

(ｳ) 汚染事故の際の米軍からの通報も、前記日米合同委員会合意どおり

に徹底されない状況が続いている。 

２００５年から２０１６年に普天間基地で起きた有害物質漏出事故

は少なくとも１６６件であったが、このうち沖縄県が把握していたの

は僅か６件にすぎない（注 4-13）。普天間基地内で２０１３年と２０

１５年に発出された環境汚染事故対処に関する内部通達では、「緊急事

案以外や政治的に敏感な事案は日本側に通報しない」よう指示してい

たことが判明しており、米軍が意図的に通報を回避していることがう

かがえる（注 4-14）。 

④ 他国の地位協定の規定及び運用 

ア ２０１４年意見書で指摘した他国地位協定の概要 

(ｱ) ドイツ（注 2-8） 

ボン補足協定５３条は米軍基地にもドイツの法令が適用されること

を明記している。さらに同条に関する署名議定書により、ドイツ連邦

政府や地元自治体の立入権が保障され、緊急の場合は事前通告なしに

立ち入ることができる。また、特にドイツの環境法令の順守が強調さ

れ、米軍の環境影響評価を行う義務や、環境への負担が不可避である

場合の米軍による適切な調和措置の義務が明記されている（同協定５

４Ａ条、５４Ｂ条）。 

(ｲ) イタリア（注 2-9） 

モデル実務取極によれば、米軍基地の管理権はイタリア側が有して

おり（同取極６条１、６条６、１５条）、イタリア軍司令官は原則とし

て自由に米軍基地内に立ち入ることができる（同６条５第１文、同１

５条２）。また、米軍の活動によって住民の生命・健康に明白な危険が

生じるときは、イタリア軍司令官は直ちに米軍の活動を中止させるこ

とができる（同６条５第３文）。 

(ｳ) 韓国（注 4-15） 

２００１年の韓米地位協定の改定と同時に、その合意議事録が改定

され、併せて「環境保護に関する特別了解覚書」が交わされた。改定
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後の合意議事録３条は環境保護の重要性をうたい、その上で特別了解

覚書は、「環境汚染のあらゆるリスクについて二国間で協議する」とい

う前提に立ち、ＥＧＳの２年ごとの検討、韓国側の監視や立入り、事

後評価とその定期的協議、米側による定期的環境影響調査という具体

的な仕組みを設けている。このような具体的な仕組みは日米間の環境

補足協定にはない。 

イ ２０１４年意見書以降の調査結果の概要 

２０１４年意見書以降、他国での地位協定の運用につきさらに次のこ

とが明らかになった。 

(ｱ) ドイツ 

ドイツでは、米軍にもドイツ国内の厳しい環境法令が直接適用され

る結果（ボン補足協定５４Ａ条）、アンスバッハ基地を抱えるアンスバ

ッハ市で魚類から検出された有機フッ素化合物（ＰＦＯＳ）による水

質汚染・土壌汚染の事例では、米軍はドイツ側の調査に協力した上、

原因物質排出の責任を認め、米軍が費用を負担して浄化作業を行った

（注 4-16）。また、ラムシュタイン基地に隣接するラントシュトゥー

ル市では、米軍も市の下水処理場を使用しているが、米軍が排出する

凍結防止剤が問題視された。この件で米軍は、法的義務はないにもか

かわらず、下水処理場の修繕費用の一部を負担した（注 4-17）。 

ドイツの米軍基地には地元地方公共団体関係者は常時立ち入ること

ができ、関係者には通行証が付与されている（注 4-18）。 

(ｲ) ベルギーとイギリス 

ベルギーでは基地内にも受入国の法令が適用されることが当然の前

提とされており、国内法とは別の二国間の基地使用協定は確認されて

いない。そもそもベルギー憲法１８５条は、外国軍隊の活動は国内法

令に基づくことが必要と定めている（注 4-19）。したがって、地元自

治体関係者も当然に米軍基地内に立ち入ることができる（注 4-20）。 

イギリスでも、基地内にも受入国の法令が適用されることが原則と

解されている（注 4-21）。 

⑤ 改正についての意見 

ア 環境保全に関する日本法令の適用（意見の趣旨１） 

他国の地位協定（とりわけヨーロッパ諸国）と同様に日本においても

米軍へも国内法令の適用を原則とすべきことは、環境保全に関する事項
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についても同様である。 

ＪＥＧＳ自体も、米国防省が策定した基準に沿って、環境に関する日

本の国内法上の基準と米国の国内法上の基準のうち、より厳格なものを

選択するとの基本的な考え方の下に作成されているというのであるか

ら、日本国内の環境法令を適用したとしても、現状より規制が厳しくな

るということはないはずである。したがって、国内環境法を適用するこ

とによる米軍等の側の実質的な不利益もない。 

イ 環境事故等に際しての立入調査と情報開示（意見の趣旨３(2)） 

環境補足協定締結後も、米軍基地に起因する環境汚染事故に際しての

日本側への通報や日本側の立入調査が十分になされていない実態は変

わっておらず、日米地位協定の中に明確かつ具体的に米軍側の義務と日

本側の権利を定める条項を置く必要がある。すなわち、米軍の施設若し

くは装備・運用等による環境汚染事故や住民の安全上の危険が生じ、又

はその疑いが生じたときには、日本政府及び関係地方公共団体の権限あ

る者による事前通告なしの立入りを原則として認め、これに米軍が応じ

る義務があることを明示するとともに、日本政府及び関係地方公共団体

は当該事態の発生状況及び調査結果について米軍に情報開示を請求し

得ること、米軍はこれに応じる義務があることを明示すべきである。 

特に、現行の環境補足協定における日本側の立入調査の対象が「現に

生じた事故」に限られているかのような解釈・運用は改め、かかる解釈・

運用を許さないことを明記しておくべきである。 

なお、前記アのとおり、日本国内の環境法令を適用することを地位協

定上明確にしておけば、土壌汚染対策法３～５条、廃棄物処理法１９条、

水質汚濁防止法２２条１項等により、都道府県知事等の判断によって一

定の場合に立入検査等を行うことが可能となる。ＰＦＯＳ等についても、

化学物質審査等規制法４４条による立入検査が可能となる。 

ウ 環境保全に関する定期的検証の仕組み（意見の趣旨３(3)） 

さらに、環境汚染事故がそもそも起きないよう定期的な監視や調査・

検討が不可欠であり、日本政府及び関係地方公共団体が定期的に環境問

題全般を検証できる具体的な仕組み（監視、立入り、事後評価等）が導

入されるべきである。また、その一環として、日本政府は、日本環境管

理基準の運用状況について定期的に米軍から報告を受け、その結果を公

表するとすべきである。 
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(2) 返還時の原状回復義務（日米地位協定４条関係） 

① 日米地位協定及び従来の関連合意の定め 

日米地位協定４条１項は基地返還時に米軍は原状回復義務を負わない

ことを定めている。返還に関しては、１９９６年１２月２日付け日米合同

委員会合意「合衆国の施設及び区域への立入許可手続」（注 4-22）が、僅

かに返還前の調査についてのみ定めていた。同合意は、日本政府や地元地

方公共団体関係者の立入許可申請に対して米軍は「妥当な考慮を払う」と

しており、原則として１４日前までに申請すれば、米軍は３日前までに許

否の回答をすることとなっていた。 

② ２０１４年意見書以降の現状 

２０１４年意見書（注 1-1）では、汚染者負担原則に従って基地返還時

における米側の原状回復義務ないし浄化義務を認めるべきことを提言し

ていた。しかし、その後締結された環境補足協定も原状回復義務について

は触れておらず、逆に、同協定発効と同時に発出された日米合同委員会合

意により、日本側は返還の１５０労働日前からしか基地内の調査ができな

いこと（５項ｂ）とされたため、返還未定の基地については一切立ち入れ

ないことになり、以前より立入調査のハードルが上がってしまった。実際、

米軍は任意の立入調査の要求には応じない傾向がある。 

③ 他国の地位協定の規定及び運用 

韓米地位協定４条１項は、日米地位協定４条１項とほぼ同じ規定ぶりで

あるが、韓国側は、同項は米軍に土壌汚染等などの場合に浄化義務がない

ことまで定めたものではない、という立場に立っており、浄化費用も米側

が負担すべきだとしている（注 4-23）。これに対して米側は、韓米地位協

定４条１項により米側の浄化義務は免除されるものの、２００１年１月に

韓米間で交わされた「環境保護に関する特別了解覚書」の趣旨に従って、

基地返還時に知れている重大な環境汚染については米側が浄化作業を行

う、と解釈しているようである（注 4-24）。いずれにせよ、少なくとも基

地返還時に知れている重大な環境汚染については米側が浄化作業を行う

ことで米韓双方の認識は一致している。 

④ 改正についての意見 

ア 返還時の浄化義務（意見の趣旨３(4)） 

そもそも、建物等の工作物についての原状回復義務と返還跡地の土壌

汚染の浄化義務を同一視する必要は全くない。日米地位協定４条１項に
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よって米軍が原状回復義務を免除されるのは、あくまで建物や土地など

の「改良」（improvement）に限られると解すべきである。リオ宣言の第

１６原則は「汚染者が原則として汚染による費用を負担する」としてお

り、日米地位協定４条１項の解釈として、土壌に残された有害な汚染物

質を汚染者である米側が除去する義務を負わないことまで導くことは、

前述の原則に照らして無理がある。 

したがって、基地の返還に際して、米側に工作物についての原状回復

義務を免除するか否かはともかくとしても、跡地の土壌汚染が判明した

場合は汚染者負担原則にのっとって米側が浄化義務を負うことを明記

すべきである。 

イ 立入調査制限の撤廃（意見の趣旨３(5)） 

環境補足協定及び前述の日米合同委員会合意を改め、返還前の環境調

査について立入時期の制限を設けないこととすべきである。 

(3) 基地の運用に地方公共団体や地域住民の意思が反映される仕組みの必要性 

① 地方公共団体や地域住民の意思が反映される仕組みが存しないこと 

米軍基地を抱える地方公共団体においては、米軍の演習、訓練、移動等

により住民の健康や安全が脅かされる危険がある。しかし、住民の意向を

反映した地方公共団体の意見や要望を米軍に正式に伝える法的制度は存

在しない。 

米軍基地等が所在する都道府県で構成される渉外関係主要都道府県知

事連絡協議会は、毎年、日米地位協定についての要望書をまとめていると

ころ、その要望中には、基地の運用等に関して地元地方公共団体の意見を

聴取し、その意向を尊重するととともに、日米合同委員会の中に基地を有

する地方公共団体代表者の参加する地域特別委員会を設置することなど

を求めている。 

② 他国の地位協定 

ドイツでは、明文規定はないものの、ほぼ全ての米軍基地において地元

首長と米軍代表者からなる騒音低減委員会が組織されている。これは年に

２、３回開催され、騒音規制時間の飛行回数やその理由などを米軍側が説

明したり、飛行航跡や乗員への聴取、苦情内容などを分析して地域からの

要望を運用に反映したりされている（注 4-25）。 

イタリアでは、モデル実務取極１９条に地域委員会の定めがあり、「同委

員会は地域の当局から問題、異議申立または支援要請を受けていかなる問
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題をも地域レベルで解決するように協同して努力する。」こととなってい

る（注 2-9）。 

③ 改正についての意見（意見の趣旨３(6)） 

米軍基地に起因する危険の地域住民への影響を可能な限り低減するた

め、地元住民の意向や要望が反映される体制が必要である。よって、施設

及び区域ごとに関係地方公共団体、住民代表を含む地域協議委員会を設置

し、当該施設及び区域に関わる騒音、環境汚染他について協議をするもの

とし、米軍はその協議結果を尊重することとすべきである。 

 
５ 米軍航空機の運航と航空交通（日米地位協定２条・５条関係他） 

―米軍機訓練空域の明確化、その使用範囲及び時間帯の明確化と日本政府の

事前許可性、横田及び岩国の進入管制制限の返還、深夜・早朝飛行に関する情

報提供など― 

(1) 日米地位協定等の定め 

米軍航空機の運航は、基地周辺での恒常的な騒音被害、度重なる航空機事

故、民間航空交通への影響など様々な問題を抱えているが、これに関する日

米地位協定の規定等は次のとおり、極めて乏しい。 

① 日米地位協定５条１項は、米軍の船舶・航空機は、無償で日本の港湾、

空港に出入りできること、２項は、米軍の船舶・航空機・車両並びに米兵

及び軍属並びにその家族は、施設及び区域への出入り、施設及び区域間の

移動、施設及び区域と日本の港・飛行場間の移動ができること等を定めて

いる。 

② 同６条１項は、全ての非軍用及び軍用の「航空交通管理」の体系は、「緊

密に協調して発達を図るものとし、かつ、集団安全保障の利益を達成する

ため必要な程度に整合する」等とのみ定める。そして、同条に関する国内

法である航空法特例法では、米軍に対し、航空の安全を確保する重要な条

項（耐空証明（航空法１１条）、飛行場・航空保安施設の設置（同法３８条

１項）、航空機の運航に関する（同法第６章）等）が適用除外されている。 

(2) ２０１４年意見書の意見の趣旨と新たな提言の必要 

① ２０１４年意見書（注 1-1）の意見の趣旨 

２０１４年意見書は、航空交通に関して、米軍による演習・訓練は原則

として提供された施設及び区域の外部では禁じられることを明記し、例外

を認める場合には明確な使用条件を設定すべきこと、米軍は提供施設の飛
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行場管制のみを行うことを明記すべきこと、航空法特例法を改正して安全

性確保のための最低限の規制は米軍に及ぼすべきこと等を述べた。 

② 新たな提言の必要 

今日米軍による日本の空域の使用はますます増大しており、例えば岩国

基地は、今や極東最大の米軍基地と称されるに至っているし（注 5-1）、横

田基地にはオスプレイ（ＣＶ－２２）が正式配備され（注 5-2）、横田空域

及び隣接する首都圏の上空をオスプレイが飛び交うようになっており、民

家航空交通や空域下で生活する市民の安全に対する危険はより増大して

いる。 

空域の管理は、日本の主権行使の問題である。そこで、改めてこの点に

ついて本意見書で提言するものである。 

(3) 領空、空域、交通航空管制 

① 領域（空）主権の排他性 

日本も批准する国際民間航空条約（以下「シカゴ条約」という。１９４

４年）が、「締約国は、各国がその領域上の空間において完全且つ排他的な

主権を有することを確認する。」と定めるとおり、各国が排他的な領域（空）

主権を有することは、国際法上確立した原則である。国家は、他国の航空

機の自国領空の飛行あるいは自国領域内への着陸についての禁止・許可を

自由に決定することができる。 

② 空域、航空交通管制権 

空域とは、航空機の航行安全のために、地上の区域と高度を限って設定

された空中の区域を言い、国土交通省が管理する。 

航空管制とは、航空機の安全かつ円滑な運航を行うために、地上から航

空交通の指示や情報を航空機に与える業務をいい、米軍は、横田、岩国、

嘉手納、普天間での飛行場管制（管制塔から空港近辺を飛行する航空機、

滑走路に離着陸する航空機、地上を走行している航空機に対しての管制業

務）を行うほか、横田進入管制区及び岩国進入管制区において、進入管制

（空港周辺の空域（進入管制区）を飛行する航空機に対し、進入・出発の

順序、経路、方式の指定及び上昇・降下等を指示する業務）を行っている。 

(4) 米軍による空域の使用の問題 

① 米軍による空域の使用 

米軍は、飛行訓練のほか、航空機による戦闘訓練、射（爆）撃訓練を恒

常的に行っているところ、米軍が訓練を実施する空域の範囲は、日米地位
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協定２条により提供された施設及び区域の上空にとどまらない広範囲に

わたっており、日本の民間航空交通に影響を及ぼし、その空域下に生活す

る市民に、騒音、航空機の墜落や部品等落下の事故などの被害を与えてい

る。 

日米地位協定上、空域の提供についての定めはない。政府統一見解（１

９７３年３月１２日、注 5-3）は、日米地位協定２条の「施設及び区域」の

内容は、「『建物、工作物等の構築物及び土地、公有水面』をいうものと解

され」るとしており、「空域」は提供の対象とはされていない。したがって、

提供された施設及び区域である土地や公有水面の上空が提供の対象とな

るにとどまる。 

しかし実際には、(ｱ)米軍訓練空域の設定、(ｲ)米軍航空機のためのアル

トラブ（空域の一時的留保）の設定、(ｳ)米軍が使用し得る臨時留保空域の

設定、(ｴ)米軍による自衛隊訓練空域の使用、(ｵ)米軍が独自になす飛行訓

練ルートの設定等により、実質的には広大な米軍専用の「施設及び区域」

が空域に提供されているかのような実態となっている。 

② 米軍の訓練空域 

１９７２年５月１５日の日米合同委員会において、「１９７２年５月１

５日の沖縄の施設・区域に関する合同委員会覚書」及び覚書番号９５１を

含む施設分科委員会覚書が承認、署名されて、覚書番号９５１「海軍及び

空軍訓練区域の指定」が合意され（注 5-4）、同年６月１５日、陸上施設や

訓練区域（水域）と共に、沖縄周辺の訓練空域（空域）についても、範囲

（区域と高度制限）、用途、使用時間が防衛施設庁告示第１２号として告示

された。 

現在では、日本列島の周辺を取り囲むように、米軍が戦闘、射撃等の訓

練を行うための制限空域等が約４０か所設定されている（レンジ（Ｒ）、ウ

ォーニングエリア（Ｗ）と呼ばれる）。 

これら区域は、日米地位協定２条の規定により米国が使用を許されてい

る空域（土地等を提供施設区域とする際にその上空の空間も提供している

とされる空域）、及び日本国の領域近傍において、船舶、航空機等の航行の

安全を図る等のために区域を指定して米国が使用する空域として告示さ

れているもの（米軍使用空域）であると説明される。キャンプ・ハンセン

上空のような提供施設・区域の上空部分に該当するものは一部にすぎず、

多くは、日本の領海、領土上の上空の広範囲にわたる部分である。さらに、
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公海上の上空にも空域が設定されているが（マイク・マイク訓練区域など）、

そもそも、日本に、領空外の空域を米軍の訓練空域として確定する権限な

どないはずである。 

別紙図１「米軍及び自衛隊の訓練空域一覧図」 

別紙図２「沖縄周辺の米軍訓練空域・水域」 

③ アルトラブ（Altitude Reservation＝空域の一時的留保） 

国土交通省航空局航空管制機関が、米軍の要請に基づき、一定の空域を

一定の期間、航空管制上の通知でブロックして米軍航空機以外の航空機を

運航できなくし、軍事専用の空域とすることが行われており（「アルトラブ」

と呼ばれる。）、日米合同委員会「航空交通管制に関する合意」（「７５年合

意」。注 5-5）において、その設定の手続が合意されている。しかしアルト

ラブの件数や位置等の情報は公開されない。 

民間航空機は、悪天候時の回避ができなくなったり、迂回や低空飛行を

強いられたりするなどしており、アルトラブの設定は、民間航空機の運航

を制約する軍事空域の設定にほかならない。 

④ 岩国臨時留保空域（ＩＴＲＡ） 

岩国空域に接続して位置する四国沖及び日本海の上空広範囲にわたり、

岩国基地の米空母艦載機の訓練空域として、岩国臨時留保空域（ＩＴＲＡ）

が設定され、２０１６年１１月から利用されている。 

同空域は、米軍、自衛隊、民間が必要なときに使用できるとされ、国土

交通省交通局が一元管理する（別紙図３「岩国臨時留保空域（ＩＴＲＡ）」

参照）。 

⑤ 米軍による自衛隊訓練空域の使用 

横田空域内及び岩国空域内には、自衛隊訓練のために設定された高高度

訓練・試験空域と低高度訓練・試験空域とが重なる空域が存在し、米軍は

かかる空域を、射爆撃を伴わない戦技訓練のために使用している。自衛隊

訓練空域は航空の安全を確保するため防衛省と国土交通省の協議により

設定される空域であるが、米軍が自衛隊訓練空域を何らの制約も受けずに

使用できるとする根拠は不明である。 

⑥ 米軍による低空飛行訓練ルートの設定 

米軍は、日本全国を網羅するように、８本の低空飛行訓練ルートを設定

している（別紙図４「本土における米軍機の低空飛行訓練ルート（エリア）」

参照）。 
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奈良県十津川村ワイヤ切断事故（１９９１年１０月２９日）及び高知県

早明浦ダム墜落事故（１９９４年１０月１４日）を契機にその存在が判明

したものであるが、１９９９年１月、日米合同委員会は、「在日米軍による

低空飛行訓練について」を合意し（以下「低空飛行訓練合意」という。注

5-6）、米軍による低空飛行訓練を公式にも認めることとなった。 

低空飛行訓練は、ミサイル模擬弾を装着して行われ、高度な技術を要し、

危険を伴う訓練であり、地上への激しい爆音や衝撃波発生も伴う。低空飛

行訓練の実施等が公表されないことから、民間航空機とのニアミス、衝突

の危険や、自治体のドクターヘリ、防災ヘリの運航に対する危険を抱えて

いる。 

別紙図４「本土における米軍機の低空飛行訓練ルート（エリア）」 

別紙図５「米軍横田基地所属機の訓練飛行ルート」 

⑦ 米軍による空域の使用等に関する日本政府の見解とその変遷 

政府は、１９７５年３月の国会において、日米合同委員会で決定してい

ない場所における無断の演習の実施は、日米安保条約に違反するものであ

ることを明確に述べた（注 5-7）。 

しかしその後政府の見解は変遷し、１９８７年８月の衆議院特別委員会

では、米軍が日米安保条約の目的のため軍隊としての機能に属する諸活動

を一般的に行うということを当然の前提としていると答弁し（注 5-8）、１

９９４年の国会審議では、低空飛行訓練実施の法的根拠について、射爆撃

を伴わない通常の飛行訓練は、施設及び区域外の上空において行うことも

日米地位協定上認められている、と答弁した（注 5-9）。１９９９年１月に

は、「低空飛行訓練合意」がされ、低空飛行訓練は「日本で活動する米軍の

不可欠な訓練所要を構成する。」等とされた（注 5-6）。２０１２年７月の

参議院内閣委員会では、「自衛隊は、米軍が当該空域を使用することについ

て『認める』か否かを判断する立場にない。」との答弁がされている（注 5-

10）。 

なお、このような日本政府の主権行使を制約する方向への政府見解の変

更は、前述の米軍等に対する日本の法令の適用に関する政府見解の変更と

軌を一にしているものである。 

⑧ 他国における、他国軍隊の空域の使用、演習等の実施 

ア ドイツ（注 2-8） 

ボン補足協定４６条１項は、ドイツ当局の承認を条件として、駐留軍
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隊のドイツの空域での訓練の実施を認め、同条２項は、ドイツ空域にお

ける訓練の実施に関して、ドイツの法規、手続が適用されると規定する。 

訓練区域等の使用にはドイツ側の許可が必要であり（同５３条）、施設

外で演習を行うには、ドイツ国防大臣の同意が必要である（同４５条）。 

ドイツでは、民間機と軍用機の航空管制は統合されており、軍用空港

の離着陸に関してはそれぞれの軍が管制を行うが、それ以外はドイツ航

空管制が管制を行う。軍が訓練を行う場合には、ドイツ軍の規則に従い、

民間機との調整の中で空域の予約が行われる。低空飛行に関しても、ド

イツ航空法に基づくドイツ軍規則に従わなければならない（沖縄県報告

書。注 1-7）。 

イ イタリア（注 2-9） 

イタリアでは、米軍が使用する基地についてもイタリア軍司令官が基

地の統括権を有する（モデル実務取極６条１項）。米軍の活動がイタリア

の現行法を遵守していないと判断するときは、イタリア軍司令官は、米

軍司令官に忠告し、イタリアの上層当局からの助言を求める（同６条３

項）。米軍の部隊の訓練行動・作業行動は事前にイタリアの関係当局に通

告して調整・承認を受けなければならない（同１７条）。 

例えばイタリア北東部にあるアヴィアーノ基地では、米軍航空機の飛

行時間帯、飛行コースには、イタリア軍司令官や政府を通じて地元自治

体や住民の意向が反映されており、住居上空を飛ぶことはほとんどなく、

原則的な飛行時間帯も昼寝の時間帯を避けた午前１１時から午後１時、

午後４時から午後７時までとされ、夜間飛行訓練は行われていない。ま

た、例外的にこれら時間帯以外での飛行が必要となった場合には、事前

に地元自治体に通報され、新聞で地元住民に告知される仕組みにもなっ

ている。（注 5-11） 

ウ ベルギー 

ベルギーは、憲法で、外国軍隊の受け入れは法律に基づくことを規定

し、航空法は、外国籍の軍事用航空機が王国領域上空を飛行する場合の

ベルギー国防省の許可（３条）、国王による飛行禁止措置（４条）を規定

する（沖縄県報告書。注 1-7）。 

エ イギリス 

在英米軍は、米国及び英国の法律の両方に従うものとされ、英国国防

省は、飛行を禁止し、制限し、条件を課すことができるとされる。空域
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の利用は英国が優先権を持っており、外国軍が利用する場合には、２４

時間前に英国側に予約の申請が必要である（沖縄県報告書。注 1-7）。 

オ ユーロコントロール（欧州航空航法安全機構）は、空域は限られた資

源であるから有効活用すべきである、と強調し、ＩＣＡＯ（国際民間航

空機関）条約に署名した国においては、軍が空域を占用するようなこと

はあってはならず、外国軍機もそれぞれの国のＡＩＰ（航空路誌）の規

則に従わなくてはならないとする（沖縄県報告書。注 1-7）。 

⑨ 改正についての意見 

ア 日米地位協定２条が規定する「施設及び区域」の対象は「建物、工作

物等の構築物及び土地、公有水面」のみであって、「空域」は含まれない

ことを明記するとともに、空域についての合同委員会合意を見直し、告

示を撤回すること（意見の趣旨４(1)及び(2)） 

前述の領域（空）主権の絶対性に照らせば、領域（空）主権の及ばな

い空域の存在を認めるべきではない。日本も批准するシカゴ条約も、締

約国の航空機（軍の航空機は国の航空機とみなされる。）は、「特別協定

その他の方式による許可を受け、且つ、その条件に従うのでなければ、

他の国の領域の上空を飛行し、又はその領域に着陸してはならない。」と

定める（シカゴ条約第３条（c））。 

現在、明確な法的根拠もないまま告示などにより米軍の排他的使用を

認める空域を設定したり、米軍自身が自由に空域を設定したりして訓練

を実施しているという実態は改められなければならない。 

空域は、同協定２条が規定する「施設及び区域」には含まれず、日米

地位協定に基づく提供の対象ではないことを明記すべきである。 

そしてこれに伴い、日本政府は、米軍訓練空域に係る日米合同委員会

合意において合意し、米軍に使用を許すとして告示した米軍訓練空域の

うち、日米地位協定２条に基づき提供した施設及び区域の上空部分以外

の空域については、米国に対し合意の見直しを求め、告示を撤回すべき

である。 

イ 空域使用の許可について（意見の趣旨４(3)） 

米軍が日本国内の空域を訓練のために使用する場合は日本の主権に従

わなければならないことを前提とした上で、米軍が、訓練のために空域

を使用する必要があるときは、その都度、空域の範囲、使用する期間を

定めて、日本の許可を求め、許可がなされた範囲においてのみ、空域を
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使用できるとすべきであり、米軍が訓練のために空域を使用するために

は、その都度日本の許可が必要であることを明記すべきである。 

そして、日本政府は、民間航空交通の安全を図り、当該空域下の市民

の権利を保護することができる場合にのみ許可を与えることができ、米

軍に対して空域の使用を許可したときは、その旨を公表しなければなら

ないとすべきである。 

なお、２０１４年意見書では、「施設及び区域外での飛行訓練について

は、その場所的範囲や飛行条件等について日米合同委員会の合意によっ

て明確な使用条件を設定すべきである。」との意見を述べた。本意見書で

は、日米合同委員会において、「場所的範囲や飛行条件等」の使用条件が

あらかじめ設定されることを前提とし、右条件に従って使用する場合で

あっても、米軍は使用の都度日本の許可を求めなければならず、日本は、

民間航空交通、当該空域下の住民や自治体の安全を確保できないときに

はこれを許可してはならず、また空域の使用を許可したときは、その旨

を公表しなければならないとすべきであるとの意見を述べるものであ

る。 

(5) 米軍による航空交通管制の問題 

① 横田進入管制区（横田空域） 

ア 横田空域とは、東京、神奈川、埼玉、群馬、栃木、福島、新潟、長野、

山梨、静岡の上空、約７，０００メートルから約２，４５０メートルま

で、地表から６段階の高度区分で立体的に設定された進入管制区であり、

現在、横田基地の米軍が航空管制を行っている。 

  民間航空機は横田空域を通過する際一便ごとに米軍に飛行計画書を

提出する必要があることから定期便ルートを設定することができない。

そのため、羽田空港を使用する民間航空機は横田空域を回避して運航し

なければならず、非効率的で、航空路の渋滞を招き、ニアミスや衝突事

故のリスクを増加させている。 

  東京オリンピック・パラリンピックに向けた羽田空港国際線増便に伴

い、日米の合意の下、横田空域をごく一部通過する新たな飛行ルートが

設定され、横田空域の通過の管制は日本側が行うこととされて、２０２

０年３月末、新飛行ルートの運用が開始された。しかし、横田空域内で

は米軍の運用の妨げとならないよう通過高度を確保しなければならず、

横田空域を抜けて初めて高度を下げるため、羽田空港への進入角が３．
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４５度という他に例のない急角度で設定され、その危険性が指摘された

（その後、若干の改善がなされている。注 5-12）。 

別紙図６「横田空域の立体図」 

イ 横田空域における訓練の実施 

米軍は、横田空域の航空交通管制を行い、民間機の通過を制限するこ

とにより、横田空域を訓練エリアとして事実上専用している。 

(ｱ) 低空飛行訓練、対地攻撃訓練 

横田空域の北部（群馬・新潟・長野・栃木・福島県にまたがる山岳

地帯の上空）は、自衛隊の訓練空域（「エリアＨ」、「エリア３」）と米

軍「ホテル訓練空域」とが重なる。米軍は、この空域と群馬県前橋市

と渋川市の上空を中心に低空飛行訓練、対地攻撃訓練を実施してきて

いる。 

この地域では、厚木基地空母艦載機部隊（２０１８年３月岩国基地

へ移駐）による対地攻撃訓練により、ジェット機の騒音の被害に加え、

ジェット機の超音速飛行による衝撃波の発生、窓ガラスの破損、蛍光

灯の落下などの被害が生じていた。 

２０１８年１０月１日に横田基地にＣＶ２２オスプレイ５機が配備

された以降は、同機のホテル訓練空域での飛行も確認されている。 

(ｲ) パラシュート降下訓練 

横田基地では、２０１２年１月から、大規模なパラシュート降下訓

練が開始され、毎年、数百人規模の訓練が、夜間も含めて行われてい

る（注 5-13）。 

メインパラシュートが機能せず予備パラシュートのみでの降下、予

備パラシュートを収納するデプロイメントバッグが喪失する、等の事

故が発生しており（２０１９年 1 月８日、９日）、基地周辺の住宅地へ

の降下も起き得る。 

② 岩国進入管制区（岩国空域） 

ア 岩国空域は、山口、島根、広島、愛媛県の上空にあり、約７，０００

メートル～約４，３００メートルの階段状の高度区分がされた進入管制

区であり、岩国基地の米軍が航空管制を行っている（別紙図７「岩国空

域図」、同図８「在日米軍が管制する岩国空域」）。 

岩国空域下にある岩国錦帯橋空港（岩国市）と松山空港（松山市）で

は、民間機も米軍基地の許可がなければ離着陸できない。同空域の西側



32 
 

にある大分空港では、同空域を回避するためその上空を飛行し、空域を

通過後すぐに降下するため、急激な高度低下を余儀なくされている。 

このように民間航空交通が重大な制約を受け、民間機は非効率的かつ

危険度の高い運航を強いられ、事故発生の危険性が高まっている。 

イ 岩国空域における訓練の実態 

岩国空域内の自衛隊の訓練空域（「エリアＱ」、「エリア７」）は事実上

米軍専用の訓練空域と化している。（注 5-14） 

２０１７年１０月には岩国基地の北東の広島県北広島町の上空で、米

軍戦闘機が、「フレア（火災弾）」発射を伴う訓練を行い、近隣住民を不

安に陥れた。しかし防衛省は、米軍による陸地上空でのフレアの訓練は

日米地位協定違反に当たらないとの認識を示している（中国新聞２０１

７年１０月２１日。注 5-15）。 

③ 嘉手納ラプコン、沖縄アライバル・セクター 

沖縄進入管制空域（嘉手納ラプコン）の進入管制業務は米軍から日本に

返還されたが（２０１０年１０月３１日）、返還後も、米軍の飛行を想定し

た空域「アライバル・セクター」が設定されており、米軍航空機が普天間

基地や嘉手納基地に着陸する際、米軍関係者が那覇ターミナル管制所で管

制業務を実施している。 

この空域の設定により、民間航空機は那覇空港に発着する際、設定空域

下、すなわち約３００メートル以下の低高度を保たなければならず、危険

な運航を強いられている。 

④ 米軍による航空交通管制が実施された経緯 

米軍による進入管制の実施は、敗戦後、連合国総司令部が日本に対して

航空禁止令を発し、航空管制の実施を禁じたことに端を発している。 

１９５２年６月の日米合同委員会において、日本側が航空管制業務を安

全に実施できると認められるまでは在日米軍がこれを実施する旨の合意

がされ（５２年合意）、その後、以下のような日米合同委員会合意を経て、

航空管制権は日本側に返還された。 

１９５９年６月には、「米軍に提供している飛行場周辺の飛行場管制業

務、進入管制業務を除き、すべて、日本側において運営する」旨の合意が

され（５９年合意。注 5-16）、翌月、米軍飛行場管制業務及びその周辺の

進入管制業務を除き、航空交通管制業務が日本側に移管された。 

もっとも、沖縄については、１９７２年、沖縄飛行情報区内の管制業務
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は施政権返還前同様に米国政府が行う旨の合意がされた（沖縄航空交通管

制合意、７２年合意。注 5-17）。 

１９７５年５月には、「地位協定に基づきその使用を認められている飛

行場及びその周辺」においては米国政府が引続き管制業務を行うことが合

意された（航空交通管制に関する合意、７５年合意。要旨のみ公表。注 5-

5）。 

しかし、その後も横田進入管制区及び岩国進入管制区においては、「飛行

場及びその周辺」でないにもかかわらず、現在に至るまでなお米軍による

進入管制業務が行われ、前述のとおり事実上米軍の専用空域と化している

というべき状況が続いている。 

⑤ 改正についての意見（意見の趣旨４(4)） 

日米地位協定６条１項は、米軍が提供された飛行場の飛行場管制を行う

ことを許容する根拠とはなり得ても、米軍に横田空域及び岩国空域のよう

な広範な範囲における進入管制権を認める根拠となり得るものではない。 

領域（空）主権の原則に照らせば、米軍が管制業務を行うことができる

のは米軍専用飛行場における飛行場管制業務のみであるというべきであ

るから、日米地位協定６条にその旨を明記するとともに、日本は、横田進

入管制区及び岩国進入管制区における進入管制の権限の返還を受けるべ

きである。 

(6) 米軍の航空機による被害の実状 

① 騒音被害 

米軍航空機騒音は激甚である。例えば嘉手納基地における米軍機騒音は、

最高音は１１２．７㏈（聴力機能に障害が出るといわれる。）にも達し、７

０㏈以上の騒音の年間の発生回数は２万２，０００回を超える（２０２０

年度測定結果）。岩国基地では、騒音の最高音は１０８㏈（自動車のクラク

ションを間近で聞くに相応する。）にも達し、１００㏈を超える騒音は多く、

７０㏈以上の騒音の年間の発生回数は１万１，０００回を超える（２０１

９年度測定結果）。 

ＷＨＯ欧州事務局は航空機騒音から市民の健康を守るためのガイドラ

イン値を策定しているが、米軍飛行場周辺はかかる基準値をはるかに超過

している。 

米軍基地周辺では、騒音被害を解消するために、米軍機及び自衛隊機の

飛行差止めと損害賠償を求める訴訟が１９７６年に提訴されて以後、現在
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まで、絶えることなく訴訟が繰り返されてきている。いずれの訴訟におい

ても航空機騒音が基地周辺住民らの受忍限度を超えて違法であるとの判

決が確定しているにもかかわらず、騒音被害は今もなお数十年間解消せず

継続している。 

日米合同委員会では、厚木海軍飛行場騒音規制（１９６３年９月。注 5-

18）、横田飛行場騒音規制（１９６４年４月。注 5-19）、嘉手納飛行場及び

普天間飛行場における航空機騒音規制措置（１９９６年３月。注 5-20）と

いう４基地に関する騒音規制に係る合意がなされている。しかし、これら

合意は、「運用上の必要」、米軍の「態勢を保持する上で緊要と認められる

場合を除き」等の包括的な例外規定を設けているため全く実効性がなく、

米軍に対する禁止規範足り得ていない。 

② 墜落や部品落下等の事故 

米軍基地周辺では、米軍航空機が墜落し、市民が巻き添えになる事件も

多発している。 

岩国基地所属中型爆撃機が民家に墜落し、民家が焼失し、市民３名が死

亡する事故（１９５０年９月２７日）、沖縄県石川市（旧）の宮森小学校に

米軍戦闘機が墜落し、児童１７名が死亡する事故（１９５９年６月３０日）、

厚木基地所属ファントム戦闘機が横浜市緑区の民家に墜落、炎上して幼児

２名が死亡、重傷を負った母も後に死亡した事故（１９７７年９月２７日）

など、重大な墜落事故が多数発生し、多くの市民が命を落としている。 

不時着、緊急着陸事故や航空機の部品落下事故は頻繁に生じている。（以

上、別紙「米軍機墜落、緊急着陸、部品落下等一覧表」参照）。 

③ 施策の提言―航空機騒音低減のための協議の実施と情報提供 

ア 米軍航空機の運航についての情報公開（意見の趣旨４(5)） 

  先に紹介したとおり、イタリアやドイツでは、米軍機の運航について

実効的な規制がなされるとともに、その運航状況についての情報提供も

なされている。これに対して、日本では米軍航空機の運用実態は明らか

にされず、合意された各騒音規制も遵守されているとは言えない。 

  そこで、まず、日本政府は、米軍航空機の運航に関し、現行の騒音規

制の実施状況を検証し、深夜早朝の飛行等の例外的とされる飛行の運用

状況につき、その理由を米軍に照会し、これらの結果を定期的に公表す

ることとすべきである。また、日本政府は、米軍との間で、米軍航空機

の運航に関し、深夜早朝の例外的飛行がなされる場合には事前に米軍か
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ら個別の運航ごとの情報提供を受ける仕組みを構築し、当該情報を直ち

に関係地方公共団体に伝達するようにすることとすべきである。 

イ 地域協議機関での情報提供と協議（意見の趣旨３(6)） 

  さらに、日本政府は、環境保全に関する事項で述べた関係地方公共団

体も参加する米軍との協議機関を設置し、その下で、米軍に対し、米軍

飛行場周辺地方公共団体に対する年間飛行回数等米軍航空機の運航に

係る情報の提供を求め、騒音の低減を図るとともに、米軍航空機事故防

止を図るため、関係地方公共団体との協議を行っていくべきである。 
 

６ 米軍航空機墜落事故等への対応（日米地位協定１７条、２３条関係） 

―事故現場の統制権限が日本側にあることの徹底、事故の協同調査と米軍か

らの情報開示など― 

(1) 日米地位協定及び関連合意の定め 

① 日米地位協定の定め 

  米軍航空機事故への対応について関連する日米地位協定上の条項を見る

と、１７条１０項（b）は、米軍の基地外での警察権行使につき、日本当局

との取極に従い、日本当局との連絡の下に行うこと、米軍の秩序・規律維

持のために必要な範囲内に限ること、と定め、同条６項（a）は、犯罪捜査

と証拠の収集は日米間の「相互援助」によるとする。 

  また、２３条は、米軍が基地外で財産保全活動をするには米軍と日本側

の協力によるものとしている。 

② 合意議事録 

  日米地位協定１７条１０項（a）（b）に関する合意議事録２項は、基地外

であっても米軍の財産については米軍が同意しない限り日本側は捜索・差

押の権限を行使しないとしている。 

③ 日米合同委員会合意 

  航空機事故対応に関する日米合同委員会合意は主に次のとおりである。 

ア 「刑事裁判管轄権に関する事項」（１９５３年１０月、注 6-1）２０項 

米軍航空機が墜落または不時着したときは、米軍の代表者は事前の承

認なくして公有地・私有地に立ち入ることが認められる。また、現場の

統制は日米双方が共同して行う。 

イ 「航空交通管制」（前記５２年合意及び５９年合意「(2)航空機の事故

調査」、注 6-2） 
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日本が事故調査の責任を負う施設又は日本の人員を含まない航空機事

故について、日本政府は責任を負わない。 

ウ 「米軍航空機の事故調査報告書の公表について」（１９９６年１２月２

日、注 6-3） 

(ｱ) 日本政府が日米合同委員会を通じて要請を行うときは、米国政府は

米軍航空機の事故調査報告書の公表可能な写しを提供し、日本政府は

その報告書の内容を公開できる。 

(ｲ) 米側からの提供は、原則として日本側の要請から６か月以内になさ

れるものとされるが、米国政府は、６か月以内に準備できない場合は

３か月ごとに調査終了の見込日について通知すれば足りる。 

エ 「日本国内における合衆国軍隊の使用する施設及び区域外での合衆国

軍用航空機事故に関するガイドライン」（米軍航空機事故ガイドライン、

２００５年４月１日、注 6-4） 

  米軍航空機による事故の現場の立入規制の方法としては、立入り自体

を原則として禁止する内周規制線と、見物人などの安全確保や円滑な交

通確保の目的で設定される外周規制線を設ける。外周規制線の管理は日

本側当局が行い、内周規制線の管理は日米双方で行う。内周規制線内へ

の立入りは、日米双方の責任者の相互の同意によって行う。 

オ 米軍航空機事故ガイドラインの改定（２０１９年７月２５日、注 6-5） 

この改定では、立入りの対象者については「迅速かつ早期の立入りが

行われ」との文言が付加された。 

(2) 民間航空機や自衛隊航空機の墜落事故等の調査手続との比較 

  民間航空機の事故については、運輸安全委員会設置法等にのっとって事故

原因の調査が行われ、調査報告書は公開しなければならない（同法２５条）。 

  自衛隊航空機の墜落事故については、航空事故調査及び報告等に関する訓

令（防衛庁訓令第３５号）により同法上の手続に類似した調査手続が設けら

れている。ただし、公開を義務付ける規定はない。 

これに対して、航空法特例法は運輸安全委員会設置法を適用除外とはして

いないので米軍航空機事故にも同法が適用されるはずであるが、実際には前

記の各日米合同委員会合意（注 6-2、6-3）によって処理されている。 

(3) ２０１４年意見書以降の現状 

① ２０１４年意見書の概要 

２０１４年意見書（注 1-1）では、意見の趣旨６（１７条関係）(6)にお
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いて、米軍航空機事故について、原則として日本の当局が事故現場の統制

を行い、すべての捜索、差押え又は検証を行う権限を有するとすべきこと

を提言した。かかる提言を行ったのは、米軍航空機の墜落事故が起きた場

合、米軍は法的根拠もなく日本側の立入りを拒否してきたからである。 

２００４年８月に沖縄県宜野湾市で起きた沖縄国際大学ヘリコプター

墜落事故では、沖縄県警が米軍に共同現場検証を申し入れたが、米軍は拒

否して現場を封鎖した後一方的に機体を撤去した。沖縄県警が墜落現場に

立ち入ったのは事故から６日後であり、米軍からは乗員の氏名さえも明か

されなかった。 

日米地位協定１７条１０項（b）によれば米軍が基地外で一方的に警察権

を行使することはできないはずであり、米軍の対応は同項に違反しており、

また、同条６項（a）の日米「相互援助」の規定にも違反するものであった。

さらに、現場の統制は日米双方が共同して行うという前述の「刑事裁判管

轄権に関する事項」２０項にも違反していた。 

② ２０１４年意見書以降に発生した墜落事故時の米軍の対応 

ア 沖縄県名護市安部の米軍オスプレイ墜落事故（２０１６年１２月） 

  この事故で海上保安庁が現場検証を行ったのは、米軍が機体を撤去し

た後だった。日本側は米軍に機長の氏名等の情報提供を求めたが、米軍

からは回答がなされなかった。 

イ 沖縄県東村高江の米軍ヘリコプター墜落事故（２０１７年１０月） 

  この事故で沖縄県警は事故から６日後まで墜落現場に立ち入れず、こ

のときには既に米軍が機体を撤去していた上、米軍が土地所有者に無断

で土壌を持ち去るという問題も発生した。 

③ 事故情報の提供・公開の実情 

   事故情報の米軍からの通報や、米軍から事故調査報告書の提供を受けた

日本政府による説明・公開の在り方にも、国民の安全や知る権利の観点か

ら看過し得ない問題が生じている。 

ア 「原則６か月以内」ルールの実情 

  高江のヘリコプター墜落事故では、事故から１年以上経過した２０１

８年１２月１８日付けで防衛省のウェブサイトに米軍からの情報提供

の概要が記載されたのみである。２０１８年１２月の高知県沖での米軍

航空機２機の接触・墜落事故では、米軍が調査報告書を日本側に提供し

たのは事故から９か月後であった。このように、「原則６か月以内」とい
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う米軍による報告書提出というルールは形骸化している上、事故調査が

米軍任せになっている。 

イ 米軍からの事故通報の実情 

   ２０１６年４月、沖縄本島上空で米軍の戦闘機と空中給油機が接触す

る事故が起きたが、米軍は当時この事故を日本側に通報しておらず、３

年後に別の事故調査報告書の中で言及されたことで、初めて日本側の知

るところとなった（注 6-6）。 

ウ 日本政府から地方公共団体への事故調査報告書の内容説明の実情 

  前述の高知県沖の米軍航空機の衝突・墜落事故について、米軍は調査

報告書を２０１９年９月下旬に日本政府に提供したが、これを受けて防

衛省は、同年１０月中旬に高知県など関係地方公共団体に対してその概

要を説明した。米軍報告書では、事故原因の一つとして軍内部の規律違

反（手放しの操縦や飛行中の読書など）の横行が挙げられていたが、防

衛省からは、この点についての詳細な説明がなされていなかった（注 6-

7）。このように、米軍から提供された報告書の内容についても日本政府

がその全てを説明・公表をしないという事態が起きている。 

④ 米軍航空機事故ガイドライン改定の評価 

２０１９年に改定された米軍航空機事故ガイドライン（注 6-5）では、

立入対象者の「迅速かつ早期の立入りが行われ」との文言が付加された。

しかし、米側の同意が必要な点は従来どおりである。 

(4) 他国の地位協定の規定及び運用 

① ドイツ 

ドイツでは、ドイツ側も米軍と共同で事故調査ができ、地元の首長にも

調査状況が逐一伝えられる（注 6-8）。事故機体の調査と報告書の作成は米

軍が行うが、調査委員会にはドイツ軍も入り、調査費用は米側が負担して

いる（注 6-9）。 

また、ドイツでは、事故現場の規制はドイツ当局が行うが、その根拠と

考えられるのが、ＮＡＴＯ協定ＳＴＡＮＡＧ３５３１（事故処理のための

標準化協定）である（注 6-9）。同協定は、各ＮＡＴＯ諸国に対して、自国

領域内における他のＮＡＴＯ諸国航空機による事故、及び他のＮＡＴＯ諸

国における自国航空機の事故を調査する権利を認めており、これは他のＮ

ＡＴＯ加盟国でも同じである。 

② イタリア 
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イタリアでは、更に進んでイタリア当局が証拠品を押収もしている。１

９９８年１０月に発生したチェルミス渓谷での米軍航空機の低空飛行に

よるロープウェイケーブル切断事故では、イタリアの地元警察がフライト

レコーダーなどの証拠品を押収するなどして主体的に捜査し、事故調査委

員会はイタリア側が設置して米軍もこれに協力した（注 6-10）。 

③ イギリス 

２０１４年１月にイギリスで起きた米軍ヘリ墜落事故では、地元警察が

現場に規制線を張り、現場検証もイギリス側が主導して行った。その後も

米軍は英国側の調査に協力し、米軍による機体の回収は地元警察の現場検

証終了後だった（注 6-11、6-12）。 

(5) 改正についての意見 

① 事故現場の統制権限が日本側にあることの徹底（意見の趣旨５(1)） 

 米軍基地外での米軍航空機の事故について、２０１４年意見書で述べた

とおり、日本の当局に事故現場の統制権限があることを改めて確認し、米

軍は私有地・公有地に無断で立ち入ることはできず、私物を持ち去ること

もできないことを徹底すべきである。 

  そして、その障害となっている日米合意はいずれも改められるべきであ

る。日米地位協定１７条１０項（a）（b）に関する合意議事録２項が基地外

であっても米軍の財産については米軍が同意しない限り日本側は捜索・差

押の権限を有しないこととしているのは、同条１０項（b）、6 項（a）の規

定を米軍側に有利に変更するものであるから、これを廃止すべきである。

米軍航空機事故ガイドラインも、以上を踏まえたものに改めるべきである。 

② 事故の共同調査と米軍からの情報開示（意見の趣旨５(2)） 

  航空機の墜落事故や部品落下などの重大事故は深刻な人命への危険をも

たらすものであるから、公正な機関により事故原因が究明され、再発防止

の措置が採られなければならない。少なくとも米軍基地外における米軍航

空機墜落事故等については、日本政府の所管機関と米軍が共同で調査を行

うことを原則とし、日本側からの事故情報開示請求権及びこれに対応する

米側の迅速な応諾義務を明記すべきである。また、日本政府は、米軍から

提供を受けた情報を公表することが明記されるべきである。 

 
７ 日米合同委員会（日米地位協定２５条関係） 

 ―日米合同委員会が協議、決定できる範囲の明確化、合同事項の原則公開な
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ど― 

(1) 日米地位協定上の日米合同委員会の位置付け及び同委員会が合意できる範

囲 

① 日米合同委員会の位置付け 

日米地位協定２５条に基づき日米両政府の代表者各１名で構成される

合同委員会は、我が国における米軍の基地使用及び軍事活動に関する具体

的な運用について協議する機関である。 

② 日米合同委員会が協議及び決定できる範囲 

ア 米地位協定の枠内であること 

日米地位協定２５条１項が「協議機関として、合同委員会を設置する。」

と定めているとおり、日米合同委員会は、日米地位協定の実施に関する

事項を協議し、決定するための機関にすぎない。したがって、日米合同

委員会において合意された事項は、日米地位協定の実施細則としての性

格を有するにとどまる。換言すれば、同委員会は、日米地位協定を超え

て日本の主権を侵害する合意をすることはできない。 

イ 日本国法令の範囲内であること 

また、極めて当然のことながら、国内法令上の根拠なくして、国民に

対して権利を制限し、あるいは義務を課すことはできない。 

(2) 日米合同委員会の権限を超えた合意 

日米合同委員会は、あくまでも前記範囲内の「協議機関」にすぎないにも

かかわらず、同委員会は、以下のとおり協議可能な範囲を逸脱した協議を行

い、かつ合意をしている。 

① 「在日米軍による低空飛行訓練について」 

前記「低空飛行訓練合意」（注 5-6）のとおり、日米合同委員会は、１９

９９年１月１４日、日本国内における米軍航空機の低空飛行訓練の実施を

「公表することに合意」した。「公表することに合意」された低空飛行訓練

合意は、具体的な飛行制限等の基準を設けておらず、米軍の判断で自由に

低空飛行訓練ルートを設定することができることとなっている。その結果、

米軍は、アメリカ本土では実施できない住宅地上空などでの低空飛行訓練

を日本各地で実施している。その上、十津川村ワイヤ切断事故や早明浦ダ

ム墜落事故などの重大事故を始め様々な事故が発生している。 

低空飛行訓練は、日本国内を自由に米軍航空機が飛行することを認めて

いる点で明らかに日本の領域主権を侵害するものである。 
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② 米軍航空事故ガイドライン 

日米地位協定第１７条１０（a）及び１０（b）に関する合意議事録２項

に基づき、日本は、米軍が同意した場合を除いて、米軍の財産に対する捜

索、差押え又は検証を行うことができないとされている。さらに、前記米

軍航空機事故ガイドライン(6)（２０１９年７月改正、注 6-5）に基づき、

事故現場至近の内周規制線の内側では米軍のみが活動し、外周規制線を日

本の関係当局が管理（外周規制線での立入規制）するという実態が生じて

いる。 

③ 刑事事件に関する主権侵害を伴う合意 

刑事事件の処理に関しても、日本の主権侵害を伴う合意がされている。

なお、これらの合意は当時いずれも公開されておらず、関係資料等から合

意の存在が明らかとなったものである。 

例えば、１９５３年には米軍被疑者の身柄不拘束が合意され（１９５３

年１０月２２日付け日米合同委員会裁判権小委員会刑事部会議事録「身柄

引渡合意」）、米軍関係者の犯罪事件のうち日本にとって実質的に重要な事

件以外は日本は第一次裁判権を行使しないとする合意もされた（１９５３

年１０月２８日付同部会議事録「裁判権放棄合意」、注 7-1）。 

④ 航空管制に関する合意 

前述のとおり日本国内には横田空域及び岩国空域といった米軍が排他

的に使用することができる空域が設定されており、同空域における航空管

制は米軍に委任されている（航空交通管制に係る７５年合意など）。その結

果、日本の領域（領空）主権は制限された状態にある。 

(3) 日米合同委員会合意の問題点 

日米地位協定の範囲を逸脱した日米合同委員会合意には、以下のような問

題点が存在する。 

① 国民の権利制限を伴っていること 

日米合同委員会合意により低空飛行訓練が容認され、米軍が自ら設定し

たルートにおいて自由に低空飛行訓練を実施している結果、同ルート下に

居住する住民は爆音、衝撃音被害に曝され続けている。すなわち、我が国

の国民は、日米合同委員会合意によって平穏に生活する権利を制約されて

いる。 

② 領域（領空）主権の制限を伴っていること 

我が国の領空には米軍航空機が排他的又は優先的に使用することがで
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きる広大な空域が存在し、進入管制まで米軍に委ねる空域までも存してい

る。すなわち、日米合同委員会は、我が国の領域（領空）主権を制限する

合意を締結している。 

③ 法治主義に反すること 

日米合同委員会は、我が国の法律による制限を超えた合意を行い、それ

に基づいて米軍は活動している。すなわち、日米合同委員会が立法行為を

行っているに等しい実態が存在しているが、これは法治主義（憲法４１条）

に反する。 

(4) 日米合同委員会合意に民主的統制を及ぼすべきこと 

① 民主的統制が及んでいないこと 

憲法前文は、「主権が国民に存すること」及び「国会における代表者を通

じて行動すること」を定めている。国民主権を実現し、かつ、国会におけ

る代表者を通じて行動するためには、広く国民に対して情報が公開され、

それに基づき国民が判断できる制度的担保が存在している必要がある。 

しかし、日本政府によれば、日米合同委員会の議事録及び合意文書は非

公開・非公表とすることが合意されているという。すなわち、主権者たる

日本国民もその代表者である国会議員も、日米合同委員会の審議過程はお

ろか合意事項さえも知ることができない。その結果、日米合同委員会合意

によって米軍に日米地位協定の規定を超える過度な利益が与えられてい

ないか、日本国民の生命、身体及び財産が不当に制限されていないか、環

境の悪化が生じていないかなどの検証をすることが不可能又は著しく困

難な状態となっている。 

② 非公開とされてきた日米合同委員会合意の実例 

これまでも、非公開とされてきたものの後に公開され、また米国におけ

る情報公開その他によって明らかになってきた日米合同委員会合意は少

なくない。 

例えば沖縄の日本復帰時の１９７２年５月１５日、日米安保条約下にお

いて引き続き米軍基地として提供する沖縄県内の施設及び区域の使用条

件が合意されたが、その合意内容（５・１５メモ）は、１９９７年まで公

表されなかった（注 7-2）。 

③ 民主的統制を及ぼすべきこと 

前記のとおり、日米合同委員会では、我が国の主権及び国民の権利を制

限する内容が合意されている。これらの合意が非公開・非公表とされ、民
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主的統制が及ばないとすることを許容してはならない。そのため、以下に

述べる改正を行い、日米合同委員会を民主的統制下に置くべきである。 

(5) 日米合同委員会のあり方についての改正意見 

① 日米合同委員会を本来の位置付けに戻すべきこと（意見の趣旨６(1)） 

外交は、国会の民主的統制の下、内閣によって行われなければならない。

また、立法府ではない日米合同委員会が日米地位協定という条約の規定を

逸脱した解釈・運用を決定することは、法治主義（憲法４１条）、権力分立

に反する。加えて、日米合同委員会の決定事項が憲法の特定の条項に違反

する内容を有していた場合、裁判所の法令審査権（憲法８１条）を無力化

させることになる。 

そこで、日米合同委員会は、日米地位協定が定める本来の姿である「協

議機関」としての位置付けに戻すべきである。そのために、日米合同委員

会の権限は、日米地位協定及び日本の国内法の範囲内において日米間で実

務的な協議をし、実施細則を決定することに限られる旨を日米地位協定に

明記すべきである。 

② 事後的な検証を可能とすべきこと（意見の趣旨６(2)） 

日米合同委員会を協議機関としての本来の位置付けに戻したとしても、

日米合同委員会で非公開のまま合意がなされてしまえば、主権者たる国民

も国会議員すらも把握することができないうちに主権侵害や国民の権利

侵害が行われてしまう実態に変わりない。したがって、日米合同委員会合

意は原則として公開すべきである。 

もっとも、日米合同委員会が安全保障に関わる日米地位協定の運用に係

る協議機関であることからすれば、即時に全ての合意事項を公表すること

は現実的ではない場合があり得る。 

そこで、 

ア 日米合同委員会の合意内容は原則公開とし、国民の権利に影響を及ぼ

す事項については例外なく公開し、 

イ 例外的に非公開とする場合でも、事後的な検証を可能にするため、一

定期間経過後は必ず公開すべき制度を構築すべきである。 

ウ また、合同委員会における過去の合意内容についても前記同様とすべ

きである。 

以上 
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図１ 「米軍及び自衛隊の訓練空域一覧図」（防衛省提出資料） 

  塩川鉄也衆議院議員ウェブサイトより 

  http://www.shiokawa-tetsuya.jp/field/img/140613kuuiki-ichiran.pdf 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



図２ 「沖縄周辺の米軍基地訓練空域・水域」 

沖縄県作成「沖縄の米軍基地」（平成３０年１２月）より 

https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/chijiko/kichitai/documents/0mokuji.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



図３ 岩国臨時留保空域（ＩＴＲＡ） 

  リムピース ウェブサイトより 

   http://www.rimpeace.or.jp/jrp/sora/2018airspace01.html 

 
図４ 本土における米軍機の低空飛行訓練ルート（エリア）（塩川哲也事務所作

成資料） 

塩川鉄也衆議院議員ウェブサイトより 

http://www.shiokawa-tetsuya.jp/modules/spaw2/uploads/files/140905teikuu-kunr

en.pdf 

 



図５ 米軍横田基地所属機の訓練飛行ルート 

しんぶん赤旗２０１６年１１月２日より 

   https://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-11-02/2016110201_02_1.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図６ 横田空域の立体図 

国土交通省「航空機の安全かつ効率的な運航について」より 

  https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/12/120226/04.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



図７ 岩国空域図 

全日本民医連ウェブサイト２０１４年３月１日記事より 

https://www.min-iren.gr.jp/?p=16869 

 
 
 
 
図８ 在日米軍が管制する岩国空域 

中国新聞２０１８年４月１７日より 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/blog/?p=82114 

 
 







（ ）は設置年月日

（注）以下「代表」及び「議長」は、日本側代表・議長を示す。

気象分科委員会 (昭35.6.23) 海上演習場部会

　　代表　気象庁長官 　　議長　水産庁漁政部長

基本労務契約・船員契約紛争処理小委員会 (昭35.6.23) 建設部会

　　代表　法務省大臣官房審議官 　　議長　防衛省地方協力局在日米軍協力課渉外班長

刑事裁判管轄権分科委員会 (昭35.6.23) 港湾部会

　　代表　法務省刑事局公安課長 　　議長　国土交通省港湾局長

契約調停委員会 (昭35.6.23) 道路橋梁部会

　　代表　防衛省地方協力局在日米軍協力課渉外調整官 　　議長　国土交通省道路局長

財務分科委員会 (昭35.6.23) 陸上演習場部会

　　代表　財務省大臣官房審議官 　　議長　農林水産省経営局長

施設分科委員会 施設調整部会

　　代表　防衛省地方協力局在日米軍協力課長 (昭35.6.23) 　　議長　防衛省地方協力局在日米軍協力課長

周波数分科委員会 (昭35.6.23) 施設整備・移設部会

　　代表　総務省総合通信基盤局長 　　議長　防衛省地方協力局在日米軍協力課整備調整官

出入国分科委員会 沖縄自動車道建設調整特別作業班

　　代表　出入国在留管理庁出入国管理部長 (昭35.6.23) 　　議長　防衛省地方協力局在日米軍協力課渉外班長

調達調整分科委員会 (昭35.6.23) SACO実施部会

　　代表　経済産業省貿易経済協力局長 　　議長　防衛省地方協力局再編推進室長

通信分科委員会 (昭35.6.23)

　　代表　総務省総合通信基盤局長

民間航空分科委員会 (昭35.6.23)

　　代表　国土交通省航空局交通管制部長

民事裁判管轄権分科委員会 (昭35.6.23)

　　代表　法務省大臣官房審議官

日米合同委員会 労務分科委員会 (昭35.6.23)

　日本側代表　外務省北米局長 　　代表　防衛省地方協力局労務管理課長

　　代表代理 航空機騒音対策分科委員会 (昭38.9.19)

　　　法務省大臣官房長 　　代表　防衛省地方協力局安全対策室長

　　　農林水産省経営局長 事故分科委員会 (昭38.1.24)

　　　防衛省地方協力局次長 　　代表　防衛省地方協力局参事官（訓練・安全担当）

　　　外務省北米局参事官 電波障害問題に関する特別分科委員会 (昭41.9.1)

　　　財務省大臣官房審議官 　　代表　防衛省地方協力局在日米軍協力課渉外調整官

車両通行分科委員会 (昭47.10.18)

　　代表　国土交通省道路局長

　米側代表　在日米軍司令部副司令官 環境分科委員会 (昭51.11.4)

　　代表代理 　　代表　環境省水・大気環境局総務課長

　　　在日米大使館公使 環境問題に係る協力に関する特別分科委員会 (平14.11.27)

　　　在日米軍司令部第五部長 　　代表　外務省北米局審議官

　　　在日米陸軍司令部参謀長 日米合同委員会合意の見直しに関する特別分科委員会 軍属作業部会

　　　在日米空軍司令部副司令官 　　代表　外務省北米局日米地位協定室長 (昭53.6.29) 　　 議長　外務省北米局日米地位協定室長

　　　在日米海軍司令部参謀長 刑事裁判手続に関する特別専門家委員会 (平7.9.25) 　　 議長　防衛省地方協力局在日米軍協力課渉外調整官

　　　在日米海兵隊基地司令部参謀長 　　代表　外務省北米局参事官

訓練分科委員会 (令4.1.28)

　　代表　防衛省防衛政策局日米防衛協力課長

事件・事故通報手続に関する特別作業部会 (平9.3.20)

　　代表　外務省北米局日米地位協定室長

事故現場における協力に関する特別分科委員会 (平16.9.14)

　　代表　外務省北米局参事官

在日米軍再編統括部会 (平18.6.29)

　　代表　外務省北米局日米安全保障条約課長

　　　　　　防衛省防衛政策局日米防衛協力課長

検疫・保健分科委員会 (令4.1.28)

　　代表　外務省北米局日米地位協定室長

　　　　　　厚労省医薬・生活衛生局検疫所業務課長
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