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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

Agreement to Supplement the Agreement between the Parties to the North Atlantic
 

Treaty regarding the Status of their Forces with respect to Foreign Forces
 

stationed in the Federal Republic of Germany

1959年８月３日にボンにて署名

1971年10月21日，1981年５月18日，1993年３月18日改正

本間 浩訳

ベルギー王国、カナダ、フランス共和国、ド

イツ連邦共和国、オランダ王国、グレート・ブ

リテン及び北アイルランド連合王国並びにアメ

リカ合衆国は、

「三国とドイツ連邦共和国との関係に関する

条約」（1954年10月23日にパリで署名された「ド

イツ連邦共和国における占領体制の終了に関す

る議定書」の付表Ⅰにより改正）第８条第１項

ｂが，三国の軍隊及びその他の諸国の軍隊で

あってドイツ連邦共和国の領域内に駐留するも

のの権利及び義務を定める新たな取極の締結を

予定していることを考慮し、

その規定に従えば，新たな取極は1951年６月

19日にロンドンで署名された「北大西洋条約当

事国間の軍隊の地位に関する協定」に基づくも

のであること、及び同協定がドイツ連邦共和国

に駐留する軍隊に関して存在する特別な条件に

鑑みて必要とされる規定により補足されるもの

であることを考慮し、

北大西洋理事会が、「北大西洋条約当事国間の

軍隊の地位に関する条約」第18条第３項に従っ

て、この新たな取極の全当事国が同取極を批准

し又は承認した後においてのみ効力が発生する

ことを条件として、ドイツ連邦共和国の同協定

への加入を承認することを決定したことを考慮

し、

「北大西洋条約当事国間の軍隊の地位に関す

る協定」の前文第２項も，同協定を補足する個々

の取極の締結を規定していることを考慮し、

1954年10月23日にパリで署名された「ドイツ

連邦共和国における占領体制の終了に関する議

定書」の署名国により1959年８月３日にボンで

署名された協定に従い、「ドイツ連邦共和国内の

外国軍隊及びその構成員の権利義務に関する条

約」、「財政条約」、並びに前記議定書によって改

正された「軍隊及びその構成員の租税の取扱い

に関する協定」が、新たな取極の発効と同時に

効力を失うことを考慮し、

それによって、北大西洋共同体を引き続き強

化することを希望して、

次のように合意した。

第１条

1951年６月19日にロンドンにおいて署名され

た「北大西洋条約当事国間の軍隊の地位に関す

る協定」（以下「NATO軍地位協定」と略す。）

は、ドイツ連邦共和国（以下「連邦共和国」と

略す。）の領域にあるベルギー王国、カナダ、フ

ランス共和国、オランダ王国、グレート・ブリ

テン及び北アイルランド連合王国並びにアメリ

カ合衆国の軍隊の権利義務に関して、本補足協

定の規定によって補足される。

第２条

１ 別段の定めがない限り、本協定において

（1993年改正）
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⒜ 「ドイツ人」とは、ドイツの法令の意味

におけるドイツ人とされる者をいう。

⒝ 「署名議定書」とは、本協定に関する署

名議定書をいう。

⒞ 「軍隊条約」とは、1954年10月23日にパ

リで署名された「ドイツ連邦共和国におけ

る占領体制の終了に関する議定書」付表Ⅱ

によって改正された「ドイツ連邦共和国に

ある外国軍隊及びその構成員の権利義務に

関する条約」をいう。

⒟ 「連邦徴発法」とは、1956年10月19日の

「連邦徴発法」（連邦法律公報1956年第１巻

815ページ）をいう。

⒠ 「軍事保護地帯法」とは、1956年12月７

日の「軍事的防衛を目的とする不動産の制

限に関する法律」（連邦法律公報1956年第１

部899ページ）をいう。

⒡ 「土地調達法」とは、1957年２月23日の

「防衛を目的とする土地調達に関する法

律」（連邦法律公報1957年第１部134ページ）

をいう。

⒢ 「航空交通法」とは、1959年１月10日の

公示の文言に示された「航空交通法」（連邦

法律公報1959年第１巻９ページ）をいう。

２⒜ 軍隊の構成員若しくは軍属の近親者で、

NATO軍地位協定第１条第１項⒞号の定

義には該当しないが、経済上又は健康上の

理由で前記の構成員若しくは軍属に依存

し、実際に扶養され、構成員若しくは軍属

の占有する住居に同居し、かつ軍隊当局の

同意を得て連邦領域にある者は、前記規定

の意味における家族とみなされ、かつその

ような者として取り扱われる。

⒝ 軍隊の構成員又は軍属が死亡するか又は

転任のために連邦領域を離れる場合、本項

⒜号にいう近親者を含めて当該構成員又は

当該軍属の家族は，連邦領域にある間に限

り、死亡後又は転任後の90日間はNATO

軍地位協定第１条第１項⒞号の意味におけ

る家族とみなされ、かつそのような者とし

て取り扱われる。

第３条

１ 北大西洋条約によって条約締約国に課され

ている相互援助の義務に従って、ドイツの当

局及び軍隊の当局は、NATO軍地位協定及

び本協定の履行を確保するために緊密に協力

する。

２ 本条第１項に定める協力は、特に次の事項

に及ぶ。

⒜ 連邦共和国、軍隊派遣国及び軍隊の財産

の安全を促進し、かつ確保し、及びそれを

防護すること、とりわけこれらの目的上重

要なすべての情報の収集、交換及び保護

⒝ ドイツ人、軍隊の構成員、軍属、それら

の家族、及び派遣国の国民でこれらの範疇

に属さない者の安全の促進及び確保、並び

にそれらの財産の防護

３⒜ 本条第１項及び第２項に定める協力の範

囲内で、ドイツの当局及び軍隊の当局は、

適切な措置を通じて緊密かつ相互的な連絡

をとることを保証する。個人情報は、

NATO軍地位協定及び本協定に定められ

ている目的に合致する場合にのみ提供され

る。情報を提供する締約国の法規に基づく

情報利用の可能性に対する制限は遵守され

る。（1993年改正）

⒝ 本項の規定は、締約国に、自国の法律に

反する措置又は国の安全若しくは公共の安

全の維持に関する重大な利益と矛盾する措

置をとる義務を課するものではない。（1993

年改正）

４ ドイツの当局及び派遣国の当局は，NATO

軍地位協定及び本協定の実施のために必要な

すべての行政的措置をとる。また必要な場合

には、その目的のために行政協定又はその他
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の協定を締結する。

５⒜ ドイツの当局は、NATO軍地位協定及

び本協定における援助に関する規定の実施

に当たり、軍隊及び軍属機関に対し、それ

らの防衛責任を充足するために必要な待遇

を与える。

⒝ 軍隊及び軍属機関の当局は、本項⒜号に

いう規定により付与される権利を主張する

に当たり、自らの要求と連邦共和国の要求

との間に適正な調和をはかるために、ドイ

ツの公的利益及び民間の利益に対し適切な

考慮を払う。

６ ドイツの当局及び軍隊の当局はその管轄権

限の範囲内で、派遣国の連絡官が駐在すべき

国境通過地点について合意する。これらの連

絡官は、軍隊、軍属機関、それらの構成員及

びその家族、並びにそれらの者が携帯する荷

物について、それらの迅速かつ妨害のない通

過を確保するために、ドイツ当局の管理上の

職務を援助する。同様な原則は、それらの者

による使用のため、軍隊により又は軍隊の名

義で若しくはその費用で輸送される諸物資に

ついても適用される。

第７項削除。（1993年改正）

第４条

１ NATO軍地位協定及び本協定に基づいて

一派遣国について生じる権利の行使及び義務

の履行については、他の派遣国も、連邦政府

の同意を得ることを条件として、かつ派遣当

事国間に締結される行政協定に従って、実施

することができる。

２ 本条第１項にいう行政協定が発効するまで

の間、権利の行使及び義務の履行について適

用される派遣当事国間の協定で、本協定の発

効時点で効力を有するものは、当該権利義務

が関わる分野については引き続き適用され

る。ただし，当該派遣国が他の派遣国及び連

邦共和国に対して同協定をもはや適用する意

思のないことを通告する場合は，この限りで

ない。

第５条

１ 連邦領域内での身分証明については、次の

規定を適用する。

⒜ 軍隊の構成員は移動命令書の所持を要し

ない。

⒝ 制服を着用して軍隊の指揮の下に部隊と

して移動する軍隊の構成員は、自己の身分

の証明を要しない。部隊所属をただちに示

す必要のある特別の場合には、当該部隊の

指揮官は、ドイツの当局の要請に応じて自

己の身分証明書を提示する。

⒞ 軍属又は軍隊構成員若しくは軍属の家族

であって、旅券又はドイツの法令により同

種のものであると認められる文書を携帯し

ない者は、所持者の氏名、生年月日、写真、

発行当局による一連の発行番号又は同当局

の名称、及び連邦領域における所持者の滞

在資格を示す派遣国当局発行の身分証明書

により、その身分を証明する。

⒟ 軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの

家族が、NATO軍地位協定第３条又は本

条に規定する文書を携帯していない特別の

場合には、ドイツの当局は、その者が軍隊

の構成員若しくは軍属又はそれらの家族で

あることを示す軍隊当局の暫定証明書を承

認する。軍隊の当局は、できるだけ速やか

にこの証明書を、NATO軍地位協定第３

条又は本条に規定する証明書に切り替え、

その旨をドイツの当局に通告する。

２ 国境の通過に関しては次の規定を適用す

る。

⒜ 個人的又は集団的移動について発出され

るの命令書には、通常、NATO軍地位協定

第３条第２項⒝号に定める事項がドイツ語

ドイツ駐留NATO軍地位補足協定に関する若干の考察
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で記載されていなければならない。ただし、

特別の場合には、移動命令書上の当該事項

がドイツ語で記載されていないときでも、

ドイツの当局は有効とみなすものとする。

移動命令書は、一回の入国、出国若しくは

出入国に対して発行され、又は一定の期間

に限って有効とする。軍隊の当局は、移動

命令書有効期間を延長することができる。

身分証明書に有効期限の日付を、適宜、記

入することにより、個人的移動の命令書の

代わりとすることができる。

⒝ 軍の指揮の下に集団的移動の命令に従っ

て国境を通過する部隊は、当該部隊の指揮

官による自己の身分証明書及び集団的移動

命令書の提示によって証明される。ドイツ

の当局が部隊の特定構成員についてその身

分を確認する必要性を認めて、ドイツの国

境管理官が当該部隊の指揮官に対して特別

の理由を提示する特別の場合には、指揮官

は当該構成員の身分証明書を提示する。こ

の確認行為は、部隊を不当に遅らせるもの

であってはならない。

⒞ 軍隊が軍用飛行場を経由して出入国する

際の身分証明書類の検査は、原則として地

上における国境通過の検査と同じものとす

る。ただし，軍隊の構成員若しくは軍属又

はそれらの家族が軍用飛行場を経由して出

入国する場合には、ドイツの当局は、当該

飛行場の当局と協議したうえで随時の検査

を実施するに止める。これらの者に対する

正規の身分証明検査は軍隊の当局が行う。

軍隊の軍用飛行場を経由して連邦領域に入

国し又は出国する者で、本号第２文に規定

する範疇に入らない者の身分証明書類の検

査は、軍隊の当局から当該者の到着につい

て通告を受けたドイツの当局が行う。この

検査は当該飛行場の出入に際して実施され

る。

第６条

１ 軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家

族は、居住登録及び外国人管理の分野におい

てはドイツの法規上の規制を免除される。た

だし、ホテル等の宿泊施設での記帳はこの限

りでない。

２ 軍隊の当局は，軍属及び（軍隊構成員又は

軍属の）家族のすべてについて、最新の記録

を保持するものとする。軍隊の当局は、ドイ

ツの当局が理由を明示して要請した場合に

は、本条第１項に定める規則に基づいて要求

される情報を、その都度提供する。

３ 軍隊の当局は、ドイツの当局が要請する場

合には、軍属及び（軍隊構成員又は軍属の）

家族の人数をドイツの当局に報告する。

第７条

滞在及び居住に関する国際協定又は連邦領域

において効力を有するその他の法規を適用する

に際して、それらが本国送還、強制退去、滞在

許可の延長又は職業上の活動に関するものであ

る限り、軍隊の構成員若しくは軍属又はそれら

の家族として連邦領域において過ごした期間は

考慮外とする。

第８条

１ ドイツの権限ある当局が、NATO軍地位

協定第３条第５項第１文に定める措置の一つ

であって、かつ受入国の権限内にある措置を

とることを意図する場合には、当該当局は関

係派遣国の権限ある当局に対し、その措置を

意図する理由を示してその意図を通告し、か

つ当該派遣国が適当な期間内にその見解を表

明するための、又は自ら適切と認める措置を

とるための機会を与えるものとする。ドイツ

の当局は、派遣国の立場及び派遣国の当局が

すでにとっている措置に対して好意的な考慮

を払う。
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２ NATO軍地位協定第３条第５項に定める

措置の一つをとる意図の通告は、関係する州

の内務大臣が行う。ただし、ハンブルグおよ

びブレーメンの場合には、内務担当市参事会

員がこれを行う。

３ ドイツの権限ある当局が国外退去を要求

し、及び強制退去命令を発するのは、当該者

が引き続き連邦領域内に留まるとすれば、そ

の要求又は命令の発出時点において実際に公

共の秩序又は公共の安全を危うくすると同当

局が認める場合に限るものとする。

第９条

１ 派遣国の当局が軍隊の構成員又は軍属に対

して発行した、軍用の車両、船舶、航空機を

操縦する権能を与える免許証又はその他の許

可証は、連邦領域における当該車両、船舶又

は航空機の操縦についても有効とする。軍用

車両の運転免許は、派遣国の法規が許す範囲

内で、同じ種別の自家用車両の運転について

も有効とする。派遣国又は派遣国軍隊の当局

は、軍用車両の運転免許証に基づいて自家用

の同じ種別車両を運転するための免許証を発

行する権限を有する。（1993年改正）

２ 派遣国において発行された運転免許証で、

所持者に同国内で自家用自動車両を運転する

権能を与えるものは、その所持者が軍隊の構

成員若しくは軍属又はそれらの家族である場

合には、連邦領域における当該車両の運転に

ついても有効とする。連邦領域における運転

免許証の有効期間及びドイツの行政当局によ

るその取消しに関する法規は、免許証所持者

が軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家

族であり、かつドイツの交通法規について十

分な知識を有していることを示す軍隊当局発

行の証明書をその者が所持する場合には、適

用されない。この証明書にはドイツ語の訳文

を付すものとする。

３⒜ 軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの

家族は、軍隊当局の許可の下に、自家用 自

動車両運転の資格を免許証所有者に与える

ドイツの免許証を申請することができる。

この免許証は、現行のドイツ法規に従って、

ドイツの権限ある当局が発行する。（1993年

改正）

⒝ 本項に基づいて免許証を申請する者に対

する運転の教習は、軍隊が運営する自動車

教習所で実施することができる。ただし、

その教習所の指導員が、当該派遣国の法規

に基く資格を有することを条件とする。こ

の指導員は、軍隊当局によって発行された

自動車運転教習者指導資格証明書であって

ドイツ語訳文を付したものを所持し、教習

指導の間これを携帯しなければならない。

運転教習指導員としての訓練を受けていな

い者は、軍隊の運転教習所に指導員の資格

で雇用されてはならない。（1993年改正）

⒞ 本項に基づいて免許証を申請する者に対

する筆記試験及び運転免許実技試験の内容

は、軍隊の当局と協議した上でドイツの当

局が決定する。ドイツの当局は、軍隊の当

局と協議の上で当該試験の適切な実施を確

保する権限を有する。（1993年改正）

⒟ 現行の協定を改正するための1993年３月

18日の協定が効力を発生する日に、同日の

直前まで有効であった協定の第９条第３項

に基づき運転の教習を開始していた者又は

教習の終了後に運転試験を受けていなかっ

た者は、従前の規定に従って継続して教習

及び試験を受けることができる。これらの

者に対する運転免許証の発給は従前の規定

により行う。（1993年改正）

４ 派遣国の当局が軍隊の構成員若しくは軍属

又はそれらの家族に対して発給する民間航空

機操縦免許証は、国際民間航空機関（ICAO）

の「基準及び勧告実行準則」に基づく場合に、
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その所持者に対して連邦領域における自家用

航空機の操縦を認める。

５⒜ 軍隊の当局は、本条第１項に定める軍用

船舶を操縦する者が内水を航行する際は、

それらの者が、航行する特定の水域及び関

係する河川警察法規について十分な知識を

有することを保証する。

⒝ 軍隊の非軍用内水用船舶の操縦について

は，ドイツの権限ある文民当局が、連邦共

和国内で適用される法規に基づいて発行す

る資格証明書のみを有効とする。国際協定

の範囲内で適用し得る法規は、これによっ

て影響を受けない。（1993年改正）

６⒜ 軍隊の当局は、本条第１項に従い連邦共

和国において有効とされる運転免許証又は

本条第２項において言及した証明書を、そ

の所持者の自動車運転に対する信頼性又は

適性について根拠のある疑いがあるとき

は、取り消すものとする。（1993年改正）軍

隊の当局は、運転免許証又は証明書の取消

しに関するドイツの当局からの要請に対し

て好意的な考慮を払う。運転免許証又は証

明書は、緊急な軍事上の理由によって必要

とされる場合、又は所持者が連邦領域を離

れることを可能にする目的上、再発行する

ことができる。軍隊の当局は，本項に従っ

て行われたすべての免許取消しについて、

及び取消し後に運転免許証又は証明書が再

発行されたすべての場合について、ドイツ

の当局に通告する。

⒝ ドイツの裁判所が、NATO軍地位協定

第７条並びに本協定第17条、第18条及び第

19条に従って裁判権を行使する場合には、

自家用自動車両を運転する権利の適用の範

囲内で関わりを生ずる本条第１項第２文及

び本条第１項第３文に定める運転免許証、

並びに本条第２項に述べる運転免許につい

ては、運転免許証の取消しに関するドイツ

刑法の規定を引き続き適用する。運転免許

の取り消しは運転免許証に記載され、その

所有者が引き続き所持するものとする。

（1993年改正）

⒞ 本項⒜号及び⒝号は、この協定を改正す

る1993年３月18日の協定が効力を発生する

まで有効であった運転免許証であって、本

条第３項に基づいて発行されたものについ

ても準用する。（1993年改正）

７⒜ 本条第６項⒜は、第４項及び第５項⒝に

おいて言及した操縦免許証及び操縦資格証

明書について準用する。

⒝ 軍隊の当局は、本条第１項に従って連邦

領域において有効とされる航空機操縦免許

証の所持者が航空交通法規違反を生じたと

するドイツ当局の報告に好意的考慮を払

い、かつ必要と思料する措置を執るものと

する。

第10条

１ 軍隊若しくは軍属機関、軍隊構成員若しく

は軍属又はそれらの家族が所有する自動車両

及び被牽引車両については、軍隊の当局が登

録及び運行認可を与えることができる。軍隊

の船舶についても、国際諸協定の範囲内で適

用し得る法規に従うことを条件として同様に

扱う。軍隊若しくは軍属機関、軍隊構成員若

しくは軍属又はそれらの家族が所有する航空

機については、派遣国の当局が、適用可能な

国際規則に従って登録及び運行認可を行う。

② 特定の車両については、前号の措置に加え

て、ドイツの権限ある当局がドイツの自動車

運行認可標識をその都度許可することができ

る。第11条第１項はこれにより影響を受けな

いものとする。第11条第２項第１文に述べる

事例においては、保険業者又は保険業者連合

の保証は、ドイツの公的な自動車運行認可の

標識を付した車両が保険証書の検査を受ける
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ことなく入国できる国又は地域で生ずる損害

（修正された1972年４月24日の欧州経済共同

体指令72/166第２条第２項の意味における損

害）に対しても及ぶものとする。ドイツの自

動車運行認可標識を取付ける権利に関して

は、特別の証明証書を発行するか、又は登録

文書に記載するものとする。その他の細目は、

ドイツの当局と軍隊の当局との間で合意す

る。（1993年改正）

③ ドイツの当局は、本条第１項及び第１項の

②に従って行なわれた登録がその記録のため

にドイツの権限ある当局に通知されるよう要

求することができる。その他の細目、とくに

どのような登録を通知するべきかについての

詳細は、ドイツの当局と軍隊の当局との間で

合意する。（1993年改正）

④ 本条第１項に従って登録及び運行認可をう

け、又は連邦領域内で軍隊が使用する自動車

両及び被牽引車両に対しては、定期的に技術

的検査を実施するものとする。ドイツの当局

は、自家用の自動車両及び被牽引車両の技術

的検査を派遣国の検査場及び作業場が実施す

る場合、当該検査場及び作業場が当該技術的

検査の実施に足る適格性を有するか否かにつ

いて、ドイツの検査官が検証することを要求

することができる。さらにドイツの検査官は、

これらの場所において、前記車両の操行安全

性について検査することができる。ただし、

上記の法規にかかわりなく、ドイツの法規に

従ってドイツの検査施設で車両を検査し、又

は点検することもできるものとする。（1993年

改正）

２ 軍隊の当局は、自家用自動車両及び被牽引

車両については本協定第11条に従って責任保

険への加入が行われている場合に限り、登録

及び運行認可を行う。同当局は、その保険が

失効したときは登録若しくは運行認可を取り

消し、又は無効にする。

３ 本条第１項に従って登録及び運行認可を受

けた自動車両、被牽引車両、船舶及び航空機、

又は連邦領域内で軍隊が使用する自動車両、

被牽引車両、船舶及び航空機には、登録番号

又はその他の適正な標識に加えて明確な国籍

標識を付けるものとする。自家用自動車両及

び被牽引車両に付ける標識は、軍用の自動車

及び被牽引車両に使用される標識とは明らか

に区別し得るものでなければならない。軍隊

の当局は、自らが登録及び運行認可を行なっ

た自動車両、被牽引車両及び船舶に使用され

る識別方式を、ドイツの当局に通知する。軍

隊の当局は、ドイツの当局が理由を明示して

要請したときは、本条第１項に従って自家用

の自動車両、被牽引車両又は航空機の登録及

び運行認可を受けた者の氏名及び住所をその

都度報告する。

４ 自家用の自動車両又は被牽引車両の登録証

明書には、登録番号、車両製造者の名称又は

商標、製造会社の製造番号又は一連番号、連

邦領域における最初の登録日及び所有者の氏

名を記載する。この証明書にはドイツ語の翻

訳を付すものとする。自家用航空機の登録証

明書は、国際民間航空機関の「基準及び勧告

実行準則」に基づくものとする。軍隊の非軍

用内水船舶で排水量15トン以上のものは、軍

隊の当局によって発行された堪航証明書を船

内に備えなければならない。

５ 軍隊の当局は、自らが登録及び運行認可を

行なった自動車両、被牽引車両、船舶及び航

空機、又は連邦領域内で軍隊が使用する自動

車両、被牽引車両、船舶及び航空機に関して、

適切な安全措置を講ずるものとする。

第11条

１ 軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家

族が連邦領域内で、自家用の自動車両、被牽

引車両及び航空機を使用し、又はそれらが使
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用されることを許容するのは、それらの使用

から生ずる危険がドイツの法令に従って第三

者責任保険により保証される場合に限るもの

とする。

２ 軍隊の当局によって運行認可を与えられた

自家用の自動車両、被牽引車両又は航空機の

責任保険について、派遣国において第三者責

任保険業務を行うことを認められた保険業者

との間でも第三者責任保険の契約を結ぶこと

ができる。ただし、この業者に加えて、連邦

領域において営業することを認められた保険

業者又は保険業者連合が、連邦領域において

生じた損害に対して第三者責任保険の義務を

引き受けることを条件とする。損傷又は損害

を受けた第三者に関するドイツ法令の要件

は，前記の保険の条件によって影響を受けな

い。

３ 派遣国は，自国の外国為替管理に関する現

行法規の範囲内で、自国の領域内で営業する

ことを認められた保険業者又はその連合が行

うすべての支払いが、連邦領域においてかつ

連邦共和国の通貨によってなされることを保

証する。

第12条

１ 軍隊の当局は、軍属、及び軍隊が雇用する

その他の者が、現金若しくは財産の警護に責

任を有する限り、又は職務上の地位若しくは

活動の特殊性のために特に危険にさらされる

限りにおいて、これらの者に対し武器の所持

及び携帯を許可することができる。

２ 軍隊の当局は、本条第１項に従って許可さ

れた者による武器の使用について、正当防衛

に関するドイツの法令に準拠する規則を定め

る。

３ 本条第１項に従って許可された者は、軍隊

の当局が発行する火器許可証を携行する場合

に限り火器を携帯することができる。相応す

る事項への記入のある職務証明書もまた、火

器許可証とみなされる。

４ 軍隊の当局は、その信頼性について根拠の

ある疑いがない者に対してのみ火器許可証を

発行する。軍隊の当局は、許可証の所持者が

火器を乱用したことが証明され、又はその者

の信頼性に根拠のある疑いが生じたときは，

ドイツの当局の要請又は自らの決定に基づい

て当該火器許可証を取り消すものとする。

（1993年改正）

第13条

１ 社会扶助及び医療扶助を含む社会保障に関

して連邦領域において効力を有する国際協定

又はその他の協定は、別段の明示的な定めが

ある場合を除いて、軍隊の構成員若しくは軍

属又はそれらの家族には適用しない。ただし、

これらの者の別に明示的な定めがある場合

は、この限りではない。また、これらの者が

以前に連邦領域に滞在した期間中に生じた社

会保障の分野での権利及び義務は影響を受け

ない。さらに、ある者が第１文に言及されて

いる人的範疇の一つに該当するという事実に

よっても、その者が自由意志に基づいて保険

を継続させるためにドイツの社会保障（健康

保険，年金保険）に保険料を支払い、又は現

存の保険から生ずる権利を取得し、主張する

可能性は排除されない。

２ 本条の規定は、軍隊の構成員若しくは軍属

又はそれらの家族が雇用者の資格で負う義務

に影響を与えるものではない。

第14条

軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族

が、婚姻能力証明書の提出を免除される場合、

関係行政事務の範囲及び困難さの程度に応じて

算定される手数料の額は50ドイツマルクを超え

ないものとする。

外国の立法 221（2004.8)28



第15条

１ 出生及び死亡をドイツの戸籍吏に届け出な

ければならないというドイツの法令に基づく

義務は、軍隊の構成員若しくは軍属の子又は

それらの家族の子の出生、又は軍隊の構成員

若しくは軍属又はそれらの家族の死亡に関し

ては適用されない。ただし、前記の出生又は

死亡がドイツの戸籍吏に届け出られた場合に

は、その届出はドイツ法令の規定に従って行

われる。

２ 出生及び死亡の届出義務は、出生した子又

は死亡者がドイツ人であるときはドイツの法

令のままとする。

第16条

１ 派遣国軍隊の当局は、軍隊の構成員若しく

は軍属又はそれらの家族が連邦領域において

死亡した場合には、当該派遣国の適用可能な

法規に従ってその遺体を預り及び処理し、並

びに医学的理由又は犯罪捜査の目的で必要と

される検死解剖を行う権利を有する。ドイツ

の当局による検死解剖の要請は認められるも

のとする。ただし、医学的理由による検死解

剖に関しては、派遣国の法律がそのような検

死解剖を許容する場合に限り認められる。検

死解剖に当っては、ドイツの裁判医１名又は

保健医１名が立ち会うことができる。ドイツ

の犯罪捜査の目的で行われる検死解剖の場合

には、ドイツの裁判官又は検察官も立ち会う

権利を有し、検死に関わるドイツの刑事手続

上の要請に関して行うこれらの者のいずれか

による指摘に考慮が払われるものとする。ド

イツの裁判所又は当局が検死を命ずる権限を

有する場合であって、派遣国の軍当局が検視

の結果に関心を示すときは、本項第２文、第

３文及び第４文を準用する。（1993年改正）

２ 派遣国の軍当局は、当該派遣国の法令が認

める場合には、連邦領域にある死亡者の遺産

である動産物件を占有し、かつ、その動産物

件を、最初に当該派遣国の法令の規定する優

先的支払いに当て、次に連邦領域で生じたそ

の他の債務であって同領域内で支払う法的義

務のあるものに対する清算に当て、その残余

を、死亡者の遺産に適用される法令に従って

処分する権利を有する。本項の規定は、死亡

者がドイツ人であるときは適用されない。

３ 軍隊は、防衛義務の遂行に必要な限度にお

いて、合意された地区に共同墓地を設置し、

維持する権利を有する。

第17条

１ 犯罪に関する裁判管轄権を決定するため

に、ある行為を派遣国の法令によって罰し得

るかどうかを決定することが必要である場

合、当該事件を扱うドイツの裁判所又は当局

は、手続を停止し、派遣国の所轄当局に通告

する。通告を受けた派遣国の所轄当局は、通

告を受理した後21日以内に、又はその通告が

未だなされていない場合にはいつでも、ドイ

ツの裁判所又は当局に対し、当該行為が派遣

国の法令によって罰し得るかどうかについて

述べた証明書を提出することができる。同証

明書が当該行為を派遣国の法令で罰し得るこ

とについて肯定的である場合には、その行為

が処罰されることの根拠となる規定または法

的基礎及び予測される刑罰を明示するものと

する。

２ ドイツの裁判所又は当局は、この証明書に

一致するように決定を行う。ただし、例外的

な場合には、ドイツの裁判所又は当局の要請

に従って、連邦政府と連邦共和国に駐留する

当該派遣国の外交使節との間の協議を通じて

この証明書を再審査の対象とすることができ

る。

３ ある犯罪行為がドイツの法令によって罰し

得るかどうかを決定しなければならない場会
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には、本条第１項及び第２項の規定に定める

手続がその犯罪行為に関して準用される。こ

の場合の証明書は、連邦共和国又はドイツの

関係ある州の権限ある最高の行政当局が発給

する。

４ 本条第１項、第２項及び第３項の規定は、

派遣国がこれらの規定を援用することも同規

定の法益を連邦共和国にまで及ぼすことも意

図しないことを連邦共和国に通告する場合、

当該派遣国と連邦共和国との間には適用しな

い。

第18条

１ 軍隊の構成員又は軍属に対する刑事訴訟手

続において、ある犯罪行為が公務執行中の作

為又は不作為によって生じたものであるかど

うかを決定することが必要であるときは、そ

の決定は、いつでも当該派遣国の法令に従っ

て行うものとする。当該派遣国の権限ある最

高当局は、事件を扱うドイツの裁判所又は当

局に対してその決定に関する証明書を提出す

ることができる。

２ ドイツの裁判所又は当局は、この証明書に

一致するように決定を行う。ただし、例外的

な場合には、同証明書は、ドイツの裁判所又

は当局の要請により、連邦政府と連邦共和国

に駐留する当該派遣国の外交使節との間の討

議を通じて再審査の対象とすることができ

る。

第18Ａ条

１ 派遣国の当局は、NATO軍地位協定第７

条に基づいてその裁判権を行使するに際し

て、死刑を科する可能性のある刑事訴追を行

うことを決定する場合は、ドイツの権限ある

当局に遅滞なく通告する。（1993年改正による

追加）

２ 派遣国の当局は、ドイツ法の規定を考慮し

て、連邦共和国内では死刑を執行せず、また

連邦共和国においてそのような量刑の判決に

至る可能性のある刑事訴追を執行しないもの

とする。（1993年改正による追加）

第19条

１ 裁判権が競合する場合に派遣国の要請があ

るときは、連邦共和国は、NATO軍地位協定

第７条第３項⒝号によりドイツの当局に認め

られる第一次的権利を、同協定第７条第３項

⒞号の枠内で、かつ本条第２項，第３項，第

４項及び第７項の規定に従うことを条件とし

て、当該派遣国のために放棄する。本項に基

づいて認められる放棄には、本協定第18A条

第１項に従って通告される事件を含まないも

のとする。（1993年改正）

２ 派遣国の軍当局は、本条第７項に基づいて

特別の取極が締結される場合にはそれに従う

ことを条件として、第１項に規定に従って放

棄が認められる個別の事件についてドイツの

権限ある当局に通告する。派遣国の軍当局は、

署名議定書の本条に関する事項の第２項⒜号

に掲げる個々の犯罪行為に関してNATO軍

地位協定第７条第３項⒜号により認められる

第一次裁判管轄権を援用することを意図する

ときは、NATO軍地位協定又は本協定のい

ずれかに基づく他のいかなる通告要件にも違

反しないことを条件として、ドイツの権限あ

る当局に通告する。（1993年改正）

３ ドイツの権限ある当局が、ドイツの司法行

政上の利益からドイツの裁判権の行使が必須

であるとの見解を有する場合、ドイツの同当

局は、本条第２項に定める通告の受理後21日

以内に又は本条第７項に基づく取極に定める

それより短い期間内に、権限ある軍当局又は

軍隊以外のその他の当局宛の声明書を提出す

ることによって、本条第１項で認められる権

利の放棄を撤回することができる。ドイツの
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当局はまた、前記の通告を受理するより前に、

声明書を提出することができる。（1993年改

正）

４ ドイツの権限ある当局が本条第3項に従っ

て特定の事件についての権利放棄を撤回し、

かつ当該事件について関係当局間の討議にお

いて了解が得られなかったときは、連邦共和

しかも国に駐在する当該派遣国の外交使節は

連邦政府に対して異議を申し立てることがで

きる。連邦政府は、ドイツの司法行政上の利

益と派遣国の利益の双方に相応の考慮を払っ

たうえで、外交の分野における権限を行使し

て意見の不一致を解決する。

５⒜ 本条第１項に従って権利の放棄を要請し

た派遣国の軍当局は、ドイツの当局の同意

の下に、自国が裁判権を有する個別の刑事

事件を、取調べ、裁判及び判決のためにド

イツの裁判所又は当局に移送することがで

きる。

⒝ ドイツの当局は、本条第１項に従って権

利の放棄を要請した派遣国の軍当局の同意

の下に、連邦共和国が裁判権を有する個別

の刑事事件を取調べ、裁判及び判決のため

に当該国の軍当局に移送することができ

る。

６⒜ ドイツの裁判所又は当局が、NATO軍

地位協定第７条第２項⒝号に基いて専属的

裁判権を行使する場合に、当該派遣国から

の個別の、又は一般的な要請があるときは、

被告人に送達したあらゆる文書の写し一通

を、各派遣国が設置し又は指定する連絡機

関に対して送付する。（1993年改正）

⒝ ドイツの裁判所又は当局は、連絡機関に

対して、軍隊の構成員若しくは軍属又はそ

れらの家族に関する刑事訴訟上の文書の送

達を確保するよう要請することができる。

本協定第32条第１項⒝号の規定は本項に準

用する。（1993年改正）

７ 本条の規定を実施するに当たり，及び重大

性の低い犯罪行為を迅速に処理するために、

１国又はそれ以上の派遣国の軍当局とドイツ

の権限ある当局との間で取極を結ぶことがで

きる。同取極ではまた、通告の免除及び本条

第３項に基く権利放棄撤回の可能な期間につ

いても定めることができる。

第20条

１ 派遣国の軍当局は次の場合には、自己の裁

判権に服さない者を逮捕状なしで一時的に抑

留することができる。

⒜ その者が現行犯で逮捕され若しくは追跡

されており、かつ、

�ⅰ その者の身元が直ちに確認できない場

合、又は、

�ⅱ その者の逃亡について根拠ある疑いが

ある場合、又は、

⒝ ドイツの当局が拘禁を要求した場合、又

は、

⒞ その者が他の派遣国の軍隊構成員若しく

は軍属又はそれらの家族であって、当該国

の当局が抑留を要求した場合

２ 派遣国の当局は、危険が差し迫っていて、

かつドイツの検察官又は警察官の到着が間に

合わない場合には、自己の裁判権に服さない

者について当該派遣国の施設内において若し

くは施設に対して向けて行われた犯罪行為に

関して、又は1957年６月11日付けの第四次刑

法改正法（連邦法律公報第１部597ページ）第

７条の規定定める犯罪行為であってドイツ刑

法典第97条，第100条、第100条 c項、第100条

d項、第100条 e項、第109条 f項、第109条 g

項および第363条に関連するものに関し、若し

くはそれらの規定に将来代わり得る法令に基

づいて罰せられる犯罪行為に関して、その既

遂又は未遂の強い疑いがあるときは、その者

を逮捕状なしで一時的に抑留することができ
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る。この規定は、当該者が逃亡中であるかも

しくは潜伏中である場合、又は当該者が前記

の犯罪の既遂若しくは未遂の理由で生ずる刑

事訴追を免れようとしていると疑うに足る十

分な根拠がある場合にのみ適用される。

３ 本条第１項又は第２項に該当する事件の場

合、軍の当局は必要な範囲内で、一時的に抑

留した者の武装を解除し、身体検査を行い、

また犯罪容疑の取調のための証拠となり得る

当該者の所持品を押収することができる。

４ 軍の当局は、本条に従って一時的に抑留し

た者を、押収した武器その他の物品とともに、

ドイツの最寄りの検察官、警察官若しくは裁

判官に、又は当事者が軍隊の構成員もしくは

軍属若しくはそれらの家族として所属する派

遣国軍隊の軍当局に、遅滞なく、引き渡すも

のとする。

５ 本条の規定は、連邦議会及び州議会の有す

る憲法上の不可侵権を損ってはならないもの

とする。

第21条

１ ドイツの当局が、1957年６月11日付けの第

四次刑法改正法（連邦法律公報第１部597ペー

ジ）第７条又は将来、同条に代わることがあ

る法令の下で処罰されるべき行為に関して捜

査を開始し、又は逮捕を行うときは、捜査を

行うドイツの当局は関係派遣国の軍隊に対し

遅滞なく通告するものとする。ドイツの当局

が、１派遣国又はその軍隊の安全に対してな

されたその他の行為に関して捜査を開始し、

又は逮捕を行う場合も同様とする。

２ 連邦領域において行われた行為で連邦共和

国の安全に影響を及ぼす事柄に関係するもの

について、派遣国の権限ある当局が捜査を開

始し、又は逮捕を行うときは、当該当局はド

イツの当局に対し遅滞なく通告する。

第22条

１⒜ 派遣国の当局が裁判権を行使するとき

は、軍隊の構成員若しくは軍属又はそれら

の家族の拘禁は、当該派遣国の当局が行う

ものとする。

⒝ ドイツの当局が裁判権を行使するとき

は、軍隊の構成員若しくは軍属又はそれら

の家族の拘禁は、本条第２項及び第３項に

従って派遣国の当局が行うものとする。

２⒜ ドイツの当局が逮捕を行った場合であっ

て、関係派遣国の当局からの要請があると

きは、被逮捕者を当該派遣国に引き渡すも

のとする。

⒝ 派遣国の当局が逮捕を行ったとき、又は

被逮捕者が本項⒜号に基づいて派遣国の当

局に引き渡されたときは、同当局は、

�ⅰ 拘禁をいつでもドイツの当局に移すこ

とができる。

�ⅱ 特定の場合においてドイツの当局が行

うことがある拘禁移転の要請に対して好

意的な考慮を払う。

⒞ もっぱら連邦共和国の安全に向けられた

犯罪行為に関しては、拘禁は、関係派遣国

の当局との間で合意する取極に従ってドイ

ツの当局がこれを行う。

３ 本条第２項に従って派遣国の当局が拘禁を

行うときは、ドイツの当局による保釈若しく

は釈放の時まで、又は刑の執行開始まで、派

遣国の当局が引き続き拘禁を行う。派遣国の

当局は、捜査及び刑事訴訟手続のために、被

逮捕者の身柄をドイツの当局に委ねるものと

し、かつその目的のため及び証拠隠滅を防止

するために適切なすべての措置を執るものと

する。派遣国の当局は、拘禁に関してドイツ

の権限ある当局が行う特別の要請に十分な考

慮を払うものとする。

第23条

外国の立法 221（2004.8)32



本協定第21条第１項に定める犯罪行為に該当

するいかなる事件についても、いずれかの者が

逮捕されたときは、当該派遣国の代表者は被逮

捕者に接見する権利を有するものとする。同条

第２項に定める犯罪行為に該当するいかなる事

件についても、逮捕された者を軍隊の当局が拘

禁するときは、ドイツの代表者は、本条第１文

で認める接見の権利を派遣国が行使する限度に

おいて、これに相当する権利を有するものとす

る。ドイツの当局及び派遣国の軍当局は、本条

の実施のために必要な取極を締結する。拘禁を

行う国の代表者は、接見の権利が行使されると

きは、これに立ち会うことができる。

第24条

連邦共和国又は派遣国が要請するときは、ド

イツの当局及び当該派遣国の当局は、NATO

軍地位協定第７条第５項⒜号及び第６項⒜号に

定める相互援助の義務の履行を容易にするため

の取極を締結する。

第25条

１⒜ 軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの

家族に対する刑事裁判権をドイツの裁判所

又は当局が行使するときは、関係派遣国の

代表者は、裁判に出席する権利を有する。

犯罪行為が連邦共和国の安全にのみ向けら

れたものである場合、連邦共和国内にある

財産のみに対して向けられたものである場

合、ドイツ人若しくは連邦領域にある人物

のみに対して向けられたものである場合、

又は派遣国の裁判所若しくは当局が裁判権

を連邦共和国内で行使する場合、ドイツの

代表者は、公判に出席する権利を有するも

のとする。

⒝ 本項⒜号に定める目的上、次の文言は以

下のような意味を有するものとする。

�ⅰ 「連邦共和国内にある財産」という文

言には、軍隊若しくは軍属機関又は軍隊

の構成員若しくは軍属又はそれらの家族

に属する財産を含まない。

�ⅱ 「連邦共和国にある人物」という文言

には、軍隊の構成員若しくは軍属又はそ

れらの家族を含まない。

⒞ 本項⒜号に定める規定は，国の代表者の

出席が、裁判権を行使する国の安全上の要

請（これは同時に他国の安全上の要請では

ないもの）に合致しないときは適用しない。

⒟ ドイツの裁判所及び当局、並びに派遣国

の裁判所および当局は、公判の場所及び日

時について相互に適時の通告を行う。

２ 本条第１項に掲げる条件の下に、派遣国の

代理人は、当該派遣国の当局と連邦共和国の

当局との間で合意される範囲内で、尋問その

他の取調審問に立ち会う権利を有する。この

取極が締結されるとき、取極は、第１項にい

う条件に従いドイツ代表に対して派遣国の代

理人と同等の権利を与え、及び相互通告の手

続を定めるものとする。

第26条

１ 軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家

族が、連邦領域内でドイツの利益に対して犯

した犯罪行為について派遣国の裁判所に起訴

されたときは、裁判は連邦領域内で行われる。

ただし、次の場合を除く。

⒜ 派遣国の法律に別段の定めがある場合

⒝ 軍事上の必要性がある事件について又は

裁判上の利益のために、派遣国の当局が公

判を連邦領域外で開く意図を有する場合。

この場合には、派遣国の当局は、その意図

についてドイツの当局がその見解を表明す

るための適時の機会をドイツの当局にして

与え、かつドイツ当局が表明する見解を適

正に考慮するものとする。

２ 公判が連邦領域外で開かれるときは、派遣
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国の当局はドイツの当局に対して裁判の場所

及び日時を通告する。ドイツの代表者は、そ

の公判に出席する権利を有する。ただし、そ

の出席が、派遣国の裁判所規則に抵触し又は

派遣国の安全上の要請（これは同時に連邦共

和国の安全上の要請ではないもの）に合致し

ない場合を除く。派遣国の当局は、ドイツの

当局に対して判決及び訴訟の最終結果につい

て通報する。

第27条削除。（1993年改正）

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

の秩序および安全が危険にさられ又は侵害さ

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。（1993年改

正）

１ 軍隊の憲兵隊は、公共の道路、公共の輸送

機関、飲食店その他公衆の出入りするすべて

の場所を警邏し、軍隊の構成員若しくは軍属

又はそれらの家族に対して秩序及び規律を維

持するために必要な措置を執る権利を有す

る。この権利の行使の詳細は、必要な限り又

は適宜の範囲内でドイツの当局と軍隊の当局

との間で合意するものとし、これらの当局は

緊密に相互の連絡を維持するものとする。

２ 公共の秩序及び安全が、軍隊の構成員若し

くは軍属又はそれらの家族に関わる事件によ

り危うくされ、又は乱される場合、ドイツ当

局が要請するとき軍隊の憲兵隊は、秩序及び

規律を維持し又は回復するために、これらの

者に関して適切な措置を執るものとする。

第29条

１ 連邦共和国はその領域内において、軍隊及

び軍属機関並びにそれらの構成員の十分な安

全及び保護を確保するために必要と思料する

立法措置を執るものとする。連邦領域内で行

われた犯罪に関しては、ベルリンに駐留する

派遣国の軍隊、軍属及びそれらの構成員に対

してもこの規定が適用される。

２ NATO軍地位協定第７条第11項及び本条

第１項の規定を実施するため、連邦共和国は

特に次のことを行う。

⒜ 反逆罪に関するドイツ刑法の規定に従

い、派遣国の軍事機密の保護を確保するこ

と。

⒝ 次の行為については、ドイツの軍隊に与

えられ、又は将来与えられる保護に劣らな

い程度に、軍隊、軍属機関又はそれらの構

成員に対する刑事法上の保護を確保するこ

と。

�ⅰ 勤務意欲を喪失させる意図の下に軍

隊、軍属機関又はそれらの構成員に働き

かけること。

�ⅱ 軍隊を侮辱すること。

�ⅲ 命令抗拒の扇動。

�ⅳ 脱走の扇動。

�ⅴ 脱走の幇助。

�ⅵ 妨害行為（サボタージュ）

�ⅶ 軍事事項に関する情報の収集。

�ⅷ 軍事情報機関の運営。

�ⅸ 軍用の装備，軍用の設備若しくは施設

又は軍事的活動の模写又は記述。

�ⅹ 航空写真の撮影。
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３ 本条第２項⒜号の適用上「軍事秘密」とは、

防衛に関するものであって、かつ連邦領域又

はベルリンに駐留する派遣国機関が同派遣国

若しくはその軍隊、又はベルリンに駐留する

その軍隊の安全を考慮して機密にする事実、

物件、結論及び発見、特にそれらに関する文

書、図面、模型、数式又は情報をいう。これ

には、秘密にするか否かの決定を行う権限が

連邦共和国にある物件又はその物件に関する

情報を含まない。

第30条

NATO軍地位協定第７条の規定及びそれを

補足する本協定の諸規定の実施を容易にし、か

つこれらの規定の統一的な運用を確保するため

に、邦政府が任命するドイツの代表者１名及び

当該派遣国の代表者１名からなる混合委員会

を、当事国のいずれか一方の要請により設置す

る。同委員会の任務は、本条において言及され

ている諸規定の適用に関して連邦政府又は当該

軍隊の最高当局によって提起される問題を協議

することである。ドイツの当局及び派遣国の当

局は、混合委員会によって出されたいかなる共

同勧告についても好意的な考慮を払う。

第31条

軍隊の構成員又は軍属は、訴訟費用の担保を

提出する義務からの免除に関して、この分野に

おいて効力を有する連邦共和国と当該派遣国の

間の協定に定められる権利を享有する。これら

の者が勤務のために連邦領域に滞在するとき

は、前記協定の運用上、連邦領域に居住してい

るものとみなされる。（1993年改正）

第32条

１⒜ ドイツの裁判所又は当局は、非刑事訴訟

において生じた文書の、軍隊構成員若しく

は軍属又はそれらの家族に対する送達を確

保するよう、各派遣国が設置し又は指定す

る連絡機関に対して要請することができ

る。（1993年改正）

⒝ 連絡機関は、ドイツの裁判所又は当局か

ら提出された送達申請の受理を遅滞なく確

認するものとする。送達は、送達されるべ

き文書が部隊の指揮官又は連絡機関の代表

者から受取人により送付された時点で効力

を生じる。送達が効力を生じた旨の書面に

よる通知は、ドイツの裁判所又は当局に対

して遅滞なく行われるものとする。

⒞�ⅰ 連絡機関は、送達を実施することがで

きない場合、その理由、及び可能であれ

ば送達の実施期日を、ドイツの裁判所又

は当局に文書で通知する。ドイツの裁判

所又は当局が、連絡機関による受理の日

から起算して21日を満了する時点で本項

⒝号に従って送達が効力を生じたことを

示す文書を受理しておらず、また送達を

実施することができない旨の通告も受理

していない場合には、送達は効力を生じ

たものとみなす。（1993年改正）

�ⅱ ただし、連絡機関が21日の期間満了前

に、送達を実施することができない旨を

ドイツの裁判所又は当局に対して通知し

ている場合には、送達は効力を生じたも

のとはみなされない。（1993年改正）

② 送達を受けるべき者が連邦共和国を長

期間継続的に離れる場合、連絡機関は直

ちにその旨をドイツの裁判所又は当局に

通知し、また本協定第３条第３項の規定

を考慮して、権限内のあらゆる援助をド

イツの裁判所又は当局に対して与える。

（1993年改正）

�ⅲ 本号�ⅱに定める場合において、連絡機

関は、ドイツの裁判所又は当局に対して

その理由を示した上で期間の延長を要請

することができる。ドイツの裁判所又は
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当局がこの延長の要請を受理したとき

は、�ⅰおよび�ⅱの規定は、延長された期

間について準用する。

２ ドイツの送達執行官が、ドイツの裁判所又

は当局において非刑事訴訟を開始する旨の訴

状若しくはその他の文書又は裁判所命令を直

接送達する場合、ドイツの裁判所又は当局は、

このことを送達の前に、又は送達と同時に連

絡機関に文書で通知する。文書による通知の

内容は民事訴訟法第205条に従うものとし、家

族の場合は、法律が認める範囲内で行うもの

とする。（1993年改正）

３ ドイツの裁判所又は当局は、判決書又は上

訴状を送達する場合に、当該派遣国から個別

の又は一般的な要請があるときは、法律上許

容される範囲内で、連絡機関に直ちに通知す

るものとする。ただし、連絡機関自らが送達

を実施することを要請され、又は送達の名宛

人若しくは一方の当事者が送達に異議を申し

立てる場合を除く。ドイツの裁判所又は当局

は、いかなる異議申立についても連絡機関に

報告するものとする。（1993年改正）

第33条

軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族

は、自らが当事者である非刑事訴訟に一時的に

出席できず、かつその旨が、ドイツの権限ある

裁判所又は当局に対して不当な遅滞なしに通知

される場合、出席できないことについて法律上

の不利益を被らないよう、適切な配慮を受ける

ものとする。連絡機関もまた前記の通知を行う

ことができる。（1993年改正）

第34条

１ 軍の当局は、ドイツの裁判所及び当局の非

刑事訴訟における執行権限の執行に際して、

その権限内であらゆる援助を与えるものとす

る。

２⒜ 非刑事訴訟において、軍隊の構成員若し

くは軍属又はそれらの家族の拘禁がドイツ

の当局又は裁判所によって命じられること

があるのは、法廷侮辱罪を罰する目的の場

合または、当該者自身の責めに帰すべき理

由で従おうとせず若しくはすでに従ってい

ない司法上、行政上の決定若しくは命令を

遵守させる目的の場合のみとする。公務の

遂行のために行われた作為又は不作為につ

いては拘禁することができない。その作為

又は不作為が公務執行中のものであること

を述べた派遣国の権限ある最高当局の証明

書は、ドイツの諸機関を拘束する。その他

の場合には、ドイツの機関は、拘禁が重大

な利益に反するとの派遣国の権限ある最高

当局の主張に適切な考慮を払うものとす

る。（1993年改正）

⒝ 本項に基づく拘禁は、軍の当局が必要と

認める限りにおいて当該人物の交代要員を

確保した後にのみ、実行することができる。

軍の当局は、この目的のために必要である

と合理的に想定することができるすべての

措置を、遅滞なく執るものとし、かつその

権限内にあるあらゆる援助を、命令又は決

定の実施について本項に従って責任を負う

ドイツの当局に対して与えるものとする。

（1993年改正）

⒞ 本項に基づく拘禁が、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行わ

れる場合、派遣国は、詳細についてドイツ

の裁判所又は当局と協議した後、自らの警

察にその措置を執らせることができる。こ

の場合、拘禁は遅滞なく行われるものとし、

かつドイツ側が要求する範囲内で、ドイツ

の裁判所又は当局の立ち会いの下に行うも

のとする。（1993年改正）

３ 軍隊の構成員又は軍属にその政府によって

支払われるべき給与に対するドイツの裁判所
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又は当局の命令による差押え、支払い禁止又

はその他の形式の強制執行には、当該派遣国

の領域において適用されうる法令によって許

容される範囲内でのみ服するものとする。本

条第１項に基づく援助には、すでに支払われ

た給与に対してなされうる強制執行に関する

情報の提供をも含むものとする。（1993年改

正）

４ 非刑事訴訟におけるドイツの裁判所又は当

局の執行権限の行使が軍隊の施設内で行われ

る場合、その執行は、ドイツの執行官が当該

軍隊の代表者による立ち会いの下に行うもの

とする。

第35条

本協定第56条に従って軍隊若しくは軍属機関

の雇用に関して支払いをなすべき債務者又は軍

隊若しくは軍属機関への直接の給付若しくはそ

の他の賦役に関して支払いをなすべき債務者に

対してドイツの裁判所又は当局が執行権を行使

する場合には、次の規定を適用する。

⒜ その支払いがドイツの当局を通じて行わ

れ、かつ同当局が債務者ではなく差押債権

者に支払いを行うよう執行機関から要請さ

れるときは、同当局は、ドイツの法規の範

囲内でその要請に従う権限を有するものと

する。

⒝�ⅰ その支払いがドイツの当局を通じて行

われないときは、軍隊又は軍属機関の当

局は、当該派遣国の法令が禁止しない限

り、執行機関の要請により債務者に負わ

せるものと認定される総額のうち、その

要請に明記された額を権限ある機関に供

託する。この供託により、軍隊又は軍属

機関は供託された限度において債務者に

対する義務を免除される。（1993年改正）

�ⅱ 当該派遣国の法律が本号�ⅰにいう支払

いを禁じている限りにおいて、軍隊又は

軍属機関の当局は、問題となる判決、決

定、命令又は和解の執行について執行機

関を援助するために適切なすべての措置

を執るものとする。（1993年改正）

第36条

１ 軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家

族に対する文書の送達を公示によって行う場

合には、これに加えて、文書の抄本を、派遣

国が指定する定期刊行物に派遣国の言語で公

表し、または派遣国が決定する場合は権限あ

る連絡機関にこれを掲示することを要するも

のとする。（1993年改正）

２ ドイツの送達官が、軍隊の施設内にいるい

ずれかの者にいずれかの文書を送達するべき

ときは、当該施設の管理責任を有する軍隊当

局は、ドイツの送達官による送達の実施を可

能ならしめるために必要なあらゆる措置を執

るものとする。

第37条

１ 軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家

族がドイツの裁判所又は当局に召喚される場

合、軍の当局は、当該者の出頭がドイツの法

令上義務とされる限りにおいてその出頭を確

保するためのあらゆる措置を、その権限内で

執るものとする。ただし、軍事上の緊急の必

要によって不可能である場合は、この限りで

はない。召喚状が連絡機関を通じて送達され

ない場合、ドイツの裁判所又は当局は連絡機

関に対し、名宛人の氏名及び住所、審問又は

証言聴取の日時および場所を明示して当該召

喚について遅滞なく通知する。ただし、家族

に関しては、軍の当局がドイツの当局に対し

て召喚を確保するために効果的な援助を与え

ることができないときは適用しない。（1993年

改正）

２ 軍当局がその出頭を確保することができな
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い者が、派遣国の裁判所又は軍当局によって

証人又は鑑定人として必要とされる場合、ド

イツの裁判所及び当局は、ドイツの法令に

従って、その者が当該派遣国の裁判所又は軍

当局に出頭するよう、世話をする。

第38条

１ 軍隊若しくは連邦共和国の裁判所若しくは

当局における刑事訴訟手続、非刑事訴訟手続

又は尋問の過程において、関係当事国の一方

若しくは双方の職務上の秘密又は当事国の一

方若しくは双方の安全を害するような情報が

開示される結果となるように思われる場合、

当該裁判所又は当局は、手続の進行に先立っ

て職務上の秘密又は情報の開示についての、

所轄当局の文書による同意を求めるものとす

る。所轄当局が開示について異議を申し立て

るときは、当該裁判所又は当局は、当該訴訟

当事者の憲法上の権利が損なわれない限り、

開示を防止するために本条第２項にいう措置

を含めその権限内のあらゆる措置を執るもの

とする。

２ ドイツの裁判所及び当局に継続する事件に

おいて、軍隊又は軍属機関の安全を脅かす恐

れがある場合には、刑事訴訟手続及び非刑事

訴訟手続における審理の非公開を定めるドイ

ツの裁判所構成法第172条から175条までの規

定、並びに刑事訴訟手続の他の管轄地区裁判

所への移送に関するドイツ刑事訴訟法第15条

の規定が準用される。

第39条

証人、被害者及び鑑定人の特権及び免除は、

それらの者が出頭する裁判所又は当局の法令に

より与えられるものとする。ただし、裁判所ま

たは当局はその特権および免除について、証人，

被害者及び鑑定人が軍隊の構成員若しくは軍属

又はそれらの家族である場合には当該派遣国の

裁判所における特権及び免除に、またそれらの

者がその範疇に属さない場合にはドイツの裁判

所における特権および免除にそれぞれ相当する

ように適切な考慮をはらうものとする。（1993年

改正）

第40条

NATO軍地位協定又は本協定に別段の定め

がある場合を除き、軍隊の記録、文書、文書と

認め得る公用郵便物及び軍隊所有の財産は、ド

イツの当局による捜索、差押え又は検閲を免除

される。ただし、その免除が放棄される場合は

この限りでない。

第41条

１ 軍隊、軍属機関若しくはそれらの構成員の

作為若しくは不作為により生じた損害、又は

軍隊若しくは軍属機関が法的責任を有するそ

の他の出来事により生じた損害についての補

償は、NATO軍地位協定第８条の規定およ

びそれを補足する本条の規定に基づいて決定

される。

２ 次の場合には補償は認められない。

⒜ 軍隊又は軍属機関による通常の通行目的

のための使用の結果生じた公道、街路、橋

梁、航行可能な水路その他公共の交通施設

に対する損害

⒝ 占領費、委託費、又は駐留費の財源で建

設又は調達された財産の滅失又は損害で、

軍隊または軍属機関による当該財産の自由

使用に供されている間に生じたもの

３⒜ 連邦共和国は、連邦共和国が所有してい

る財産であって派遣国の軍隊又は軍属機関

の排他的使用に供されるものの滅失又は損

害については、当該派遣国に対する請求権

を放棄する。この規定は、当該財産が数カ

国の派遣国の軍隊による使用に供され、又

は１若しくはそれ以上の派遣国の軍隊と連
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邦国防軍とにより共同して使用される場合

にも、同様に適用される。この請求権の放

棄は、故意又は重大な過失により生じた損

害及びドイツ連邦鉄道又はドイツ連邦郵便

の財産に対する損害には適用しない。

⒝ NATO軍地位協定第８条第２項⒡号の

規定は、ドイツ連邦鉄道又はドイツ連邦郵

便が所有する財産の滅失又は損害及び連邦

の道路の損害には適用しない。

４ 州が所有する財産の滅失又は損害について

は、それが本協定の効力発生前に生じたもの

である限り、連邦共和国は派遣国の補償責任

を免除する。

５ 各派遣国は、その所有財産に対する滅失又

は損害であって、連邦国防軍の構成員若しく

は被雇用者の公務執行中に、又は連邦国防軍

による車両若しくは航空機の使用から生じた

ものについては、その財産が当該派遣国の軍

隊又は軍属機関によって使用され、かつ連邦

領域に所存している場合には、連邦共和国に

対するすべての請求権を放棄する。ただし、

この請求権の放棄は、故意又は重大な過失に

よって生じた損害には適用しない。

６ NATO軍地位協定第８条第５項及び本条

の規定は、軍隊の構成員若しくは軍属が被っ

た損害で、同一の軍隊の構成員若しくは軍属

の作為若しくは不作為により生じたもの、又

は軍隊若しくは軍属機関が法的責任を有する

他の出来事により生じたものについては適用

しない。

７ 第71条第２項にいう機関は、NATO軍地

位協定第８条に基づく損害賠償支払の目的で

あって本条に関連するものに関しては当該軍

隊の不可分の一部とみなされ、かつそのよう

に取り扱われるものとする。ただし、この点

に関して同機関をドイツの管轄権から免除し

ないとする合意が存在するときは、この限り

でない。

８ 軍隊又は軍属機関の責任は、それらがドイ

ツの法規の適用を免除されるという事実に

よって影響を受けないものとする。連邦国防

軍が同様の免除を受けるときであっても、連

邦国防軍によって生じた損害に対して補償が

支払われるときは、そのような場合にのみ、

かつその限度内で、補償が支払われるものと

する。

９⒜ 派遣国軍隊がNATO軍地位協定第８条

第５項に基づいて第三者に補償すべき損害

を生じた事件が、同時に当該派遣国にも損

害を生じさせ、かつその損害について当該

第三者に補償責任がある場合には、当該派

遣国の補償請求権は当該第三者の補償請求

権と相殺される。

⒝ 連邦領域において生じた派遣国の損害に

ついての当該派遣国の補償請求権であって

連邦共和国居住の者に対して生じているも

のに関しては、連邦共和国は、行政協定に

従って、かつ派遣国の要請により、派遣国

のために当該請求権を行使する。このこと

は、契約に基づく請求権には適用しない。

連邦共和国が請求権を行使するために要し

た費用については、一般行政費を除いて当

該派遣国が償還する。

10 施設区域の損害又は動産の滅失若しくは損

害についての請求権については、連邦共和国

及び当該派遣国が対等に負担するものとす

る。ただし、連邦若しくは州が所有する不動

産若しくは動産であって1955年５月５日より

以前に軍隊若しくは軍属機関の排他的使用に

供され、かつ本協定の効力発生後に軍隊若し

くは軍属機関から返還されるものについて

は、この限りではない。

11⒜ 関係する軍隊の調査後、滅失又は損害の

責任がいずれの軍隊にあるかを確定するこ

とができない場合を除き、軍隊はNATO

軍地位協定第８条第８項において扱われる
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問題に関して証明書を交付する。ドイツの

当局又は裁判所が当該損害請求を審査し

て、前記の証明書に記載内容と異なる判断

を生じさせるような事態が存在するとの見

解に到達した場合には、軍隊は、ドイツの

当局の要請に基づきその証明書を再検討す

る。

⒝ 両当事者間の上層部における協議によっ

てもなお解決しえない意見の相違が残る場

合には、NATO軍地位協定第８条第８項

に定める手続が適用される。

⒞ ドイツの当局又は裁判所は、証明書又は

必要な場合は仲裁人の決定に従って、決定

を行う。

12⒜ NATO軍地位協定第８条及び本条の規

定は、本協定の効力発生以後に生じ、又は

生じたものとみなされる損害についても適

用される。

⒝ 本協定の効力発生前に生じたか又は生じ

たものとみなされる損害は、効力発生のと

きまで適用されていた規定に従って処理す

るものとする。

13 軍隊当局とドイツの当局は、損害補償に関

する両当事者間の手続を定めるために行政協

定を締結する。

第42条削除。（1993年改正）

第43条

１ 軍隊の当局及びドイツの当局は，気象学、

測地学、地勢図作成法、水路測量法および地

図作成法の分野において、共同防衛のための

重要なすべての事項に関する情報を相互に通

知し、この目的のために必要なすべてのデー

タを交換する。

２ 共同防衛の利益のために地勢図上、測地上、

水路上または工学技術上の測量又は探査を行

うことが、安全上若しくは秘密上の特別の理

由により必要とされる場合、又はドイツの当

局が必要とされる範囲内若しくは期限内にそ

れを実施することができない場合は、軍隊の

当局はドイツの当局に対し適時の通告を行っ

た後に、その測量又は探査を行うことができ

る。前記の作業が実施されている間、ドイツ

の当局の代表者は、秘密上の特別の理由によ

り禁止されない限り、立ち会うことができる。

ドイツの当局は、軍隊の代表者が土地への立

ち入り権能を取得できるようにするために、

必要なときは、ドイツの法令の下で認められ

ている権限を行使する。

第44条

１ ドイツの当局が軍隊若しくは軍属機関の当

局のために締結した契約から生ずる紛争の解

決に際して、訴訟手続に係属中か否かに関わ

りなく、これらの当局は常時、密接に協力す

るものとする。この規定は、労働関係、経営

体代表権、軍隊又は軍属機関の下にいる文民

労務者の社会保険関係に関して生ずる紛争、

及び本協定第62条第１項⒞号に定める手続か

ら生ずる紛争に準用する。この協力の細目は

行政協定で定める。

２ 本条第１項にいう行政協定は，連邦共和国

を相手当事者とする訴訟手続に関わる限り、

次の原則に基づくものとする。

⒜ 軍隊又は軍属機関の当局は、訴訟の提起

について遅滞なく通告され、また訴訟上の

すべての重要な段階において協議を求めら

れる。

⒝ 控訴を提起すべきか否かの決定は、軍隊

又は軍属機関の当局との合意に基づいての

み行う。合意がない場合でも、軍隊の最高

当局が、又は必要な場合によっては軍属機

関の最高当局が、当該行為における重大な

利益を認めるときは、ドイツの当局は控訴

を提起する。連邦の最高当局が当該行為に
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おける重大な利益を認めるときは、その控

訴の提起に対して軍隊又は軍属機関の当局

は異議を申し立てない。本号第２文及び第

３文にいう利益の確認理由が、控訴の提起

に関する交渉の過程で他方の当事者に知ら

れていないときは、要請に基づいてその理

由が開示される。

３ 本条第２項の規定は、第２項⒝号に示す原

則が訴訟の提起にも適用することに対応し

て、連邦共和国が提起する訴訟の手続に準用

するものとする。

４ 訴訟手続が本条第１項にいう紛争によって

惹起されたか否かに関わらず、ドイツの当局

は、軍隊又は軍属機関の当局との合意に基づ

いてのみ当該紛争を終結させる。

５⒜ 関係派遣国は、本条第１項にいう紛争か

ら生ずる訴訟手続における判決、決定及び

和解（執行可能な権原）の結果として確定

されたすべての義務を履行し、及びそれら

の結果として連邦共和国に対して生ずるす

べての権利を享有するものとする。

⒝ 連邦の最高当局が告訴又は控訴の提起に

重大な利益を認めた結果として、軍隊又は

軍属機関が当該措置に対していかなる異議

をも申し立てない場合に、訴訟の提起又は

控訴によって訴訟費用が追加的に増大する

ときは、当該訴訟手続において生ずる義務

を当該派遣国又は連邦共和国のいずれが負

うべきか、及びどの範囲まで負うべきかに

ついて、事件ごとに随時合意する。

⒞ 訴訟手続に関連して生ずる費用で裁判所

が裁定した費用に含まれないものは、当該

費用が生ずる前に軍隊又は軍属機関が同意

しているときは、派遣国が支払うものとす

る。

６⒜ 軍隊又は軍属機関の当局が連邦領域内で

直接調達した物品及び役務に関して生ずる

紛争は、ドイツの裁判所又は独立の仲裁裁

判所が解決する。ドイツの裁判所が紛争に

ついて判決を下す場合には、訴訟は連邦共

和国を相手として提起するものとし、連邦

共和国は自己の名において、派遣国の利益

のためにその事件を処理するものとする。

本条第２項、第４項及び第５項は連邦共和

国と派遣国との間の関係について準用す

る。

⒝ ただし、連邦共和国と派遣国との間の協

定は⒜号の規定に優先する。

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

行上で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。

連邦国防大臣の決定は、欧州駐留連合軍最高

司令官若しくは北大西洋条約機構のその他の

権限ある当局又は欧州の権限ある当局が決定

する訓練実施の要求を含めて、連邦共和国及

び１又は２以上の派遣国が当事国となる多数

国間又は２国間の協定から生ずるすべての側

面について、適切に考慮した上で下されるも

のとする。機動演習その他の訓練を、この目

的のために連邦共和国を訪れる軍隊の部隊が

本条に従って実施し、またはそれらに参加す

る場合には、権限あるドイツ当局の承認を必

要とする。機動演習その他の訓練の通知、調

整及び認可の手続については別の協定で定め

る。（1993年改正）

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。ドイツの軍当局は、軍隊の

当局からの要求に応じてこれらの規定に関す
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る情報を提供し、又は伝える。権限あるドイ

ツの当局は、機動演習その他の訓練の実施を

実質的に損なう可能性のあるドイツの法律諸

規定に対する見込まれる根本的改正に関し

て、派遣国の当局と適時に協議するものとす

る。（1993年改正）

第３項から第７項まで削除。（1993年改正）

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。権限あるドイツ当局の決定は、欧州

連合軍最高司令官若しくは北大西洋条約機構

のその他の当局又はヨーロッパの権限ある当

局が決定する訓練実施の要求を含め、連邦共

和国及び１又は２以上の派遣国が当事者とな

る多数国間または２国間の協定から生ずるす

べての側面について十分に考慮した上で下さ

れるものとする。（1993年改正）

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、ドイツの空域への進入及

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。権限あるドイツの当局は、ドイツ

の空域への進入及びその使用、並びに航空設

備及び施設の使用に関するドイツの法規又は

行政上の決定についての見込まれる改正に関

して、派遣国の当局と適時に協議するものと

する。条約締約国はこうした改正を協議する

ため、この分野における所轄の機関を活用す

る。（1993年改正）

第３項から第５項まで削除。（1993年改正）

６ 本協定第45条の規定は、施設区域外着陸、

及び軍隊の常時使用に供されていない施設区

域への落下傘による降下若しくは投下につい

ても適用する。

第47条

１ 連邦共和国は、軍隊又は軍属機関に対し、

物品及び役務の調達に関しては連邦国防軍に

与えるよりも不利でない待遇を与えるものと

する。

２ 軍隊又は軍属機関の当局は、NATO軍地

位協定第９条第２項第２文に掲げる随時必要

とされる措置を考慮して、特定品目の調達品

目に対する同当局の必要量について要請があ

るときは、ドイツの当局に対して通知する。

３ 軍隊又は軍属機関は、直接に又は事前の合

意の後に、自らが必要とする物品及び役務を、

ドイツの関係当局を通じて調達することがで

きる。輸送役務の実施については第57条に規

定する。（1993年改正）

４ 軍隊又は軍属機関の当局は、直接に物品及

び役務を調達する場合には、

⒜ 当該当局は、通常の手続を適用すること

ができる。ただし、連邦共和国において公

用調達に関して適用される原則であって、

競争、優先入札者及び公共契約に適用され

る価格に関する法規に表されているものを

尊重することを条件とする。

⒝ 当該当局は、少量の調達の場合を除いて、

調達の対象及び規模、調達受託者の氏名、

並びに合意された価格を、ドイツの当局に

対して通告する。

５ 軍隊又は軍属機関の当局が、ドイツの当局

を通じて物品及び役務を調達する場合には、

⒜ 軍隊又は軍属機関の当局は、自らの需要

の詳細、特に技術上の明細ならびに引渡し

及び支払いの特別の条件について、ドイツ

の当局に対し適時に通告する。

⒝ 物品及び役務の調達に関する契約は、ド
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イツ当局と受託者との間で締結する。この

場合には、公共契約についてのドイツの法

律及び行政上の規定を適用する。

⒞ ドイツの当局は、調達受託者に対する自

らの専属的管轄権を損なうことなく、軍隊

又は軍属機関の当局がその利益を適正に考

慮するために必要な限度において、契約の

締結及び実施に参加することを認める。特

に、軍隊又は軍属機関の当局の文書による

同意がないときは、契約は締結又は変更さ

れることはないものとする。別段の合意が

ない限り、物品及び役務の受領は共同で行

う。

⒟ 派遣国は連邦共和国に対し、次の費用を

償還するものとする。

�ⅰ 公用契約に関するドイツの法令に基づ

いて連邦共和国が負担しなければならな

い費用。ただし、裁判外の和解から生ず

る費用は、軍隊がその和解に同意した場

合にのみ償還される。

�ⅱ 軍隊の同意を得て行われた任意の支払

い

�ⅲ ドイツの当局が、緊急の場合に軍隊又

は軍属機関の利益を保護するために執っ

た措置から生じた費用で、契約受託者の

負担とすべきではないもの

⒠ 軍隊又は軍属機関の当局は、期日支払い

を可能とするために、当該期日までに必要

な資金を利用可能にする。

⒡ 軍隊又は軍属機関の当局は、合意される

方式により、ドイツの権限ある支払い機関

が行った支払いに関する文書を検査する権

限を有する。

⒢ 本項⒜号、⒞号、⒟号、⒠号及び⒡号に

基づく手続の細目は、特に所定の期間内に

調達手続の実施を確保する目的で、ドイツ

の当局と軍隊又は軍属機関の当局との間の

行政協定において定める。

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。軍

隊又は軍属機関のその需要が軍隊又は軍属

機関の当局と関係企業との間の契約によっ

て充足されない場合、軍隊または軍属機関

の当局が要請するときは、その需要を充足

するためにドイツの当局と軍隊又は軍属機

関の当局との間で取極を締結する。ドイツ

の当局は、取極の実施を確保するための適

切な措置を執り、必要な場合には契約も締

結する。

２ 連邦共和国は、軍隊条約の規定に従って軍

隊又は軍属機関の使用に供されている施設区

域で、本協定の効力発生の時点でなお、それ
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らが占有するものを、本条第５項⒜号及び⒝

号に基づいて返還されるときまでの期間、軍

隊又は軍属機関の継続使用に供することを保

証する。この規定は、公共輸送及びその補給

の施設、又は郵便事業及び電気通信のために

特定される施設区域には適用しないものと

し、これらの施設区域は、ドイツの当局と軍

隊の当局との間に別段の合意がない限り返還

されるものとする。

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。

⒝ 本項⒜号の規定は、本条第２項に従って

軍隊又は軍属機関の継続使用に供されてい

る施設区域について準用する。

４ 軍隊及び軍属機関は、その使用に供された

施設区域の適切な保全に必要な修理及び保守

について責任を負う。ただし、有償で供され

た施設区域に関して本条第３項⒜号に従って

締結される提供取極に別段の定めがある場合

は、この限りでない。

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、ドイツの当局から要請があ

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。

�ⅱ 本号�ⅰの規定は、軍隊又は軍属機関が

一施設の全体を必ずしも必要とせず部分

返還が可能となった場合にも、準用する。

⒝ 軍隊又は軍属機関の当局は、本項⒜号の

規定を害しないことを条件として、特定の

施設区域については、共同の防衛任務に照

らしてもその使用よりもドイツ側の利益が

明らかに上回る場合には、ドイツ当局の当

該施設区域の返還請求に適切な方法でこれ

に応ずるものとする。

⒞ 本協定の効力発生後に軍隊又は軍属機関

に対し一定の期限付きでその使用に供され

る施設区域は、その期限が満了したときは

返還されるものとする。その期限は、軍隊

又は軍属機関の当局が施設区域の需要を申

告した際に提示された日付に従って確定さ

れるものとする。使用期間は、所有権者若

しくはその他の権利者が同意する場合、又

はドイツの調達関連法令に照らしてもその

延長が差し支えない場合、延長することが

できる。

⒟ 軍隊又は軍属機関に対して本協定の発効

後に提供された施設区域で、それに関して

調達当局が土地調達法に基づいて予め事前

の占有指定を発令していたものは、その指

定が取り消された場合に返還される。

⒠ 施設区域とともに使用に供された物品

で、現にその中に存在するものは、所有権

者が別様に同意しない限り、当該施設区域

とともに返還される。

第49条

１ 軍隊又は軍属機関の需要を満たすために必
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要な建設計画は、軍隊または軍属機関の当局

により、連邦の建設業務について管轄権を有

するドイツの当局に送達される。（1993年改

正）

２ 建設工事は、ドイツの現行の法律及び行政

規則並びに個別の行政協定の定めるところに

従い、連邦の建設業務について管轄権を有す

るドイツの当局が実施する。（1993年改正）

３ 本条第２項の規定にかかわらず、軍隊また

は軍属機関の当局は、ドイツの当局と協議の

上で、本協定の効力発生時に存在するか、又

はその後に締結若しくは修正される個別の行

政協定に従って、

⒜ 修繕および保守工事、

⒝ 特別の安全措置を必要とする建設工事、

及び、

⒞ きわめて小規模の建設工事、

並びにドイツの当局との合意の下に、

⒟ 小規模の建設工事、及び、

⒠ 例外的なその他の場合の建設工事

について、自らの人員をもって、又は直接的

に請負人に委託して実施することができる。

これらの工事を実施するに際しては、軍隊及

び軍属機関の当局は、ドイツの建設及び環境

に関する法令を尊重し、本条第２項にいうド

イツの当局と協力して、相応する許可の取得

を確保する。さらに軍隊及び軍属機関の当局

は、連邦共和国において公共建設工事に関し

て適用される諸原則を考慮する。（1993年改

正）

第４項削除。（1993年改正）

５ 本条第３項にいう協議の形式及び範囲につ

いては、軍隊及び軍属機関の当局とドイツの

当局との間で合意する。（1993年改正）

６ 本条第２項にいう工事を軍隊又は軍属機関

のためにドイツの当局が実施する場合は、

（1993年改正）

⒜ 軍隊又は軍属機関の当局は必要と認める

場合に、計画の作成に参加し、または独自

に計画書及び設計図を提示することができ

る。

⒝ 入札の方法、並びに限定入札の場合には

入札に招請される業者の数及び氏名につい

ては、ドイツの当局と軍隊又は軍属機関の

当局との間で合意する。

⒞ 契約の締結は、軍隊又は軍属機関の当局

が文書による同意を与えた後にのみ行われ

る。

⒟ 軍隊又は軍属機関の当局は、建設工事の

検査に参加することを許され、かつ建設工

事計画書並びにすべての工事関係文書及び

計算書を閲覧することができる。

⒠ ドイツの当局は、別段の合意がある場合

を除き、軍隊又は軍属機関の当局との同意

に基づいて、請負業者に対して、建設工事

の主要部分が十分に完遂されたことを確認

する。特にドイツの当局は、軍隊又は軍属

機関の当局の文書による同意を得た後に、

当該請負業者を契約上の義務から解放する

ものとする。

⒡ 派遣国は，連邦共和国に対し次の費用を

償還する。

�ⅰ 公共契約に関するドイツの法令に基づ

いて連邦共和国が負担するすべての費

用。ただし、裁判外の和解に基づく費用

は、軍隊がその和解に同意した場合にの

み償還される。

�ⅱ 法的義務の承認によらず、軍隊の同意

の下で行われた任意の支払い

�ⅲ 緊急の場合においてドイツの当局が軍

隊又は軍属機関の利益保護のために執っ

た措置から生じた費用で、当該請負業者

が負担すべきでないもの

⒢ 軍隊又は軍属機関の当局は、期日に支払

いができるよう、期日内に必要な資金を支

払い可能になるようにしておくものとす
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る。

⒣ 軍隊又は軍属機関の当局は、合意により

定められる方法によって、ドイツの権限あ

る支払い機関による支払いに関する文書を

検査する権限を有する。

⒤ 派遣国はドイツの当局に対して、ドイツ

の当局が建設工事の実施に関連して特別に

行った役務（建設計画、指揮及び工事監督）

について、行政協定に従って補償する。

第50条

連邦の所有物である付属物、装備品及び備品

類は連邦共和国内においては、軍隊又は軍属機

関の使用に供せられている１施設区域から他の

施設区域へ、次の制限の範囲内で移転すること

ができる。

⒜ 占領費、委託費又は駐留費の財源を用い

て調達された物品を含め、軍隊又は軍属機

関が使用する施設区域に関する建設費用に

含められる前記の種類の物品は、ドイツの

当局が同意する場合に限り当該施設区域か

ら搬出されるものとする。

⒝ 特定の施設区域と結合され、又はその施

設区域のために作られた附属物、装備品及

び備品類の移転についても、搬出に先立っ

てドイツの当局の同意を得るものとする。

ただし、この規定は、それらの物品が占領

費，委託費又は駐留費の財源を用いて調達

されたものである場合には適用しない。

もっとも、その場合においても、軍隊又は

軍属機関の当局は物品の搬出の意向を、予

めドイツの当局に適時に通告して、ドイツ

の当局がそれに代わる解決策を適宜、提案

することができるようにする機会をドイツ

の当局に与えなければならない。

第51条

１ 占領費、委託費又は駐留費の財源を用いて

調達された動産は、軍隊又は軍属機関の当局

が必要でなくなったと判断するときは、ドイ

ツの当局に対しその処分のために引き渡され

る。

２ 本条第１項の規定にかかわらず、前記動産

の売却その他の処分について取極を結ぶこと

ができる。そのような処分から生ずる純収益

は連邦共和国に帰属する。

３ 本条第１項に掲げる種類の動産は、NATO

の防衛任務の遂行上必要な場合に限り連邦領

域外へ移動することができる。第４項に該当

する場合を除き、その移動には次の原則が適

用される。

⒜ その搬出については、予めドイツの当局

に通告するものとする。緊急の場合には事

後に通告する。

⒝ ドイツの当局に対する通告は、次の場合

には必要としない。

�ⅰ 購入価格が低額の物品の搬出

�ⅱ 連邦共和国の国境をしばしばかつ繰り

返し通過することを要する軍隊の機動演

習又は行動に伴う物品の一時的な搬出

４ 本条第１項に掲げる種類の動産の搬出で、

軍隊の縮小又は完全な撤退を目的とする部隊

の移動に関連して行われるものについては、

特別の取極で定める。

５ 本条第１項及び第２項は、連邦領域外への

搬出に関連する場合にも妥当する。これらの

条項は、第１項に掲げる種類の動産が

NATOの防衛任務の遂行に必要でなくなっ

た場合にも適用する。

６ 施設区域に属する付属物、装備品及び備品

類であって占領費、委託費又は駐留費の財源

を用いて調達されたものは、連邦領域から搬

出しないものとする。

７ 細目については行政協定で定める。

第52条
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１ 派遣国が、法律上連邦又は州の所有物であ

る不動産その他の財産であって軍隊又は軍属

機関の使用に供されているものの全部または

一部を返還することを意図する場合におい

て、派遣国が自己の資金を投入して行った改

良について返還時に残存価値が存在するとき

は、その価値に関して軍隊又は軍属機関の当

局とドイツの当局との間で合意するものとす

る。連邦共和国は、合意された残存価値を派

遣国に償還する。本項第１文及び第２文は、

派遣国が自己の資金で調達した設備および備

蓄品で、合意により前記の施設区域に残され

るべきものについても適用する。

２ もっとも、本条第１項に基づく償還は次の

補償の限りでは行わないものとする。派遣国

が施設区域その他の財産に与えた損害に対し

本協定第41条に基づいて支払われるべき補

償、補償請求権が放棄されたために支払われ

なかった補償、又は補償請求権に対する派遣

国の責任が第41条に基づいても免除されない

補償。

３ 派遣国は、法律上連邦共和国又は州の所有

物である施設その他の財産からその改良物、

装備品又は備蓄品を撤去することを要しな

い。当該不動産その他の財産が法律上州の所

有物である場合に、連邦共和国は派遣国に対

して、派遣国が改良物、装備品または備蓄品

を撤去しなかったことの理由によりドイツの

法律上州に帰属するべきすべての請求権につ

いてその責任を免除する。

４ 第１項に掲げる種類の物、及び連邦若しく

は州が財源面で関与している法人の所有する

物であって無償で軍隊若しくは軍属機関の使

用に供されているものに対して加えられた改

良に関しては、その改良が連邦又は州により

派遣国に供与された財源によって加えられた

ものである場合、派遣国は、その改良物の残

存価値についていかなる請求権も主張しない

ものとする。この規定は、軍隊又は軍属機関

が前記のものを使用していた期間中に又は前

記の改良物の撤去に際して生じた損害の補償

を、その改良物の残存価値と相殺することを

妨げない。

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。（1993年

改正）

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。第57条第７項の規定は影響を受けない

ものとする。

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。ただし、通

知する国の人員200人までの部隊で、連邦共和

国に駐留する部隊に組織上所属するもの又は
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連邦共和国に駐留する部隊の増強を目的する

ものについては、通知のみで足りるものとす

る。本条の目的のためには、日程調整会議の

際にドイツの当局に通知すれば足りるものと

する。補足的な諸取極を締結することができ

る。（1993年改正）

③ 野外演習区域、対地兵器射爆場、駐屯地訓

練区域及び駐屯地射撃場の使用の細目並びに

②に規定する通知及び許可については、連邦

の段階で合意する行政協定で定めるものとす

る。（1993年改正）

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。

４ ドイツの当局並びに軍隊及び軍属機関の当

局は、本条第１項、第２項及び第３項にいう

措置が円滑に実施されるよう協力する。この

協力に関する細目は、署名議定書の本条に関

する条項の第５項から第７項までの規定に定

める。

５ 軍隊又は軍属機関とドイツの軍隊又は非軍

事組織とが施設を共同使用する場合には、そ

の使用に必要な規則は行政協定または個別の

取極によって定めるものとし、それらの協定

又は取極においては、受入国としての連邦共

和国の地位及び軍隊の防衛上の任務に対して

適切な考慮が払われるものとする。

６ 軍隊及び軍属機関が防衛の責務を十分に遂

行できるようにするため、ドイツの当局は、

軍隊の要請に従って、以下の事項について適

切な措置を執るものとする。

⒜ 軍事保護地帯の設定

⒝ 軍隊の使用に供される施設区域の近辺に

おける建設、耕作及び公共交通に対する監

督又は制限

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を軍隊のた

めに執るものとする。（1993年改正）

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、軍隊の利益を擁護する。本条第１項に

基づいて申請された許可が、ドイツの法令に

従って却下され、または後に修正され若しく

は無効とされる場合には、軍隊の当局及びド

イツの当局は、ドイツの法律上の要件と合致

する別の方法で軍隊の需要を満たすために、

相互に協議する。（1993年改正）

３ 軍隊の当局は、本条第１項及び第２項に

従ってなされる法的に有効な決定の条件及び

要求に厳格に従って行動する。軍隊の当局は、

この義務の履行を確保するために、ドイツの

当局と緊密に協力する。このような決定から

は強制執行は生じないものとする。（1993年改

正）

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、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。ただし、本項に別

段の定めがある場合を除く。軍隊は、その使

用に供される施設区域内においては前記第１
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文に掲げる分野について自らの規則および手

続を、その軍隊構成員、軍属及びそれらの家

族に対して適用することができる。ただし、

その適用が公衆衛生及び植物栽培に危害を与

える場合を除く。（1993年改正）

２ 軍隊の当局及びドイツの当局は、伝染病の

発生の恐れ、その発生、流行及び消滅並びに

それらに対して執った措置について相互に速

やかに通報するものとする。

３ 軍隊の当局は、軍隊の使用に供せられる施

設区域の周辺地域において保健衛生上の措置

が必要であると判断するときは、その措置の

実施についてドイツの当局との間で取極を締

結する。

４ ドイツの法律によって輸入が禁止されてい

る物品については、軍隊の当局は、ドイツの

当局の承認を得て、かつその物品によって公

衆衛生及び植物栽培に危害が生じるものでは

ないという条件の下においてのみ、同物品を

輸入することができる。ドイツ当局と軍隊の

当局は、この規定に従ってその輸入がドイツ

当局により許可される物品類についての取極

を結ぶものとする。

５ 軍隊の当局は、ドイツの当局が許可する場

合、自らが輸入する物品の検査及び監視を行

うことができる。軍隊の当局は、それらの物

品を輸入した結果公衆衛生及び植物栽培に危

険を生じないことを保証する。

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。（1993年改正）

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。これに関

連して、軍隊及び軍属機関の当局は、当該計

画が、人間、動物、植物、土壌、水、空気、

気候及び景観に与える可能性のある環境上重

大な意味を有する影響をそれらの相互作用を

含め、検出し、分析し、評価し、また文化財

その他の財産に与える可能性のある影響をも

検出し、分析し、評価する。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。軍隊及び軍

属機関の当局は、これに関してドイツの非軍

事的当局及び軍当局の支援を求めることがで

きる。（1993年改正）

第54Ｂ条

軍隊及び軍属機関の当局は、その航空機、船

舶及び自動車の運行に当たっては、ドイツの環

境法規上低汚染物質とされる燃料、潤滑油及び

添加剤のみを使用することを保証する。ただし、

その使用が当該航空機、船舶及び自動車の技術

上の要求を満たさない場合には、その限りにお

いて別とする。また軍隊および軍属機関の当局

は、乗用及び汎用の車両に関しては、特にそれ

が新型である場合は、ドイツの騒音及び排気ガ

スに関する規則を遵守することを保証する。た

だし、そのことが過度の負担となる場合は、別

とする。権限あるドイツの当局ならびに軍隊お

よび軍属機関の当局は、これらの規定の適用と

監視について密接に協議し、協力するものとす

る。（1993年改正）

第55条

１⒜ NATOの共同防衛計画を遂行するため

に必要であって一軍隊の当局が防衛上の責

任を有する地域内に存在する防衛施設は、

同軍隊当局と連邦当局との間の取極に基づ

いて計画され、施工される。

⒝ 当該工事は、軍隊の当局と連絡を取りな

がらドイツの当局が行う。ただし、秘密保
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持上又は保安上特別の必要性があるとき

は、軍隊は連邦当局と適切な協議を行った

後、連邦当局と合意した場所において当該

工事を自らの人員又はドイツ人以外の専門

家によって実施することができる。

２ 連邦当局及び軍隊の当局は、防衛目的上必

要な防護措置が用意されて適切かつ適時に遂

行されうることを確実にするよう協力する。

第56条

１⒜ 連邦国防軍に勤務する文民労務者に適用

されるドイツの労働法規は労働災害防止法

を含めて、軍隊又は軍属機関が雇用する文

民労務者の雇用についても適用する。ただ

し、服務規定、服務協約及び賃金規定を除

く。また、本条及び本条に関する署名議定

書規定に別段の定めがある場合を除く。

（1993年改正）

⒝ 軍隊又は軍属機関の当局に雇用を申請す

る者は、刑事事件で有罪判決を受けたこと

がない旨の証明書の提出を要求されたとき

は、本人のみが証明書提出の責任を負う。

雇用を申請する者が警察の無犯罪証明書を

入手できない場合、その者が軍隊又は軍属

機関の当局の発給による雇用申請済みの内

容の証明書を提示したときは、ドイツの当

局は当該者に対し、ドイツ法令の規定に

従って犯罪人名簿の抄本を交付する。ただ

し、その抄本の交付が、ドイツの基本的利

益を損なわない場合に限るものとする。

⒞号削除。（1993年改正）

⒟ 業務上の理由による連邦共和国内の転勤

には、文民労務者の文書による同意を必要

とする。この同意はいつでも与えることが

できる。

⒠号削除。（1993年改正）

⒡ 軍隊又は軍属機関における文民労務者の

労働は、ドイツの公務上の行為とはみなさ

れない。

２⒜ 使用者からの雇用解約の申立が、当該雇

用の継続が特別に保護すべき価値のある軍

事的利益に反するという理由に基づくとき

は、雇用解約保護法第９条第１項第２文が

適用される。最高労務当局は、特別に保護

すべき価値のある軍事的利益について疎明

することができる。この場合、裁判所にお

ける手続は非公開とする。理由の開示が派

遣国又はその軍隊の安全に重大な損害を及

ぼしかねない場合は、軍隊の最高労務当局

は、連邦内閣官房長官との合意の上で公式

の声明によって疎明することができる。

（1993年改正）

⒝ 本項の意味における最高労務当局とは、

被用者に解雇の通告を行った雇用機関に対

する行政上の責任を有し、ドイツ連邦共和

国内に存在するする最高機関をいう。（1971

年改正）

⒞ 本項は、経営評議会委員には適用しない。

（1971年改正）

３ 災害保険を含む社会保険、失業保険及び児

童手当に関するドイツの法令の規定は、軍隊

又は軍属機関が雇用する労務者に適用する。

災害保険の保険者には連邦共和国がなるもの

とする。

４ 軍隊又は軍属機関の下で勤務するドイツの

文民労務者は、文民としての守衛の職務を含

めて非戦闘員の役務にのみ従事する。

５ ドイツの当局は、軍隊又は軍属機関の当局

との合意の下に、

⒜ 賃金、諸手当及び職種の分類を含めて

個々の雇用契約の基礎となるべき雇用条件

を定め、かつ賃金契約を締結し、

⒝ 賃金の支払方法を定める。

６ 軍隊又は軍属機関の当局は、文民役務組織

の構成員を含む労務者の雇用に関して、雇用、

配置、訓練、配置転換、雇用解約及び辞職の
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受理を行う権限を有する。（1993年改正）

７⒜ 軍隊又は軍属機関の当局は、必要な職種

の数を決定し、これを本条第５項⒜号に定

める職種の分類に従って類別する。当該職

種に就く個々の労務者は、軍隊又は軍属機

関の当局により適切な賃金又は俸給別の階

層に格付けされる。（1993年改正）

⒝号削除。（1993年改正）

８ 雇用関係又は社会保険関係から生ずる紛争

は、ドイツの裁判管轄権に服する。使用者に

対する訴えは、連邦共和国に対し提起される。

使用者からの訴えについては、連邦共和国が

提起する。

９ 連邦国防軍の文民被雇用者に適用される職

員代表に関するドイツ法令の規定は、署名議

定書の本条に関する条項に別段の定めがある

場合を除き、軍隊又は軍属機関の文民労務者

の経営代表に適用する。

10 ドイツの当局が、軍隊又は軍属機関による

労務者の雇用及び報酬支払に関する管理事務

を行うときは、その事務に要する実際の費用

を軍隊が支払う。そのための手続は、ドイツ

の当局と各軍隊の当局との間の個別協定で定

める。ドイツの当局は、事務の遂行に当たっ

ては、軍隊の権限ある当局と協議し、経済的

効率性の原則を尊重する。（1993年改正）

第57条

１⒜ 軍隊、軍属機関、それらの構成員及びそ

れらの家族は、連邦政府の同意に服するこ

とを条件にして、車両、船舶及び航空機に

よって連邦共和国に入国し、又は連邦領域

内及びその上空を移動する権利を有する。

ドイツ法規の範囲内における輸送等の移動

は、本協定並びに連邦共和国と１又はそれ

以上の派遣国とが当事国であるその他の国

際取極及び関連する技術的取決め及び手続

の範囲内における移動を含めて、認可され

たものとみなす。軍隊の移動及び軍事上の

輸送のために特別の許可および例外的許可

並びに危険物輸送に関わる法規からの逸脱

が必要なときは、連邦国防軍の権限ある機

関がこれを行うものとする。（1993年改正）

⒝ 連邦国防軍の権限ある機関は、交通問題

について軍隊の軍事的利益を代弁して文民

当局との間で調整する。同機関はまた、派

遣国軍隊の交通移動の実施について派遣国

相互と、及び民間交通と調整する。そのよ

うな調整の方法及び範囲については、軍隊

の当局と連邦国防軍の間で取極める。この

取極が結ばれていないときは、軍隊は、道

路及び鉄道による軍隊の移動について連邦

国防軍の権限ある機関に通知する。軍隊の

空路による移動については通常の手続を適

用する。（1993年改正）

２ ドイツ鉄道の運行権は侵害されないものと

する。軍隊独自の貨車及び客車の、ドイツ鉄

道路線への入線及び運送、並びに軍隊の機関

車の運行許可については、軍隊の当局とドイ

ツの鉄道管理当局の間で入線協定又は行政協

定が締結される。

３ 軍隊、軍属機関、それらの構成員及びそれ

らの家族は、事故現場における行動に関する

法規及び危険物輸送に関する法規を含むドイ

ツの交通法規を遵守する。ただし、本協定に

別段の定めがある場合を除く。権限ある当局

は、これらの遵守を監視する。法規の遵守の

照査を容易にするため共同して監視を行うこ

とができる。監視の実施は、地域レベルでの

協約によって定めることができる。現行の協

約は、改定されない限り引き続き適用される

ものとする。（1993年改正）

４⒜ 軍隊については道路交通上の行動に関す

るドイツの法規から逸脱が、ドイツの法令

の定める範囲内で軍隊に許される。軍事上

の緊急の要請による上記の逸脱は、道路交
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通に関するドイツの法律または規則が将来

変更される場合には、軍隊の当局とドイツ

の権限ある当局の間で合意される手続に

従って認められるものとする。（1993年改

正）

⒝ 容積、車軸荷重、総重量又は台数がドイ

ツの交通法規による制限を超えるような車

両及び被牽引車両による軍用交通のための

道路網の指定及び使用に関しては、軍隊の

当局とドイツの権限ある当局との間で協定

を締結する。これらの車両及び被牽引車両

による、協定に定める道路網以外の道路の

通行は、ドイツの権限ある当局の許可を得

てのみ実施するものとする。事故、大災害

若しくは国家緊急事態の際又は関係当局間

で事前に合意するときは、ドイツの権限あ

る当局の許可を必要としない。（1993年改

正）

５ 派遣国の当局は、ドイツの基本的な輸送安

全法規を遵守する。この枠内で派遣国の当局

は、車両、被牽引車両、内水用船舶又は航空

機の、設計、製造及び装備について、自国の

基準を適用することができる。ドイツの当局

と軍隊の当局は、本規定の実施について緊密

に協議する。（1993年改正）

６ 軍隊及び軍属機関が民間空港その他、自己

の専属的使用に供されているのではない飛行

場を軍用航空機の離着陸のために使用するこ

とができるのは、緊急の場合又はドイツの権

限ある当局との間の行政協定その他の取極に

定めがある場合に限るものとする。

第７項削除。（1993年改正）

８ ドイツの当局及び軍隊の当局によって設置

され、かつ運営されるすべての航空交通管制

システム及びそれに伴う通信システムは、航

空の安全及び共同防衛を確保するために必要

な範囲において調整される。

第58条

１ 軍隊、軍属機関及びそれらの構成員並びに

それらの家族は、連邦共和国において公共の

運送に用いられる公有および私有の交通機関

および交通施設を利用する権利を有する。別

段の取極がある場合を除き、この権利の行使

に際しては、一般に適用される交通に関する

法規に服さなければならない。

２⒜ 本条第１項に掲げる交通機関および交通

施設を軍隊及び軍属機関が利用する場合の

運賃は、連邦国防軍に適用されるものより

不利になってはならないものとする。この

運賃は、ドイツの所轄当局によってドイツ

の運送法に従って定められ、認可される。

軍隊の当局は、軍用運賃に関して交通運送

業者との交渉に参加する権利を有する。軍

隊及び軍属機関のための交通運送業務に関

して軍用運賃規定が欠如するという特別の

事情があるときは、ドイツの当局は、軍隊

の当局と交通運送業者との交渉の後に、法

令上の権限の範囲内で軍用運賃に適切な補

充を行う。

⒝ 軍用運賃は、簡易な運賃表に基づいて算

定する。その運賃表は、軍用運送の特殊性

を考慮したうえに、軍隊又は軍属機関によ

る実際の利用が平易になるようにする。

⒞ 軍隊及び軍属機関は、軍用運賃率が適用

されることによって、関連する特別運賃を

含む公共運賃比率が適用される場合の扱い

よりも全体として不利な結果を被ることに

ないものとする。

３ 連邦共和国は、軍隊の交通需要を他の方法

で充足することができない場合には、追加施

設の建設又は既存施設の変更に関する軍隊の

要請に好意的配慮を払うものとする。

４ ドイツの当局は、タンク車、寝台車及び食

堂車に対する軍隊の需要を、軍隊の当局とこ

れらの車両を商業的基礎で他の利用者に提供
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する企業との間の契約によって定められる適

切な条件で充足されることを保証するため

に、必要な場合には、その権限内で適宜の措

置を執るものとする。

第59条

１⒜ 軍隊は、軍隊、軍属機関及びそれらの構

成員並びにそれらの家族の、郵便及び電信

業務のために軍事郵便局を設置し、運営す

ることができる。

⒝ 軍事郵便局は、特に軍隊、軍属機関及び

それらの構成員並びにそれらの家族の開封

郵便物又は封印郵便物を、

�ⅰ 連邦領域外から受領すること、

�ⅱ 連邦領域外の宛先および連邦領域内の

他の軍事郵便局に送付すること、及び、

�ⅲ 連邦領域内で配送することができる。

⒞ 郵便為替業務は、軍事郵便局相互間及び

軍事郵便局と関係派遣国の他の郵便局との

間の送金のみに限定される。

２ 軍事郵便局は、軍隊、軍属機関及びそれら

の構成員並びにそれらの家族の開封郵便物若

しくは密封郵便物をドイツ連邦郵便局に送付

し、又はドイツ連邦郵便局から配送を受ける

ことができる。連邦共和国と当該派遣国との

間に実施される国際協定は、軍事郵便局とド

イツ連邦郵便局との間の郵便物交換業務にも

適用する。ただし、ドイツの当局と軍隊の当

局の間に郵便料金又は個別の業務に関して特

別の合意が結ばれる場合を除く。

３ 軍事郵便局で投函する郵便物には、当該派

遣国の郵便切手を貼付することができる。

４ 軍隊の一部隊が軍事郵便局を運営していな

いときは、軍隊の当該部隊、軍属機関及びそ

れらの構成員並びにそれらの家族は、他の軍

隊の軍事郵便業務を利用することができる。

この利用が無期限に又は長期間にわたるとき

は、ドイツ連邦郵便局に対してできるだけ速

やかにその旨を通知するものとする。

第60条

１ 軍隊、軍属機関及びそれらの構成員並びに

それらの家族は、本条中に定める別段の定め

が適用される場合を除いて、連邦共和国の公

共の電気通信業務を利用する。この利用に関

しては、行政協定に別段の定めがない限り、

ドイツの現行の法規が適用される。このドイ

ツ法規の適用上、軍隊が連邦国防軍よりも不

利な取扱いを受けることはないものとする。

２ 軍隊は、軍事上の目的に必要な限度におい

て、次の設備を設置し、運営し、及び維持す

ることができる。（1993年改正）

⒜ 軍隊の使用に供される施設区域内の通信

設備（無線施設を除く）（1993年改正）

⒝ 固定式無線通信業務のための無線通信

局。ただしドイツの当局との事前の協議を

条件とする。

⒞ 移動無線通信用設備及び無線探知用設備

⒟ その他の無線通信受信設備

⒠ 訓練及び機動演習のために並びに緊急事

態の場合に、ドイツの当局と合意した手続

に従って使用する各種の臨時電気通信設備

（1993年改正）

３⒜ 軍隊は、次の場合にはドイツの当局の同

意を得て、自らが使用する施設区域の外に

おいて有線通信設備を設置し、運営し、及

び維持することができる。

�ⅰ 軍事的安全上やむを得ない理由が存在

するとき、又は、

�ⅱ 必要な設備を備えることにドイツの当

局が用意することができる状況になく、

若しくはこれを放棄するとき。

⒝ ドイツ当局側の同意を得るための手続の

迅速な遂行は行政協定によって保証する。

４⒜ 軍隊は、本協定の効力発生前に従来の法

令に従ってすでに運営を開始していた電気
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通信設備を、以後も引き続き運営し、及び

維持することができる。

⒝号削除。（1993年改正）

５⒜ 軍隊は、軍隊若しくは軍属機関及びそれ

らの構成員並びにそれらの家族のために独

自のラジオ及びテレビジョンの放送局を運

営する権限を有する。ただし、ドイツの放

送業務を不当に妨害するものであってはな

らない。この種の既存の放送設備は、この

条件の下で引き続き運営することができ

る。追加的な放送設備は、ドイツの当局と

の合意によってのみ設置し、及び運営する

ことができる。

⒝ 軍隊、軍属機関及びそれらの構成員並び

にそれらの家族は、ラジオ及びテレビジョ

ンの受信装置を、無料でかつ個別の許可な

しで設置し、操作することができる。ただ

し、無線通信業務に電磁波障害を生じさせ

てはならない。（1993年改正）

６ 電波周波数及びその認識表示記号は、署名

議定書の本条に関する条項中の第5項の定め

るところによる。

７⒜ 軍隊が設置する通信施設は、連邦共和国

の公共の通信網に接続することができる。

（1993年改正）

⒝ 連邦共和国の公共通信網に接続する軍隊

の通信施設及び無線施設は、ドイツの法規

が定める基本的要件を満たさなければなら

ない。現状において特殊な事情がある場合、

その事情は移行期間中考慮される。移行期

間は、各軍隊とドイツの当局とが相互に合

意することなしには終了しないものとす

る。（1993年改正）

⒞ 本項⒝号にいう原則に対する例外は、次

の場合にのみ認められるものとする。

�ⅰ 現行協定改定のための1993年８月18日

の協定が発効する時点において軍隊がす

でに保有し、若しくは調達の過程にある

電気通信施設の場合、又は、

�ⅱ 軍隊と連邦郵便通信大臣との間の特別

取決めに基づく場合

これらの結果生ずるいかなる責任問題も、

現行協定の規定に従って解決するものとす

る。（1993年改正）

８⒜ 軍隊は、通信施設の設置及び運営にあ

たっては、1982年11月６日のナイロビ国際

電気通信条約又はそれに代わる協定及び通

信の分野で連邦共和国を拘束するその他の

国際協定の規定を遵守する。（1993年改正）

⒝ 連邦国防軍がドイツの国内法規に基づき

免除される限度において、軍隊は⒜号にい

う規定の適用を受けないものとする。

⒞ 将来、電気通信に関する国際協定を締結

する場合には、ドイツの当局は軍隊と協議

した上で軍隊の電気通信需要を十分に考慮

するものとする。

９⒜ 軍隊は、軍隊の電気通信設備その他の電

気設備がドイツの電気通信業務に与える妨

害を回避し、又は排除するために、合理的

に期待できるすべての措置を執るものとす

る。

⒝ ドイツの当局は、ドイツの電気通信分野

その他の電気設備が軍隊の電気通信業務に

与える妨害を回避し、又は排除するために、

合理的に期待できるすべての措置をドイツ

の法規の範囲内で執るものとする。

10 本条の解釈及び適用にあたっては、軍隊の

利益は、軍隊の要請により連邦郵便通信大臣

がその権限の範囲内で代弁するものとする。

（1993年改正）

第61条

１ NATO軍地位協定、本協定又はその他の

適用可能な協定が定める租税免除又は関税免

除の効果を別にして、軍隊又は軍属機関への

納入その他の給付に対する代価は、連邦領域
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におけるその時点での価格水準に適合するも

のとし、かつドイツの当局に対する納入その

他の給付について許容される価格より高いも

のであってはならない。ある物品が、ドイツ

の個人消費者に利益のために助成措置を受け

ている場合、軍隊及び軍属機関はその助成措

置を請求することができない。ただし、当該

物品が、本協定第56条にいう労務者の分類に

該当する者による使用又はその消費に向けら

れるものである場合は、別とする。

２ 労働賃金並びに交通運賃及び電気通信料金

に関する本協定の規定は、本条第１項の規定

により影響を受けないものとする。

第62条

１ 軍隊又は軍属機関のための徴発手続がドイ

ツの調達法令に基づいて行われる場合、次の

規定を適用する。

⒜ 徴発手続は、軍隊又は軍属機関の当局と

の協議のうえで特定されるドイツの当局が

行う。

⒝ 調達物の受領者としての軍隊及び軍属機

関の地位から生ずる権利の行使及び義務の

履行は、ドイツの権限ある当局が行政協定

に従ってこれを代行する。ただし、その性

質上ドイツの当局によってでは履行され得

ない義務については、軍隊又は軍属機関が

自ら履行する。支払われるべき補償金の額

に関する事項について軍隊又は軍属機関の

利益を代理するドイツの当局は、調達物提

供義務を負う者又は補償金額を査定する当

局が行う提案に対し、軍隊又は軍属機関の

当局との協議を経たうえでのみ同意を与え

るものとする。同様に、支払われるべき補

償金額についての同当局自らの提案は、軍

隊又は軍属機関の当局との協議を経たうえ

でなされるものとする。本協定第63条の規

定はこれにより影響されない。

⒞ 調達物受領者としての軍隊若しくは軍属

機関のための、又はそれらに対する訴訟は、

連邦共和国が自らの名において提起し、又

は応訴する。

２ 本条第１項の規定は、軍事保護地帯法及び

土地調達法に関しては適用されない。

第63条

１ 軍隊が自己又は軍属機関のために使用する

財産若しくは役務、又はその目的のために軍

隊に提供される物資若しくは役務について

は、本条第２項から第７項までに規定する場

合であって、かつその規定に定めるかぎりに

おいて、支払いは行われない。

２ 軍隊又は軍属機関は、公道、幹線道路及び

橋梁を無料で利用することができる。

３ 軍隊又は軍属機関はドイツの警察、公衆衛

生、消防、気象、地形測量及び地図作成の業

務を含む行政上の業務及び援助を、少なくと

も連邦国防軍と同じ限度において、かつ無料

でうける。可航水域の利用についても同様と

する。

４⒜ 別段の取極が結ばれず、又は今後も結ば

れない限り、連邦が法律上所有する財産、

又は占領費、委託費若しくは維持費の予算

を用いて連邦によって購入され若しくは建

設された財産、又は今後調達若しくは建設

される財産は、軍隊または軍属機関が無料

で利用することができる。この規定は、ド

イツ連邦鉄道又はドイツ連邦郵便の所有又

は管理下にある財産の利用には適用しな

い。

⒝ 別段の取極が結ばれず、又は今後も結ば

れない限り、法律上州の所有下にある財産

をすでに利用しているかまたは今後利用し

得ることが認められる派遣国が、ドイツの

法令に基づいて州の有する補償金支払い請

求権に対するすべての責任を免除されるこ
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とを、連邦共和国は保証する。

⒞ 別段の取極が結ばれず、また今後も結ば

れない限り、本項⒜号第１文又は⒝号に該

当しない財産で、連邦共和国又は派遣国の

いずれかの自己の資金によってすでに再建

され、又は今後再建されるものについての

家賃又は賃料は、財産の総価額に対する再

建費の割合に応じて割り引かれる。

⒟ 本項⒜号から⒞号までに定める財産使用

料の免除は、次のものには適用しない。

�ⅰ 修理及び維持のための費用

�ⅱ 連邦がドイツの法令に基づいて支払い

義務又は返済義務を負う範囲内での土地

に対する経常公租

�ⅲ その他の運用費

５⒜ 軍隊又は軍属機関の要請に応じたことに

より、ドイツの法令に従って物品及び役務

が要求され、又は権利が制限され、移譲さ

れ若しくは撤回されたことの結果として生

ずる次の諸経費は、派遣国が負担しないも

のとする。

�ⅰ 土地調達法に基づいて支払われるべき

補償金。ただし、次のものを除く。

(aa) 事前の占有指定に対する補償金。

ただし、本協定の効力発生後に開始さ

れた土地調達計画によるものについて

は除く。

(bb) 軍隊又は軍属機関の使用に供さ

れる施設区域であって法律上連邦また

は州の所有財産でないものの使用に対

する補償金。ただし、本協定の効力発

生後に恒久的建造物を建設する目的で

軍隊又は軍属機関の施設区域としての

使用に供されるものについては別とす

る。

�ⅱ ドイツの法令に基づき州に支払われる

べき軍事保護地帯補償金。ただし、軍事

保護地帯の指定によって生じた財産損害

が、当該財産の経済的利用等の利用の制

限によるものの範囲に留まる場合に限

る。

⒝ 軍隊又は軍属機関のための土地調達の結

果、連邦にその他の費用の支出が生ずると

きは、ドイツの当局及び軍隊の当局は個々

の事例毎に、土地調達の受益者である派遣

国が費用を負担すべきか、負担する場合は

どの程度まで負担すべきかを決定するため

に、本条第６項⒞の規定を害しないことを

条件に、かつ諸般の事情を考慮して交渉し、

取極を締結する。

⒞ 軍隊の要請に基づいて軍事保護地帯が設

定される場合に、軍事保護地帯補償金につ

いて複数回支払いの形式が取られないとき

は、ドイツの当局及び軍隊の当局は適当な

場合にかつ個別の事例毎にその補償金の割

合について、軍事保護地帯の設置を必要と

する施設区域の使用期間を含む諸般の事情

を考慮して、交渉を開始することができる。

６⒜ 派遣国は、軍隊又は軍属の各種の建設作

業により、又はこれらの作業に関連して生

ずる経費のうち、土地の明け渡しに要した

ものを負担する責任を負わない。

⒝ 軍隊又は軍属機関の当局の要請により設

置され、変更され、補強され又は拡張され

た交通用、電気通信用、電気・ガス・水の

供給用又は下水処理用の施設及び設備が、

ドイツの需要の充足にも益するときは、こ

れらの施設及び設備にかかる支出は、修理

費及び維持費を含めて、派遣国の利益とド

イツが受ける利益とを比較してそれに応じ

て負担の割合を定める。その負担額は、個々

の場合ごとにドイツの当局と軍隊の当局と

の間で取り極める。この規則は、前記の各

種の施設および設備でドイツ側が閉鎖また

は解体を計画するにもかかわらず軍隊又は

軍属機関の要請により維持されるものの修
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理費及び維持費についても適用される。

⒞ 軍隊若しくは軍属機関のための土地調達

の結果として、又は軍隊若しくは軍属機関

により、若しくはそれらのために行われた

建設作業の結果として、交通用、電気通信

用、電気・ガス・水の供給用または下水処

理用の施設及び設備が、もはや公共の利用

に供することができず、又はそれらの使用

がもはや得策ではないことが明らかに判断

され得るという理由で、施設または設備を

移設し又は取り替える必要があるときは、

派遣国はこれから生ずる支出を従来の基準

を超えない範囲で負担する。

７⒜ 軍隊が使用する軍用又はその他の航空機

が、軍隊の専属的使用に供されているので

はない民間飛行場を含む民間空港に常時配

備されるときは、共同使用される施設及び

設備について、ドイツの規則で有効とされ

る料金と異なる代償を取り極めることがで

きる。この代償は、取極に従い役務又は物

品の提供によって行うことができる。

⒝ 軍隊が使用する軍用又はその他の航空機

が緊急着陸する場合は、料金を免除する。

第64条

行政業務及び行政援助は、ドイツの警察及び

公衆衛生の各業務、消防業務、気象、地形測量

及び地図作成の各業務その他の公共業務及び公

共施設を含めて、これらの業務及び施設を連邦

領域内の他の者に無料で提供するのと同じ範囲

で軍隊構成員若しくは軍属及びそれらの家族に

も無料で提供される。公道、幹線道路、橋梁及

び可航水路についても同様とする。

第65条

１⒜ NATO軍地位協定第11条第４項に掲げ

る関税優遇措置は輸入の際に、軍隊又は軍

属機関の所有に属する物品だけでなく、軍

隊又は軍属機関が連邦共和国にもまたベル

リン（西）にも住所を有しない者と直接に

結んだ契約の履行として軍隊又は軍属機関

に引き渡される物品についても適用され

る。この優遇措置は、当該物品の輸送が軍

隊若しくは軍属機関自らの輸送手段による

か、又は商業的輸送によるかに関わりなく

適用される。

⒝ 関税免除地域内又は保税管理の下にある

物品で、軍隊又は軍属機関の公的調達機関

が連邦共和国又はベルリン（西）に住所を

有する者との間で結んだ契約の履行として

軍隊又は軍属機関に引き渡されるものにつ

いては、支払いが派遣国の通貨で行われる

限り、関税及び消費税（上高均等税を含む。）

を課さないものとする。この条件は、軍隊

又は軍属機関が、合意された両替所を通じ

て連邦共和国内で派遣国の通貨との交換に

より取得したドイツマルクで、又は関係政

府間の特別協定によってこの目的のために

使用できるドイツマルクで支払いを行う場

合にも、充足されたものとみなす。

２ 本条第１項に掲げる優遇措置は、軍隊又は

軍属機関がその構成員又はそれらの家族の個

人的な使用用または消費用に売却する目的で

輸入し、又は取得した物品についても適用す

る。当該物品の売却は、軍隊若しくは軍属機

関の指定機関又は軍隊若しくは軍属機関のた

めの役務機関であってその名が連邦政府に通

告されているもののみを通じて行う。ただし、

軍隊の当局とドイツの当局との間に別段の合

意がある特定の場合を除く。

３ 軍隊又は軍属機関は、ドイツの当局との間

の細目取極に従って、連邦領域内で、軍隊の

構成員でも軍属でもそれらの家族でもない者

に物品を売却すること許される。これらの物

品を購入した者は、ドイツの関税立法に従っ

て物品購入に伴って生ずる義務の履行につい
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て責任を負う。軍隊又は軍属機関は、当該購

入者がドイツの関税管理上必要とされるすべ

ての事項を処理したことを証明する書類を提

示したときにのみ、物品の搬出を許可する。

４ 軍隊及びドイツの権限ある当局は、軍隊及

び軍属機関の輸入品及び輸出品の通関に関す

る事務がドイツの関税当局において円滑かつ

迅速に行われるよう、あらゆる適切な措置を

執るものとする。

５ 軍隊又は軍属機関の輸入品及び輸出品に関

するドイツの当局による税関規制は、次の原

則に従って行う。

⒜ NATO軍地位協定第11条第３項及び本

項⒝号から⒟号までの規定を留保して、軍

隊及び軍属機関の運送物に関しては包装物

個々の番号、型式及び重量についてドイツ

の税関当局による検査をうけるものとす

る。

⒝�ⅰ ドイツの関税当局は、運送物の内容に

ついても検査することができる。軍隊又

は派遣国の軍当局の公務用封印を付され

ている包装物については、疑義がある場

合にのみこの検査を行うことができるも

のとする。その他の運送品については抜

き取り検査によっても検査を行うことが

できる。本号第２文に定める方法で封印

された車両荷物庫及び密封された貨物

は、検査のために指定された軍隊又は軍

属の代表者が立ち会う時にのみ検査され

る。ただし、個々の事例によっては軍隊

又は軍属機関がその立会いを不必要とす

る場合を除く。

�ⅱ 検査の範囲及びその実施方法は、軍隊

の当局とドイツの税関当局との間で締結

する特別の取極で定める。この取極にお

いては、運送物の多様な種類、運送方法、

軍隊の特別な作業方法その他すべての関

連事項が考慮されなくてはならない。軍

隊又は軍属機関は、検査が国境において

ではなく運送物の目的地又はその近辺に

おいて実施されるよう要請することがで

きる。その場合、ドイツの関税当局は、

運送物が検査地まで損なわれない状態で

到着することを確保するために必要な措

置を執る権限を有する。

⒞ 軍隊の当局が発給する証明書によれば、

安全保障上の理由から特別の保護規則の適

用を受ける軍事装備品がその内容であると

される運送物については、ドイツの税関当

局の要請に従って行われる検査は、その目

的のために特別に指定された軍隊の代表者

のみによって実施される。検査の結果はド

イツの権限ある当局に通知される。

⒟ 本項⒜号から⒞号までの規定は、軍用飛

行場を経由して輸出入される軍隊の運送品

にも、原則的に適用される。ただし、その

際ドイツの税関当局は、当該飛行場につい

て管轄権を有する軍隊当局との間に取極が

締結された後においては随時の検査にとど

めるものとする。軍隊の当局は、これらの

全運送物について定期的税関規を行う。安

全保障上の理由から特別の保護規定が適用

される軍事装備を有する航空機の内部にお

ける税関規制は、特別に指定された軍隊の

代表者のみが行うものとする。

６ 軍隊又は軍属機関が連邦領域内で取得した

物品の輸出については、NATO軍地位協定

第11条第４項に従って発給される証明書を税

関事務所に提出するものとする。ただし、同

条第10項の範囲内でこの証明書が不要とされ

る場合を除く。

第66条

１ 軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家

族は、身の回り品、家具及び自家用車両のほ

か、個人用の又は家庭用の、使用又は消費に
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向けられるその他の物品をも、関税その他の

輸入税を負担することなく輸入することがで

きる。この優遇措置は、それらの者の所有す

る物品だけでなく、それらの者に贈与される

物品、又は連邦共和国にもベルリン（西）に

も居住していない者と直接結んだ契約の履行

として引き渡される物品についても適用す

る。

２ ドイツの権限ある当局によって、とりわけ

関税違反の対象となると指定される一定の物

品については、本条第１項に掲げる優遇措置

は、軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの

家族が当該物品を携帯手荷物として持ち込ん

だ限り、またドイツの権限ある当局と軍隊の

当局との間で合意された数量の限りで適用さ

れる。

３ 疑義がある場合、ドイツの税官吏は、輸入

される物品がその物品輸入者の個人用又は家

庭用の使用又は消費に向けられたものである

ことを証明する書類の提示を要求する権利を

有する。ただし、この規定は、本条第２項に

従って輸入が制限されている物品には適用し

ない。当該証明書は、軍隊の当局がこの目的

のために特に任命する一定数の官吏であっ

て、その氏名及び署名見本がドイツの当局に

通知済みの者のみによって発給される。

４ 関税なしで輸入された物品又は免税措置に

より取得された物品は、軍隊の構成員若しく

は軍属又はそれらの家族の間で売買すること

が認められる。その他の者への売却は、ドイ

ツの当局が一般的に許可されている者でない

限り、ドイツの当局に通知し、かつその許可

を受けた後にのみ許される。

５⒜ 物品が軍隊の郵便業務又は運送業務を通

じて軍隊の構成員および軍属またはそれら

の家族によって発送され、若しくはそれら

の者によって受領される場合、その物品に

対する税関規制は、ドイツの税関当局と軍

隊の権限ある当局との間の合意により指定

される場所において、ドイツの税関当局が

行う。税関検査は、軍隊当局の代理者によ

る立ち会いの下に行う。

⒝ 本協定第69条に含まれる為替管理に関す

る規定の適用上、軍隊の構成員若しくは軍

属又はそれらの家族が発送し又は受取人に

なっている書簡及び郵便小包の検査を軍隊

の郵便局において行う必要があるときは、

その書簡及び小包の開封に当たっては、発

送人若しくは受取人又はいずれか一方によ

り授権された代理人が立ち会わなければな

らない。これらの検査の範囲および実施方

法は、軍隊の当局とドイツの当局との間で

取り極める。

６ 軍隊の構成員若しくは軍属並びにそれらの

家族は、連邦共和国内に自ら持ち込んだ物品

を、輸出税を支払うことなく再び持ち出すこ

とができる。これらの者はまた、所有する物

品であって商取引を目的としないものを、自

らの経済状況に対応する数量だけ、経済的理

由による輸出禁止其の他の制限に服すること

なくまた輸出税を支払うことなく、持ち出す

ことができる。疑義がある場合、ドイツの税

関当局は、これらの条件が満たされているこ

とを証明する書類の提出を要求する権利を有

する。この証明書は本条第３項第３文の基準

に従って発給される。

７ 軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家

族に対する税関規制が軍隊の国境連絡官の駐

在する税関事務所で行われる場合、ドイツの

税関吏は、関税法規違反が発見されたとき、

又は税関検査に関して困難が生じたときに

は、当該連絡官を参加させる。

第67条

１ 軍隊は、もっぱら任務上の活動範囲に属す

る事項及びその活動に充てられる財産につい
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ては納税義務を負わない。ただし、軍隊がド

イツにおける商業取引に参加することにより

生ずる租税、又はその目的に充てられる財産

に関する租税に関しては、この規定は適用し

ない。軍隊がその構成員若しくは軍属又はそ

れらの家族に対して行う給付又は役務供与

は、ドイツにおける商業取引への参加とはみ

なさない。

２ 軍隊若しくは軍属機関が輸入若しくは輸出

する物品又は関税免除地域内若しくは保税管

理下で取得された物品に対する関税及び他の

輸出入税の免除は、NATO軍地位協定第11

条及び本協定第65条に従って決定される。

３⒜�ⅰ 軍隊又は軍属機関の公的調達機関が発

注し、軍隊、軍属機関及びそれらの構成

員又はそれらの家族による使用用若しく

は消費用に指定された物資及びその他の

役務であって軍隊又は軍属機関に対して

提供されるものに関しては、本号�ⅱ及び

�ⅳに定める租税優遇措置が与えられる。

価格の計算に際しては、この租税優遇措

置を考慮するものとする。（1993年改正）

�ⅱ 軍隊又は軍属機関に対する物品の提供

及びその他の役務については、取引高税

を免除する。この免税は、建造物のある

土地及び建造物のない土地の供給並びに

建物の建造については、その取引が軍隊

の構成員若しくは軍属又はそれらの家族

の私的必要のために行われる場合には適

用しない。（1993年改正）

�ⅲ 削除。（1993年改正）

�ⅳ 関税法上の税が免除される取引を通じ

て軍隊又は軍属機関に供給される物品に

ついては、関税法及び消費税法上輸出に

関して定める租税優遇措置を与える。

（1993年改正）

⒝ 本項⒜号は、ドイツの当局が軍隊又は軍

属機関のために行う調達又は建設について

も適用する。

⒞ 本項⒜号及び⒝号の租税優遇措置を与え

るためには、その措置の許与に関する諸要

件が具備されていることを、ドイツの権限

ある当局に証明することを条件とする。こ

の証明の方法は、ドイツの当局と関係派遣

国との間の取極によって定める。

４ NATO軍地位協定第11条第11項に定める

燃料、油及び潤滑油に関する特別取極は、本

協定第65条第１項⒝号及び本条第３項の規定

と調和するように作成するものとする。

第68条

１ 軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家

族は、連邦共和国との国際協定に基づいてそ

れらの者が享有するいかなる租税上の優遇措

置からも除外されないものとする。

２ 国内保険業者又は外国保険業者の国内代理

人として認可された者に保険料が支払われる

場合、保険税が課せられる。ただし、保険料

が直接に外国保険業者に支払われる場合に

は、課せられない。軍隊の構成員若しくは軍

属又はそれらの家族の自家用自動車のための

保険に関しては、個別の事例によっては外国

保険業者に直接支払うことができる保険料が

当該保険業者の国内代理人に例外的に支払わ

れる場合も、保険税支払いの義務はない。

３ NATO軍地位協定第10条第１項の規定に

いう住所が連邦領域にないという事実は、軍

隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族を

取引高税法上、外国人購入者とみなすべきこ

とを意味しない。

４ 家族は、NATO軍地位協定第10条の適用

上、軍隊の構成員又は軍属と同様に取り扱わ

れる。

第69条

１ 軍隊若しくは軍属機関、それらの構成員又
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はそれらの家族が、NATO軍地位協定第14

条にいう規則に従い連邦共和国通貨及び同通

貨単位表示の支払指図書を振り込み、持ち出

し、及び所有する権利は、本条第２項、第３

項及び第４項の規定の影響を受けないものと

する。

２ 軍隊又は軍属機関の当局は、連邦共和国通

貨以外の通貨、同通貨単位表示の支払指図書

及び派遣国通貨単位表示の軍票を振込み、持

ち出し及び所有する権利を有する。

３ 軍隊又は軍属機関の当局は、軍隊の構成員

若しくは軍属又はそれらの家族に対し、次の

ものを配布することができる。

⒜ 以下の国の通貨及び同通貨単位表示の支

払指図書

�ⅰ 連邦共和国

�ⅱ 派遣国

�ⅲ その他の国。ただし、休暇旅行を含め、

許可された旅行に必要な程度とする。

⒝ 派遣国通貨単位表示の軍票

ただし、軍隊の構成員若しくは軍属又は

それらの家族に対して派遣国通貨によって

支払われるという制度が連邦共和国の協力

の下に採用されている場合にのみ認められ

る。

４ 軍隊の当局によって定められ、かつ連邦共

和国の当局に通告される規制基準に従うこと

を唯一の条件として、軍隊の構成員若しくは

軍属又はそれらの家族は、個人として次のこ

とを行うことができる。

⒜ 派遣国の通貨、同通貨単位表示の支払指

図書及びいずれかの派遣国の通貨を単位表

示とする軍票を持ち込むこと。

⒝�ⅰ 連邦共和国通貨以外の通貨および同通

貨単位表示の支払指図書を連邦領域外に

持ち出すこと。ただし、当該軍隊の構成

員若しくは軍属又はそれらの家族がその

通貨若しくは支払指図書を連邦領域内に

持込み、又は軍隊の当局若しくは同当局

によって授権された代理人からその通貨

若しくは支払指図書を受領した場合に限

る。

�ⅱ 当該軍隊構成員若しくは軍属又はそれ

らの家族によって振り出された派遣国金

融機関又は公的金庫発行の小切手を連邦

領域外に持ち出すこと。

�ⅲ 派遣国通貨単位表示の軍票を連邦領域

外に持ち出すこと。

５ 軍隊の当局は連邦共和国の当局と協力し、

本条第２項、第３項及び第４項の下に与えら

れる権利の乱用を防止し、かつ本条第２項、

第３項及び第４項の規定を考慮すればその権

利が軍隊若しくは軍属機関、それらの構成員

及び家族に適用される範囲で連邦共和国の外

国為替規則の制度を保護するために、適切な

措置を執るものとする。

第70条

軍隊及び軍属機関は、締結されるべき特別協

定に従って、派遣国の通貨単位で取得しドイツ

連邦銀行の当座勘定として保有するドイツマル

ク単位の預金について、利息の支払を受ける。

第71条

１ 署名議定書中の本条に関する条項第２項に

掲げるドイツ以外の国の非商業的性格を有す

る組織は、軍隊の構成一部分とみなされ、か

つそのように取り扱われる。

２⒜ 署名議定書の「本条について」の第３項

に掲げるドイツ以外に国の非商業的性格を

有する組織は、NATO軍地位協定及び本

協定により軍隊に与えられる優遇措置及び

免除を、同条項第３項に定める任務を遂行

するために必要な範囲内で享受する。ただ

し、これらの組織のための輸入、組織への

供給又はその他の役務の提供について優遇
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措置及び免除が与えられるのは、軍隊若し

くは軍属機関の当局又はこれらの当局によ

り指定された官庁の調達部局によって仲介

される場合に限る。

⒝ 本項⒜号に掲げる組織は、NATO軍地

位協定及び本協定に基づいて軍隊又は軍属

機関の当局が有する権限を有しない。

３ 署名議定書の本条に関する条項の第２項及

び第３項に掲げる組織は、非商業的性格を有

する組織として行う活動に関しては、通常、

取引及び営業活動に関するドイツ法令の適用

を免除される。ただし、安全保障措置に関す

る規定は、本協定第5３条に従うことを留保条

件にして適用される。

４ ドイツ以外の国のその他の非商業的性格を

有する組織は、行政協定を結ぶことにより、

次の各場合においてその都度、署名議定書の

本条に関する条項第２項又は第３項に列挙す

る組織と同一の取扱いを受けることができ

る。

⒜ 軍隊の軍事的必要を充足するために必要

であるとき、及び、

⒝ 軍隊の一般的指令に従い、かつ軍隊の監

督に服するとき

５⒜ 本条第６項を留保して、署名議定書の本

条に関する条項第２項又は第３項に掲げる

組織のためにもっぱら勤務する被雇用者

は、軍属とみなされ、かつそのように取り

扱われる。当該被雇用者は、同組織がその

者に支払う俸給および手当てについて、そ

の俸給及び手当てが次のいずれかであると

きは、連邦領域において租税の免除を受け

る。

�ⅰ 派遣国において課税の対象になる場

合、又は、

�ⅱ 租税支払義務が生じないとの前提の下

に算定がなされる場合

⒝ 本項⒜号の規定は、本条第４項に従って、

署名議定書の本条に関する条項第２項又は

第３項に列挙する組織と同一の取扱いを受

ける組織の被雇用者に対しても適用する。

６ 第５項の規定は、次の者には適用しない。

⒜ 無国籍者

⒝ 北大西洋条約の当事国でない国の国籍民

⒞ ドイツ人

⒟ 連邦領域内に住所又は常居所を有する者

第72条

１ 署名議定書の本条に関する条項第１項に掲

げるドイツ以外の国の商業的性格を有する企

業は、次の事項に関して優遇措置を享受する。

⒜ その任務の遂行上必要な範囲内で、

NATO軍地位協定及び本協定により軍隊

に与えられる関税、租税、輸入及び再輸出

に対する制限並びに外国為替管理を免除さ

れること

⒝ 取引及び営業活動に関するドイツ法令の

適用からの免除

⒞ 行政協定により必要な場合に定められる

その他の優遇措置

２ 第１項の規定は次の場合にのみ適用する。

⒜ 当該企業がもっぱら軍隊、軍属機関、そ

れらの構成員及び家族のために活動し、か

つ、

⒝ 当該企業の活動が、ドイツの企業による

のでは軍隊の軍事的必要を妨げることにな

るために実施することができない商取引に

限定される場合

３ 当該企業の活動が本条第２項の定める条件

に適合しない業務を含むときは、第１項に規

定する免除および優遇措置は、もっぱら軍隊

のために行われる企業活動とその他の活動と

が法律上または行政上明確に区別されるとい

う条件の下にのみ与えられる。

４ ドイツ以外の国のその他の商業的性格を有

する企業については、ドイツの当局との合意
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がある場合であってかつ本条第２項及び第３

項に定める条件の下で、第１項に掲げる免除

及び優遇措置の全部又は一部を与えられる。

５⒜ 本条に従って免除及び優遇措置を享受す

る企業の被雇用者は、それらの者がもっぱ

ら当該企業のために活動する場合は、軍属

に与えられると同一の免除および優遇措置

を与えられる。ただし、派遣国がその免除

及び優遇措置に制限を加える場合を除く。

⒝ ⒜号の規定は、次の者には適用しない。

�ⅰ 無国籍者

�ⅱ 北大西洋条約の当事国でない国の国籍

民

�ⅲ ドイツ人

�ⅳ 連邦領域内に住所又は常居所を有する

者

６ 軍隊の当局が、本条に従ってこれらの企業

又はその被雇用者に対して与えられていた免

除及び優遇措置の全部又は一部を取り消すと

きは、同当局はドイツの当局にその旨を通知

する。

第73条

技術上の専門家であって、その業務が軍隊に

よって必要とされ連邦領域において技術的顧問

として又は装備物の取り付け、運用若しくは維

持の目的でもっぱら軍隊のために従事する者

は、軍属の構成員とみなされ、かつそのように

取り扱われる。ただし、この規定は次の者には

適用しない。

⒜ 無国籍者

⒝ 北大西洋条約の当事国でない国の国籍民

⒞ ドイツ人

⒟ 連邦領域内に住所又は常居所を有する者

第74条

１ NATO軍地位協定第12条及び第13条は、

本協定中の関税及び租税の分野に関する諸規

定についても等しく適用する。

２ 軍隊及び軍属機関の当局は、関税及び租税

の分野における優遇措置及び免除の認容の結

果として生ずる恐れのある乱用を防止するた

めに、すべての適切な措置を執るものとする。

同当局は、関税及び租税に関する違反行為の

防止についてドイツの当局と緊密に協力す

る。

３ 本条第１項及び第２項の適用の細目は、

NATO軍地位協定第12条第１項に従って遵

守すべき条件を含めてドイツの当局との間の

行政協定で定める。それらの行政協定は、特

に次の事項を考慮に入れるものとする。

⒜ 軍隊及び軍属機関の当局は、ドイツの当

局との合意の下に、一定の物品が適正な量

でのみ軍隊の構成員及び軍属又は家族の使

用に供されることを保証する。

⒝ 軍隊又は軍属機関の当局とドイツの当局

との間の協力は、軍隊内の販売施設並びに

軍隊に奉仕する組織及び企業に関連する情

報の交換を含み、さらに必要な限度での、

これらの機関に対する検査をも含むものと

する。

４ 軍隊又は軍属機関の当局は、ドイツの当局

の要請があったときには、連邦領域内で納税

義務のある個人又は企業の納税額を決定する

ために必要な、期待し得るいかなる情報をも、

ドイツの当局に提供するものとする。ただし、

軍事上の必要上排除されるべき範囲に属する

情報は除く。ドイツの当局は、課税評価に必

要な情報が他の手段では得られないとき、例

えば、租税優遇措置が執られた物品及び役務

の調達に関して官庁発行の証明書（清算証明

書）がドイツの財政当局に提出されている場

合にはその証明書から必要な情報が得られな

いとき、又はドイツの他の当局が財政当局に

提供した資料から得られないときには、軍隊

又は軍属機関の当局に対してそれらの情報の
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提供を要求する。ドイツの当局は、権限のな

い第三者に情報が漏洩することを防止する。

第75条

１⒜ 起訴された者がドイツ人である場合を除

き、本協定第19条並びにNATO軍地位協

定第７条第１項、第２項及び第３項のいず

れの規定も、本協定の効力発生前に軍隊の

構成員が行ったと疑われる犯罪行為につい

て、次の場合には適用しない。

�ⅰ 当該犯罪行為に関する訴訟手続が、裁

判管轄権を行使する軍隊の当局により本

協定効力発生の日の前に開始され、又は

終了した場合、又は、

�ⅱ 当該犯罪行為の起訴が、関係派遣国の

法令に規定されている所定の期間の経過

により、本協定効力発生の日の前に時効

となった場合

⒝ 訴訟手続が本協定の効力発生の日に係属

中であるときは軍隊条約が引き続き有効な

ものとみなされ、当該訴訟の終了まで、軍

隊の構成員が行った犯罪行為に対する裁判

管轄権の行使に関する同条約の規定を適用

する。ただし、係属中のこの種の事件は、

前記の日から10日以内にドイツの当局に通

告されるものとする。

２ 本協定の効力発生の日よりも前になされた

犯罪行為について量刑の決定に際して、ドイ

ツの裁判所又は当局は、被告人が犯罪行為の

実行の時点において服していた派遣国の法令

がドイツの法令に定める刑よりも軽い刑を規

定している場合には適切な考慮を払う。

第76条削除。（1993年改正）

第77条削除。（1993年改正）

第78条

１ 安全保障上の理由による解雇の当否につい

ては、軍隊条約第44条第８項に基づき設置さ

れる混合委員会が、同規定に基づいて行われ

る要請であってこの協定の効力発生前に同委

員会が受理したものの限りで、引き続き決定

する権限を有するものとする。

２ 混合委員会の決定は、本協定の効力発生後

も引き続きドイツの労働裁判所に対して拘束

力を有するものとする。

第79条削除（1993年改正）

第80条

NATO軍地位協定第15条の規定は、同条に

定めるNATO軍地位協定上の他条項再検討に

関する原則が、本協定により補足された同条項

に及ぶと理解される限りにおいて、本協定に適

用される。

第80Ａ条

１ 本協定の解釈または適用について意見の違

いが生じ、かつ、個別の手続が定められてい

ないときは、直接の当事国は、最も下位の適

切な機関間段階での協議によって意見の違い

を解決するよう努力する。その段階で解決す

ることができない意見の違いは、より上位の

権限ある軍当局または文民当局に付託するこ

とができる。

２⒜ 意見の違いを第１項に従って15日以内に

解決できないときは、いずれの直接関係当

事国も、直接関係を有する諸当事国に対し

て可能な解決法を勧告するために協議委員

会を設置するよう要求することができる。

要求の日から10日を超えない期間内で協議

委員会を設置し、同委員会は最初の会合を

開くものとする。協議委員会は、最初の会

合の日から60日以内に最終勧告を行う。

⒝ 協議委員会は、直接関係当事国を代表す
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る妥当な人数の委員で構成されるものとす

る。連邦共和国が、意見の違いを生じてい

る当事国である場合、連邦共和国は、意見

の違いがあるすべての当事国が任命する委

員を合計した数と同数の委員を任命する権

利を有する。協議委員会は、委員会に助言

する外部の調停者を招聘することができ

る。協議委員会はまた、委員会のいずれか

の委員の要求に基づき、適切な個人の専門

的意見又は北大西洋条約機構、西欧同盟、

経済協力開発機構などの組織の専門的意見

を求めることができる。その意見の伝達及

び保管については秘密が守られる。

３ 協議委員会は、最初の職務行為として、適

切な場合には、意見の違いが解決されるまで

の間暫定措置を執るよう当事国に勧告する。

この暫定措置は、当事国のそれぞれの立場又

は意見の違いの最終的な解決には影響を与え

ない。協議委員会が所定の期間内に暫定措置

について合意できないときは、暫定措置の問

題は、解決のため適切な経路に、必要な場合

は大臣間の水準に委ねるものとする。

４ 協議委員会が勧告する最終的解決法は、直

接関係する当事国のうちの１又はそれ以上の

国が15日以内に異議を申し立てない限り、直

接関係する当事国によって実行されるべきも

とする。異議の申し立てがあるとき、又は協

議委員会が所定の期間内に最終的勧告につい

て合意できないときは、その問題は迅速な解

決のために外交経路に委ねられる。

５ 意見の違いが最終的に解決されるまでの

間、いずれの当事国も、直接関係する他の当

事国の重大な利益、特に駐留受入国が主張す

る利益を害するような措置を執らないものと

する。（1993年改正）

第81条

いずれの駐留国も、他の締約国と協議した後、

文書で通告してから２年後に本協定から脱退す

ることができる。連邦共和国は、他の締約国と

協議した後、１又はそれ以上の締約国に対して

文書で通告してから２年後に本協定を終了させ

ることができる。（1993年改正）

第82条

⒜ 1954年10月23日のドイツ連邦共和国にお

ける外国軍隊の駐留に関する条約が同条約

第３条第２項の規定に従って再検討される

場合、本協定も再検討される。

⒝ 本協定の効力発生後３年の期間が経過し

た後に締約国のうちの１国から要請がある

場合、本協定は再検討されるものとする。

⒞�ⅰ NATO軍地位協定の条項が同協定第

17条に従って再検討される場合、その条

項と直接関連する本協定の１又はそれ以

上の条項も再検討される。

�ⅱ 締約国のうちの１国とって、本協定の

１若しくはそれ以上の条項の継続的適用

が、同国の立場からすると特に負担とな

り、又はそのような適用が同国について

は合理的に見て期待されえないと判断さ

れる場合には、当事国の要請により随時、

その条項は再検討される。この場合にお

いて、要請提出後３ヵ月の期間内に交渉

が開始される。交渉開始後３か月間の交

渉によっても一致が得られない場合、い

ずれの本協定締約国も北大西洋条約機構

の事務総長に対して、1956年12月13日の

北大西洋理事会決議に基づいて仲介を行

い、及び同決議に掲げる手続のうちの一

つを開始するよう、要請することができ

る。締約国は、この手続から引き出され

た勧告に最大限の注意を払うものとす

る。

�ⅲ 純粋に技術的又は行政的な性質を有す

るまたはそれ以上の条項に関しては、締
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約国の１国の要請があるときは随時、再

検討される。

第83条

１ 本協定は批准又は承認を要する。署名国は、

批准書又は承認書をアメリカ合衆国政府に寄

託する。同国政府は、各署名国に対して文書

の寄託日を通告する。

２ 本協定は、連邦共和国が1955年10月５日付

けの北大西洋理事会の決議に定める条件に

従ってNATO軍地位協定への加入書をアメ

リカ合衆国政府に寄託した日から30日後に効

力を発生する。

３ 本協定は、アメリカ合衆国政府の公文書館

に寄託される。同国政府は、本協定の認証謄

本を各署名国に送付する。

なお、1993年改正に関しては次のような批准、

寄託に関する規定が置かれている。

１ 本協定は批准又は承認を要する。署名国は、

批准又は承認の文書をアメリカ合衆国政府に

寄託する。同国政府は、各署名国に対して文

書の寄託日を通告する。

２ 本協定は、最後の批准書又は承認文書が寄

託されてから30日後に効力を発生する。

３ 本協定は、アメリカ合衆国政府の公文書館

に寄託される。同国政府は本協定の認証謄本

を各署名国に送付する。

以上の証拠として、下名の全権委員は正当に

委任を受け、この協定に署名した。

1993年３月18日にボンにおいて、等しく正文

であるドイツ語、英語、フランス語による各一

通を作成した。

（ほんま ひろし・法政大学教授）

（本稿は、調査及び立法考査局の委託によるも

のである。）
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ボン補足協定の署名議定書

Protocol of Signature to the Supplementary Agreement

本間 浩訳

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（以下、補足協定という。）

の署名に際し、

同補足協定に署名したベルギー王国、ドイツ

連邦共和国、カナダ、フランス共和国、オラン

ダ王国、グレート・ブリテン及び北アイルラン

ド連合王国、並びにアメリカ合衆国の代表は、

以下の議事録及び宣言が合意されたことを確

認する。

第１部

NATO軍地位協定に関する合意議事録及び宣言

第１条第１項⒜号について

１ 「軍隊」という概念定義に関し、連邦共和

国は、1954年10月23日のドイツ連邦共和国内

における外国軍隊の駐留に関する条約第１条

第３項に従って一時的に連邦共和国内に滞在

する派遣国の軍隊についても、NATO軍地

位協定及び補足協定が適用されるものとみな

す。

２ 連邦共和国内における派遣国の大使館付き

駐在武官、駐在武官の部局付き構成員及びそ

の他の要員であって、連邦共和国内で外交官

の地位又はその他の特別な地位を有する者

は、NATO軍地位協定および補足協定の規

定に定める意味での「軍隊」を構成する者又

はそれに所属する者とはみなされない。

３ 軍事上の必要性がある場合を除き、派遣国

の政府は専らドイツ人である者を、軍隊の構

成員として連邦共和国の領域内に駐留させる

ことのないよう、あらゆる努力を行う。

４⒜ 予算上独立している下記の組織および活

動は、アメリカ合衆国軍隊の構成部分とす

る。

�ⅰ 欧州酒保組織(EES)

�ⅱ 在欧空軍酒保(AFEX)

�ⅲ 在欧米陸軍(USAREUR)第６種局

�ⅳ 在欧米空軍(USAFE)第６種局

�ⅴ 欧州映画部

�ⅵ 在欧米空軍映画部

�ⅶ 在欧米陸軍特別奉仕事業基金

�ⅷ 在欧米陸軍特別奉仕事業償還基金

�ⅸ 米軍放送網

�ⅹ 家族教育機関(家族のための学校を含

む)

�xi 軍隊レクリエーションセンター基金

�xii 在欧アメリカ銃砲クラブ協会

�xiii 『星条旗』紙

�xiv その他、予算上独立した基金を有する

組織（特別に許可されたクラブ及び食堂

を含む）

⒝ ⒜号(xiv)にいう組織は、合意された手続

きに従って、指定された軍隊の調達部門を

通じて行う。その際の調達は税を免除され

るものとする。

⒞ 本項⒜号に掲げる組織および特別基金の

一覧表は、組織変更の必要に応じて修正す

る。

５ ベルリンに駐留する派遣国の軍隊の構成員

若しくは軍属又はそれらの家族は、休暇で連

邦領域内に滞在する場合は、軍隊の構成員若

しくは軍属又はそれらの家族とみなされ、か

つ取り扱われる。
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第５条第１項第２文について

１ 派遣国の当局は、軍隊の構成員に対し、派

遣国の法規に従って文民の服装の着用を許可

することができる。

２ 第１項の規定は、個々の軍待命者が軍隊に

編成される場合のフランス軍分遣隊にも、フ

ランスの規則がこれらの兵員に文民の服装で

国境を越えることを認める限りにおいて、同

様に適用する。なお、上記軍待命者には、連

邦共和国内の、自己が所属すべき部隊に赴く

新兵又は帰国途中の除隊兵も含まれる。

第７条について

１ 連邦共和国は、行政刑罰手続により処理す

べき行為及び秩序違反として単なる罰金の対

象となる行為を、第７条及び同条に直接関連

する補足協定の規定の定める意味において受

入国の法令によって罰すべき行為とみなす。

２⒜ 連邦共和国は、７条第１項⒝を考慮して、

軍隊の構成員及び軍属又はそれらの家族の

引渡しの請求について決定する権限を有し

ない。

⒝ 派遣国は、軍隊の構成員として又は家族

として連邦領域内に滞在するドイツ人の引

渡しの要求に応じないものとする。

第９条第６項について

連邦共和国は、家族の交通の便宜及び運賃上

の優遇措置に関する申請を好意的に検討する用

意があるものとする。その検討は、現行運賃の

範囲内で、かつそれと比較し得る事情の下での

み行う。

第19条について

連邦共和国政府は、軍隊の法的地位について

規定のないままであることが望ましくないこと

を認める。従って、同政府は、第19条に基づい

て同政府が有する廃棄通告の権利を行使するの

は、緊急の理由による場合に、かつ派遣国との

協議の上でのみとする。連邦共和国政府は、廃

棄通告が行われた場合は、直ちに派遣国政府と

適当な代替取極を定めるための交渉に入る用意

があるものとする。そのような取極が定められ

るまで、連邦政府は、基本的な駐留条件の安定

性を侵害しない地位を与えなければならない。

第２部

補足協定に関する合意議事録および宣言

第１条について

1956年10月27日のザール問題処理に関するド

イツ連邦共和国とフランス共和国との間の条約

第１条第２項及び第３条に規定する経過期間が

終了する以前に本補足協定が効力を発生したと

きは、本補足協定の規定は、それが前記の条約

第２章によってドイツに管轄権が認められてい

ない事項に関するものである限り、その経過期

間が終了するまでの間、ザールラントには適用

しない。

第２条について

軍隊の当局は、第２条第２項⒜号の規定の意

味における近親者が連邦領域内に入ることをで

きるだけ制限する。

第４条について

第４条を適用する場合、ドイツの当局は、権

利を行使し、かつそれに関連する義務を履行す

る派遣国の当局とのみ交渉を行う。

第５条について

第５条第１項⒜号の規定は、連邦領域への入

国又は連邦領域からの出国には適用しない。

第７条について

軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族
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として連邦領域内で過した期間は、兵役義務に

関するドイツの法規の適用上考慮されないもの

とする。

第８条について

１ 退去強制は、ドイツの外国人警察法規の規

定に従ってのみ行うことができる。

２ 現行のドイツ外国人警察令（1938年８月22

日に制定）中、現状に適合しなくなった規定

については、以下の範囲で補足訂正される。

⒜ 警察令の規定中、次の語は以下の要領で

置き換えられる。

�ⅰ 「帝国領域」の代わりに「連邦領域」

�ⅱ 「帝国」の代わりに「連邦」

�ⅲ 「帝国国境」の代わりに「連邦国境」

�ⅳ 「郡警察行政」の代わりに、その任務

を受け継いだ範囲での、州の法律により

管轄権が与えられた「都市・郡行政」

�ⅴ 「帝国マルク」の代わりに「ドイツマ

ルク」

�ⅵ 「帝国内務大臣」の代わりに「連邦内

務大臣」

⒝ 第５節第１項⒜号に関し、

「民族共同体」という語は、管理理事会

法第１号第２条の以下に掲げる規定に従っ

て廃止された。

「いつ、どのようにして制定されたかを

問わず、ドイツの法令は、裁判上又は行政

上、正義に反し、かつ不平等を生じせしめ

るような形で適用されてはならない。その

不正義または不平等とは、

ａ いかなる者であれ、国家社会主義ドイ

ツ労働者党、その下部組織、その翼下結

社又は監督下の組織とのつながりを理由

に利益を享受すること

ｂ いかなる者であれ、人種、国籍、若し

くは信仰の理由によって、又は国家社会

主義ドイツ労働者党もしくはその主義に

反対したことを理由として、不利益を被

ることをいう。」

⒞ 第５節第１項⒞号に関し、

断種の実施に関する法的根拠（刑法第42

ａ節第５号および第42ｋ節）は、管理理事

会法第11号第１条によって廃止された。さ

らに、断種は、連邦基本法第２条第２項第

１文の次の規定からも許されない。

「各人は、生命及び身体不可侵の権利を

有する。」

⒟ 第５節第１項⒢号に関し、

「人種的帰属」という語は、管理理事会

法第１号第２条（⒝号参照）の規定及び連

邦基本法第３条第３項の以下の規定により

廃止される。

「何人も、その性別、門地、人種、言語、

出身地及び家系、信仰、宗教的又は政治的

見解によって不利益を受け、または特権を

享受してはならない。」

⒠ 第５節第１項⒣号に関し、

「ジプシー」という語は、管理理事会法

第１号第２条（⒝号参照）の規定及び連邦

基本法第３条第３項（⒟号参照）の規定に

より廃止された。

⒡ 第７節第１項⒞号に関し、

連邦基本法第16条第２項第２文〔訳者注

記 1993年改正連邦基本法では第16ａ条第

１項〕に従い、政治的に迫害される者は庇

護権を有する。この権利は、外国人警察令

第７節第１項の規定により影響を受けな

い。1951年７月28日の難民の法的地位に関

する協定（連邦法律公報1953年第２部559

ページ）にいう外国人難民についても同様

とする。

⒢ 第７節第４項および第５項第２文に関

し、

ドイツ国民および外国人の拘禁は、以下

に掲げる連邦基本法第104条第２項及び第
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外国の立法 221（2004.8) 69



４項の規定に従ってのみ行うことができ

る。

「第２項 自由剥奪の許容及び継続につい

ては、裁判官のみが決定することが

できる。裁判官の命令に基づかない

自由剥奪の場合には、遅滞なく裁判

官の決定がなされなければならな

い。警察は、逮捕の翌日が終了した

後は何人をも自己の権限で自己の下

に留置することができない。この詳

細は法律で定める。

第４項 自由剥奪の命令または継続につ

いての裁判官のいかなる決定も、遅

滞なく留置された者の親族又は同人

が信頼する者に対して通知されなけ

ればならない。」

⒣ 第７節第５項に関し、

⒡号及び⒢号上の注解が同様に適用され

る。

⒤ 第９節第２項及び第４項に関し、

強制退去の決定もまた、連邦基本法第104

条第２項及び第４項（⒢号参照）に従って

のみ許容される。

⒥ 第11節第１項最終文、第２項最終文、第

５項及び第６項に関し、

それらの規定は、以下に掲げる連邦基本

法第19条第４項の規定により廃止され、も

はや適用されない。

「何人も、公権力によって権利を侵害さ

れたときは、裁判所への出訴の途が開か

れる。他の機関の管轄が認められない限

り、普通裁判所への提訴が認められる。」

州の行政裁判所法にも同様の規定があ

る。（例 かつてのイギリス占領地区の州に

ついて、イギリス地区行政裁判所の管轄権

に関するイギリス軍政府の命令第165号イ

ギリス地区命令集1948年、263ページ）

⒦ 第11節第４項に関し、

第11節第４項は、連邦基本法第19条第４

項（⒥号参照）に従い、延期の効力の拒否

に対して独自に行政裁判所に提訴すること

ができるという限りにおいて、制限される。

⒧ 第14節に関し、

第14節は期間の終了により効力を失っ

た。

⒨ 第15節第１項に関し、

以下のような連邦基本法第116条第１項

の規定に留意しなければならない。

「この基本法の意味におけるドイツ人と

は、法律に別段の定めのある場合を除き、

ドイツの国籍を有する者、又はドイツ民

族に属する難民もしくは被追放者又はそ

の配偶者若しくは子孫として、1937年12

月31日現在のドイツ帝国領域内に受け入

れられていた者をいう。」

⒩ 第17節第２項に関し、

法規命令または一般行政規則を発布する

権限の授権は、連邦基本法第129条第３項の

規定により消滅した。

３ 退去強制に関するドイツ法、特に外国人警

察令第５節第１項の規定は、そこで挙げられ

る強制退去理由がNATO軍地位協定および

補足協定の規定に抵触しない場合にのみ適用

される。

第12条について

第12条第２項の「正当防衛に関するドイツの

法令」という概念は、ドイツ刑法第53条につい

ての、次のようなドイツ側の解釈に従って理解

されなければならない。

⒜ ドイツ刑法第53条は以下のように規定す

る。

「正当防衛としてなされた行為はこれを

罰しない。正当防衛とは、現在の違法な

攻撃に対して自己または他人を守るため

に必要な防衛行為をいう。
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狼狽、恐怖又は驚愕のために行為者が

防衛の限界を越えてなした過剰防衛は、

これ罰しない。」

⒝ 第53条の解釈について、法の適用におい

て従来から確立した原則が成立している

が、それは概ね次のように要約できる。

�ⅰ 攻撃とは、他人の法益に向けられたす

べての侵害行為をいう。

�ⅱ どのような法益に対してその攻撃が向

けられているかは問題ではない。攻撃の

対象としては、身体又は生命だけでなく、

法的に保護されたすべての利益が含まれ

る。例えば、自由、人倫、名誉、所有権、

占有権、狩猟権などである。

�ⅲ 防衛されるべき法益は、防衛する個人

に帰属するものでなくてもよい。第三者

に帰属するものであってもよい。その場

合は、緊急救助と呼ぶ。

�ⅳ 攻撃を受けた者がそれを甘受すること

を義務づけられていないすべての攻撃は

違法である。従って、正当防衛は有責行

為に対してのみ許されるのではなく、責

任無能力者、精神病者、児童、又は避け

ることのできない錯誤による行為者に対

するものも認められる。

�ⅴ 攻撃は、急迫しているか、現になされ

ているか、又は継続してなされているか

のいずれかの場合には現在の攻撃とみな

され、将来の、又はすでに終わった攻撃

は現在の攻撃とはみなされない。ある攻

撃が現在のものであるかどうかは、客観

的な事実に基づいて決定され、防衛行為

者の認識によって左右されない。

�ⅵ 継続して侵害行為がなされる場合にお

ける現在の攻撃とは、対象となっている

法益への侵害の危険が完全になくなった

時点までの、又は逆に完全に損害が確定

した時点までの間の攻撃をいう。従って、

例えば、窃盗犯が盗んだものを持ち、又

は密猟者が密猟したものを持って逃亡し

ている場合、その犯人にとって安全な保

有の状態に達する以前における直接の追

跡期間が正当防衛の許される期間とな

る。

�ⅶ 正当防衛行為は、攻撃に対する防御に

とって必要なものでなくてはならない。

その必要性は客観的な基準に従い、状況

に応じて吟味されなくてはならない。原

則として、許容される防衛行為の基準は、

攻撃の強さおよび執拗さ、並びに被攻撃

者側に存する防御のための手段によって

決定される。

�ⅷ 攻撃によって危害を受ける側が自己の

利益の犠牲を伴わずに攻撃から逃れるこ

とができる場合は、攻撃者の法益に対す

る侵害は、必要なものとはみなされない。

�ⅸ 防衛権者の守るべき財と攻撃者の犠牲

になるべき財との比較衡量、すなわち法

益の均衡性は、原則として要件ではない。

ただし、この原則にも限界がある。小さ

い価値のものを失う危険において窃盗犯

を殺すことは必要な（やむをえない）防

衛行為ということはできない（この点に

ついては議論がある）。

�ⅹ 正当防衛行為が必要であるためには、

攻撃から自己または第三者を守ることだ

けで足りる。第三者はいかなる者であっ

てもよい。刑法第52条第２項にいう近親

者である必要はない。

�xi 違法な攻撃を防ぐために必要な防衛

は、その防衛行為が攻撃者に向けられる

限りにおいて成立する。関係のない第三

者の法益に対する行為は、正当防衛とは

認められない。そのような行為は、場合

によっては緊急避難として罰せられない

こともある。
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第18Ａ条について

１ 第18A条第１項が適用される事例におい

ては、ドイツの法律又は連邦共和国が受諾し

た条約上の義務によって必要とされるとき

は、ドイツの当局は援助を与えるものとする。

（1993年改正）

２ 武力紛争の脅威が急迫している場合のよう

な異常な状況下では、派遣国の当局及びドイ

ツの権限ある当局は、そうした状況に適応し

た取極を結ぶことができる。（1993年改正）

第19条について

１ 第19条第１項に定める刑事裁判権行使につ

いて連邦共和国の第一次的権利を放棄するよ

う連邦共和国に求める要請は、放棄を援用す

ることをすでに決定した派遣国により補足協

定の効力発生とともになされるものとする。

連邦共和国は、これらの派遣国に対し、補足

協定の効力の発生とともにこの権利の放棄を

許容する。補足協定の効力発生後に派遣国が

放棄を援用することを決定する場合、その放

棄の要請は、必要な経過措置に関して連邦政

府の同意を得た場合にはじめて行うことがで

きる。

２⒜ 第19条第３項の意味におけるドイツ司法

行政上の利益により、ドイツの裁判権の行

使が必要であるとすることができるのは、

特に以下の場合においてである。

�ⅰ 第１審で高等裁判所の管轄に属する

か、又は連邦検事総長によって連邦高等

裁判所に提訴されるような犯罪

�ⅱ 人の死を招来する犯罪、強盗又は強姦。

ただし、それらの犯罪でも軍隊の構成員

若しくは軍属又はそれらの家族に対する

ものは除く。

�ⅲ そのような犯罪の未遂又は共犯（1993

年改正）

⒝ 所轄の当局は相互に⒜号に掲げる犯罪に

関して最初の取り調べから緊密に協力し、

NATO軍地位協定第７条第６項に予定さ

れている相互援助を行う。

第22条について

派遣国の当局が、逮捕した者を自国の拘禁施

設または軍隊の許で拘禁下におく権利は妨げら

れない。第22条第３項第２文に従って課せられ

た義務の遂行を円滑に進めるため、派遣国の当

局は被逮捕者を、刑事手続を執行するドイツ当

局の所在地の可能な限り近辺に置くものとす

る。ただし、軍隊のその駐留区域の外部に当該

被逮捕者を置く義務を生ずるものではない。

第26条第１項⒝号について

「軍事上の必要性」という語は、機動演習又

は訓練の目的で一時的に連邦領域に滞在する者

によってなされた犯罪行為の場合にも適用する

ことができる。

第31条について

１ 1954年３月１日のハーグ民事訴訟条約の効

力発生までの期間においては、連邦共和国と

フランス共和国との関係につき、1905年７月

17日のハーグ民事訴訟条約の第17条から第24

条までの規定は、本協定第31条の意味におけ

る協定とみなされる。

２ 公務員の職務上の義務違反に対する責任に

関して、連邦共和国とフランス共和国との間

及び連邦共和国とベルギー王国との間におい

ては、以下のことが妥当する。

ベルギー軍又はフランス軍の構成員及び軍

属並びにそれらの家族に対して、ドイツ公務

員が職務上義務違反により連邦共和国内で生

じた損害に関する国（連邦若しくは州）又は

公法上の団体の責任は、内国人に適用される

規定により規制される。
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第41条について

１ 第41条は、契約又は契約類似の法律関係か

ら生じた損害に関する請求権には適用できな

い。

２⒜�ⅰ 軍隊は、公道に対する損害及び、連邦

共和国に帰属する物件（ドイツ連邦鉄道

またはドイツ連邦郵便局に帰属する物件

を除く）に対して機動演習その他の訓練

によって加えた損害について、第41条に

従って補償を支払わなければならない場

合において、補償支払いの代わりにその

損害を自ら修復することができる。

�ⅱ 軍隊が公道に対する損害を自ら修復し

ようとする場合には、ドイツの所轄当局

と協議することを要し、その当局が適切

な建設技術上又は交通警察上の理由で反

対する場合には、自ら修復することを断

念する。この場合および（ⅰ）に掲げる

他の損害の場合において、それらの損害

の修復問題について軍隊の当局とドイツ

の当局との間にあらかじめ一般的な諒解

が成立しているときは、軍隊は個々の場

合ごとにドイツの当局と協議する必要は

ない。

⒝ ⒜号に掲げる場合以外において、損害を

被害者との協議の下に自ら修復することは

軍隊の自由である。

⒞ ⒜号及び⒝号の場合において、被害者は、

損害が完全又は適正に修復されていないと

考えるときは、自らが有する損害賠償請求

権を行使することができる。

３ 第41条との関連でNATO軍地位協定第８

条に従って損害補償請求権を行使するために

は、補償手続の迅速な処理を確保するよう適

切な請求提起の期限を定めておく必要があ

る。連邦共和国は、この目的を達成するため

に適切な立法措置を執る。

４ 第41条第３項⒜号にいう連邦共和国による

放棄は、引き受けた整備及び維持の義務不履

行から生ずる損害に対しては適用されない。

提供協定にそれらの損害の補償について規定

がない場合は、その手続について行政諸協定

で定める。

５ 連邦が株式を保有している法人が所有する

財産で、軍隊又は軍属機関が無償で排他的に

使用することを認められたものについては、

連邦共和国は派遣国に対し、それらの財産へ

の損害に対する派遣国の責任を、第41条第３

項⒜号に基づいて自らが所有する財産に対す

る補償を放棄した範囲で免除する。

６⒜ 第41条第３項⒜号第３文及び第５項第２

文に掲げる事例の場合、ドイツの権限ある

当局と軍隊の当局との間に、その損害が故

意または重大な過失によるものであるかど

うかについて意見の食い違いが生じたとき

は、両当局は協議を行う。

⒝ 両当事国間の高官段階でのさらなる討議

にもかかわらず、意見の食い違いが解消し

ないときは、NATO軍地位協定第８条第

２項⒜号に定める仲裁人が決定を下す。

７ 軍隊に対し使用が認められた財産が州の所

有するものであるときは（第41条第４項）、ド

イツの当局と軍隊の当局は、共同で補足協定

の効力発生時におけるその状態を確認する。

同様の確認は、当該物件の返還時にも行われ

る。損害または損失があった場合は、その時

点における物件の状態を基準にして補償がな

される。

８ アメリカ赤十字及びメリーランド大学は、

第41条第７項の意味での軍隊の一部とはみな

されず、損害の補償に関してはドイツの裁判

権から免除されない。

９ 第41条第13項にいう行政協定の中で、

NATO軍地位協定第８条の手続規定と異な

る規定を設けることができる。
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第46条について

１ ドイツの空域への進入及び使用並びに航空

施設及び装置の利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

る現行の通知、承認及び調整の手続には、現

行の航空交通法、その下の諸規則、それらに

基づき発せられる民間用および軍用の管理規

則及び手続、並びに中欧連合軍低空飛行手引

書（AFCENT LOW FLYING HAND-

BOOK）又はそれを引き継ぐ出版物に公表さ

れる関連手続及びドイツ国内諸規則が含まれ

る。第46条の諸規定に加え、ドイツの空域に

おける機動演習その他の訓練の実施に関して

連邦共和国と１又はそれ以上の派遣国との間

で締結した諸協定、又は将来締結する諸協定

が、将来の修正をも含めて、改定又は終了す

るまで適用される。（1993年改正）

２ 第46条第２項にいう権限ある機関には、中

欧連合軍低空飛行作業部会（AFCENT Low
 

Flying Working Group）又はそれを引き継

ぐ機関を含む。（1993年改正）

第47条について

第47条第５項⒢号に定める行政協定中に次の

文言を挿入する。

「ドイツの当局がドイツ予算法の規定を遵守

することを可能にするために、補足協定第47条

第５項⒞号にいう同意を内容とする文書におい

て、必要な予算上の資金が準備されていること

の証明が同時になされる。」

第48条について

１⒜ 第48条第１項⒞号第３文にもとづく措置

の実施に際して収益契約、認容契約その他

の類似契約が締結される場合、ドイツの当

局は、軍隊又は軍属機関の当局との協議の

上で支払われるべき代償の額に関する取極

を結ぶ。ただし、第63条第５項⒜号に従い

連邦共和国がこの代償を負担する場合はこ

の限りではない。同様のことは、土地調達

法に基づき不動産を収用する場合における

占有指定補償又はその他の代償の額に関す

る合意についても妥当する。第63条はこれ

により影響を受けない。

⒝ ⒜号に定める手続は、軍事保護地帯法も

しくは航空法の下で軍隊のために収益契

約、認容契約その他の類似契約が締結され

る場合、又は軍事保護地帯補償額に関して

取極が結ばれる場合にも準用される。

２ 第48条第２項に関して、かつ同条第５項⒜

号及び⒝号に掲げる取極を害しない範囲で、

派遣国の当局は、連邦政府の要求があるとき

は、ドイツの非軍事部門の基本的な必要性、

特に国土整備、都市計画、自然保護及び農業

上又は経済上の利益を考慮するために、1955

年５月５日正午の時点で軍隊又は軍属機関が

占有する施設区域の返還又は交換について、

個別の場合毎に交渉を行う。派遣国の当局は、

その際、連邦政府の要求について誠意をもっ

て考慮する。

３ 第48条第２項及び第５項⒞号に関して以下

の原則が適用される。軍隊又は軍属機関に使

用が認められた施設区域に関して所有者その

他の権利者との法律関係が終了した場合に生

ずる問題を防ぐため、及び連邦共和国が第48

条第２項第１文の義務を履行することを容易

にするために、ドイツの当局と軍隊の当局は、

たえず緊密な連絡を保つものとする。その際、

当該不動産の需要が法律関係終了日以降も存

続する場合には、軍隊の当局はできるだけ速

やかにドイツの当局にその旨を通知する。軍

隊の当局のそのような通知を可能にするため

に、ドイツの当局は必要な範囲で、所有者そ

の他の権利者との法律関係が終了することお

よびその時期についてできるだけ速やかに軍

隊の当局に通知する。このことは、法律関係

外国の立法 221（2004.8)74



が使用賃貸借又は用役賃貸借の契約満了以外

の原因で終了する場合に特に適用する。

４ 第48条第３項⒜号第１文に掲げる施設区域

の使用に関する細目とは、特に提供期間、利

用の方法、修理及び維持の責任、交通安全措

置、並びにNATO軍地位協定及び補足協定

の範囲内で必要な財政的規則をいう。

５⒜ 第48条第３項⒝号に基づいて必要とされ

る提供協定中においては、法的に連邦又は

州の所有に帰属する不動産（ドイツ連邦鉄

道及びドイツ連邦郵便の所有に帰属する不

動産を除く）の設備に関する事項は、その

移動が第50条に従いドイツの当局の同意ま

たは同当局への事前の通告を要するような

物品類に対してのみ及ぶ。関係軍隊の当局

の要求に応じ、当該不動産の状態は一般的

に「良好」、「普通」又は「不良」と認定さ

れる。

⒝ その他の手続上および技術上の細目につ

いては、必要な範囲で行政協定により規定

する。

６ 第48条第４項に定める修理及び維持の義務

は、不可抗力により全部または大部分、破壊

された建物には及ばない。

７ 第48条第５項⒜号の適用に際して、連邦共

和国が提供した代替不動産が軍隊又は軍属機

関の需要を充足しているかどうかについての

交渉が、ドイツの当局と軍隊の当局との間で

行われる場合、交渉は必要な限り、それに関

連して生ずる財政的問題をも対象とする。

第50条について

１ 第50条は、連邦が所有しない付属物、装備

品及び備品類を、ある施設区域から他の施設

区域に移動するにあたり、所有者の同意が不

必要であると解釈してはならない。

２ 工事関係書類が利用できなくなった場合、

同種の建築物に適用される適宜の基準に従

い、軍隊又は軍属機関の当局とドイツの当局

は共同して、どのような物品が第50条⒜号に

該当するかを定める。

第51条について

１ 物品の返還のための連邦領域内への搬入が

非経済的である場合、例えば輸送費がその物

品の価格を超えるような場合には、ドイツの

当局は、その物品を外国で売却することに同

意する。

２ 占領費、委託費又は駐留費の財源を用いて

調達された動産の、派遣国軍隊の利用及び消

費を目的とする連邦領域からベルリン（西）

への移動は、第51条にいう連邦領域からの移

転とはみなされない。ベルリン（西）に移転

された動産には同条第１項及び第２項が適用

される。それらの物を他の場所へ再移転する

には、連邦領域内への返還のための搬入を除

き、同条第3項および第４項が適用される。

３ 1953年10月27日のザール問題の解決に関す

るドイツ連邦共和国とフランス共和国との間

の条約第１条第２項及び第３条に定める経過

期間において存続する関税、租税及び外国為

替法の領域におけるザールラントの特別地位

とは無関係に、第51条の規定はザールラント

に存する占領費、委託費及び駐留費の財源を

用いて調達された動産について、並びにそれ

らの物のザールラントから連邦共和国以外の

場所への移転について適用される。これらの

物が他の連邦領域からザールラントに移動さ

れる場合には、同条の規定は本項にいう経過

期間が終了するまでの間準用される。

４ 第51条第３項にいう「NATOの防衛任務

の遂行上必要な」という文言は、特別な

NATOの指令が必要であることを意味しな

い。

５ 第57条第２項に従い鉄道車両について締結

された入線協定は、他の取極がある場合を除
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き、それらの車両が第51条第３項に従って連

邦領域外へ移転される場合にも効力を維持す

る。

６ 第51条第４項にいう取極は、北大西洋条約

第3条に定める相互援助の精神に沿って締結

される。

第52条について

残余価値に関する取極を締結するにあたり、

ドイツの当局は、残された改良物、設備品若し

くは補給品の、同当局にとっての軍事上若しく

は経済上の利用価値又は場合により売却の純益

を基準として、価値を評価する。

第53条について

１ 他に別段の取極のある場合を除き、軍隊は、

その使用のために供せられた施設区域を営利

目的のために利用する権限を有しない。

② 軍隊の自国の訓練基準を満たすために必要

な措置は、第53条第１項第１文にいう措置に

含まれる。（1993年改正）

２ 施設区域を使用する権限を有する者による

その使用は、第53条第１項第１文に定められ

た目的の遂行上必要な範囲内に限られる。

３ 「軍事保護地帯」は、そのドイツ法令上の

意味に従って解釈される。第53条第６項の意

味における「適切な措置」は、ドイツの当局

がその法的権限内において執りうる措置のみ

を意味するものと解釈される。

４ 第53条の実施に資するためのドイツの法令

が、軍隊の防衛任務の十分な遂行にとって不

十分なものである場合には、ドイツの当局及

び軍隊の当局は、当該法令を修正することの

適否又はその必要性の有無について討議す

る。

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。

⒝ いかなる場合にも、立入りは、軍事上の

安全に必要とされる諸要請、特に秘密保持

の下におかれた区域、装備及び文書の不可

侵性を考慮して行う。

⒞ 軍隊の当局とドイツの当局は、ドイツの

利益の保護と進行中の、又は開始されよう

とする軍事演習のいずれをも不当に妨げな

い方法で立入りの手はずを整えるものとす

る。

⒟ 本項⒜号から⒞号の場合について、何ら

の合意も得られないときは、双方のより上

位の権限ある当局が問題を取り扱うものと

する。（1993年改正）

５ 第53条に従い、かつ適切な場合には第53Ａ

条と連結して、軍隊の当局とドイツの当局と

の協力は、特に次の事項におよぶ。（1993年改

正）

⒜ 土地の境界の確定、敷地見取り図及び土

地測量図の作成

⒝ 財産調査、財産目録の作成及び財産の評

価

⒞ 小銃射撃場、弾薬庫、燃料貯蔵庫及び危

険な施設に関する火災予防（火災防止及び

火災からの救援）、並びに災害防止、労働災

害防止、事故防止及び安全措置を含む公共

の安全と秩序（1993年改正）

⒟ 第54条に定める保険及び公衆衛生
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⒠ 操業の立ち入り検査

⒡ 水道、ガス及び電気の供給並びに排水設

備及び下水処理

⒢ 土壌汚染により危険が生じた用地の特定

及び評価を含めて、不動産に対する制限、

隣接財産の保護、都市及び地方計画、記念

物及び自然保護区の保護並びに環境保護

（1993年改正）

⒣ 土地及び建造物の基本的保全

⒤ 軍隊だけでなくドイツの機関又は一般住

民をも対象とする水及び電力の供給施設並

びに暖房施設

⒦ 一般住民又はドイツの当局による業務

用、農業用又は住居用としての土地及び建

物の使用

⒧ 森林の利用、狩猟及び釣漁

⒨ 地下資源の開発

⒩ 交通安全措置及び公共交通に開放されて

いる道路の維持及び清掃

⒪ 鉄道交通の運用及び維持

⒫ 電気通信

６ 軍隊の当局と施設区域となっている不動産

の管理を所掌する連邦当局との協力は、以下

の条項に従う。

⒜ 軍隊の当局及びドイツの当局は、それぞ

れ一つの施設区域ごとに、又は複数の施設

区域をまとめて代表者を指名する。これら

の代表者は、軍隊の利益及びドイツの利益

に適切な考慮が払われることを保証するた

めに、施設区域の管理について協力する。

ドイツの専門当局の権限、特に第４②項に

定める権限は、これにより影響を受けない。

⒝ 施設区域について責任を有する軍司令官

又は軍隊の権限あるその他の当局は、第４

②項に従ってドイツの代表者に対し、あら

ゆる適切な援助を与える。

⒞ 本項⒜号および⒝号の規定にかかわら

ず、次の手続が適用される。

�ⅰ 第５項⒝号に規定する財産調査及び財

産目録の作成は、通常は個々の施設が軍

隊の用に供される期間の初めと終わりに

行われる。

�ⅱ 小銃射撃場、弾薬庫及び燃料貯蔵庫に

関する安全措置の分野で協力するため

に、合同委員会を設置することができる。

その細目は行政協定で定める。（1993年改

正）

７ 補足協定の規定又は特別のNATO規則

が、一定の施設区域に関して第５項に定める

事項に関する協力につき別段の定めを置く場

合は、その規定又は規則による。

第54条第１項について

軍隊又は軍属機関がドイツの衛生法令の細目

を遵守することが法的または技術的な理由から

不可能であるときは、ドイツの当局及び軍隊の

当局は、規則の目的に合致するその他の方法に

ついて遅滞なく合意する。

第56条第１項について

１ 軍隊又は軍属機関による労働災害関係法規

の実施については以下の条項を適用する。

⒜ 特に協力の問題については、第53条第３

項及び第４項並びに署名議定書における

「第53条について」の第５項及び第６項

⒝ 特に施設区域への立ち入りを含む援助に

ついては、署名議定書における「第53条に

ついて」の第４②項

⒞ 特に当局の決定については、第53Ａ条

２ 連邦国防大臣が指定する機関がドイツ国防

軍に関して労働監督部局の機能を果たす範囲

内で、同機関は、第１項に従い軍隊及び軍属

機関の当局と協力して、軍隊又は軍属機関に

勤務する文民労務者についても権限を有す

る。

３ ドイツ国防軍の設備に適用される可能性あ
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る免除は、軍隊又は軍属機関の設備に対して

も適用される。

４ 本協定を改正する1993年３月18日の協定が

効力を発生する前に設置された設備について

は、その性質上の技術的な必要性から、それ

までに適用されていた規定を引き続き適用す

る。この規定は、設備が根本的に変更された

とき、又は設備の用途が根本的に変更された

とき、又は設備運用の性質上第三者、特に文

民労務者の生命もしくは健康に対する避ける

ことのできる危険が予測されるときは適用し

ない。（1993年改正）

第56条第３項について

ドイツ法令の事故防止に関する諸規則は、軍

隊又は軍属機関がそれに該当する事故防止指令

を出していない場合に限り考慮される。事故防

止指令の発出及びその他の事故防止問題につい

ては、軍隊又は軍属機関は、ドイツの権限ある

当局の助言を求めるものとする。これらの当局

が事故防止指令を不十分であると認識するに

至ったときは、第53条第１項第３文に従って協

議を行う。（1993年改正）

第56条第５項について

給与支払手続を定めるドイツの当局の権限

は、ドイツの当局と軍隊又は軍属機関の当局と

の間で、文民労務者の報酬の計算及び支払いを

ドイツの当局以外の者が行う旨の取極を締結す

ることを妨げない。（1993年改正）

第56条第９項について

１ ドイツ連邦共和国内に設置され、当該軍隊

によって特定された軍隊又は軍属機関の個々

の管理組織および経営体は、1974年３月15日

の連邦職員代表法（連邦法律公報１巻693ペー

ジ。1991年１月16日の改正及び「軍人の参加

及び非軍事役務提供に関する1991年１月16日

の法律」を含む。以下本条において「法」と

呼ぶ。）の意味における機関とする。行政上軍

隊の最高労務当局に直属し、かつ他の機関が

これに従属する機関の本部は、中間当局とす

る。関係派遣国が最高労務当局として指定す

る軍隊の司令部は、経営協議会が関与する事

柄に関し、最終的権限を行使する。最高労務

当局より上位の段階で決定が行われる場合に

は、軍隊は、情報が遅滞なく経営協議会に通

知されるように配慮する。（1971年改正、1982

年改正、1993年改正）

２ 経営協議会の構成員が行う職務上の旅行に

ついては、軍の文民被雇用者の旅行費用に関

する運賃規定に従って、かつ２等級以上の等

級で、旅行費用が支給される。（1971年改正、

1982年改正）

３ 経営協議会との交渉においては、機関の長

は、機関の経営管理に責任を有する地位に

あって機関の長と同等の権限を与えられてい

る者に、経営協議会との交渉上の協議におい

て機関の長の代理を委ねることができる。

（1971年改正）

４ 経営代表委員の被選挙資格を定め、かつ勤

務期間に関わる「法」の規定の適用は、特定

機関の被雇用者の過半数と機関の長とが合意

した場合には見送ることができる。（1971年改

正、1982年改正）

５ 機関の長は、安全上の理由で秘密とされる

いかなる資料も、経営協議会の構成員、「法」

の第93条にいう委員会及び調停委員会に対し

て提出することを要しない。機関の資料から

引き出される情報についても同様とする。経

営協議会は、その職務を遂行するために必要

な範囲内で、保安区域への立ち入りを認めら

れる。軍事上の保安に関する軍隊の最高労務

当局の規則がそのような立入りを禁止し、又

は制限する場合は、立入りは、文民労務者が

立入りを許される条件と同じ条件の下に許可
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される。（1993年改正）

６⒜�ⅰ 個別の事例によっては、「法」の定める

共同決定権が、特別に保護する価値のあ

る軍事的利益と一致しないという場合、

共同決定権の範囲を制限することができ

る。最高労務当局は、共同決定権を制限

する理由を文書で伝達し、そのような制

限の範囲を明確にする。理由の公表に

よって派遣国またはその軍隊の安全に重

大な損害が生ずる恐れがあるときは、最

高労務当局は、連邦労働裁判所長官の確

認を得た公式の宣言によりこの損害発生

の恐れを確定することができる。

�ⅱ 施設区域が連邦共和国政府に返還され

る場合、共同決定権の適用は、軍隊から

ドイツの権限ある当局に通告される期日

における施設区域の返還を妨げないもの

とする。その場合、施設区域が完全に明

け渡されていなくても、ドイツの権限あ

る当局は、その施設区域を引き継ぐため

の特別協定を結ぶ。

�ⅲ(aa) 社会施設の設置、運営又は解体に

関して「法」が定める共同決定権は、

その法形式に関係なく、もっぱら文民

労務者のために維持される社会施設に

対してのみ適用される。

(bb) 職場の配置に関し「法」が定める

共同決定権は、軍隊若しくは軍属機関

の構成員及び文民労務者が同じ施設内

で雇用されているか、又は同じ計画に

従事している場合並びに関係する文民

労務者の数が圧倒的に多くない場合に

は適用されない。

�ⅳ 被雇用者及び労務者に対する職員質問

表の内容が軍事上の安全の問題に関わる

ときは、「法」が定める共同決定に代って

協力手続が適用される。

�ⅴ 公務員権利基本法第123Ａ条に従って

なされる任命に関しては、「法」が定める

共同決定権は適用されない。

�ⅵ 問題が法律若しくは労務協約によって

規定され、又は第56条第５項⒜号に従っ

て締結される協定によって通常通りに規

制される限りにおいて、当該問題は共同

決定の対象とはならない。

�ⅶ 共同決定は、「法」の第75条第１項第１

号及び第２号ならびに同条第３項第13号

並びに第76条第２項第５号及び第７号に

ついては適用しない。この除外規定は、

1994年12月31日以降直ちに再検討され

る。

⒝ 本項⒜号の理由により共同決定が適用さ

れないときは、協力手続が適用される。

⒞ 共同決定手続中に想定される調停委員

は、最高労務当局が指名する１名及び同当

局の所轄経営協議会が指名する１名の計２

名の委員並びに双方が合意する公平な立場

の委員長により構成される。委員長の指名

について合意に達しない場合は、双方が一

致して連邦行政裁判所長官又は西欧同盟事

務総長に対して委員長の指名を要請しない

限り、北大西洋条約機構事務総長が委員長

を指名する。最高労務当局は、調停委員会

の委員が機密資料を取り扱うことを許可さ

れるよう、要求することができる。関係軍

隊又は経営協議会の要請に基づき、正当な

事情があるときは、常設又は臨時の調停委

員会を設置することができる。

⒟ 調停委員会の決定は決議の形式で行われ

る。委員会の決定は、関係当事者の要求を

部分的にのみ充足すれば足りるとすること

もあるものとする。決議は多数決で行われ

る。調停委員会の決議は、派遣国の予算法

規を含め、軍隊の最高労務当局を拘束する

法規の枠内で行う。（1971年改正、1993年改

正）
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７ 労務機関の長は、「法」の第78条に従って経

営協議会に協力を求めるための行政指令を発

するに先立って、経営協議会に対し同指令を

提出するものとする。ただし、「法」の第72条

第６項が第69条第5文とともに適用される場

合を除く。（1971年改正、1982年改正、1993年

改正）

第８項削除。（1971年改正、1993年改正）

９ 「法」が裁判所の決定について規定してい

る場合、ドイツ労働裁判所がドイツの法令の

規定する手続に従って労働条件について決定

する。連邦共和国は、要請があるときは、軍

隊又は軍属機関の名において手続に参加す

る。（1971年改正）

10 軍隊又は軍属機関の要請に基づき連邦共和

国が指定する機関は、刑法第203条第２項第３

号および第353ｂ条第１項第３号に従い、守秘

義務違反に関する刑事訴訟手続を提起する。

（1971年改正、1982年改正）

第57条第３項について

氷雪融解の期間においては、事故、災害又は

緊急事態の場合を除き、ドイツの当局が設置し

た特別道路標識又はドイツの当局が発する特別

命令を遵守することを要する。

第58条について

ドイツの機関が運営する特別内部電話系統

の、軍隊の軍用輸送機関による限定利用は、次

の事項を条件として締結されるべき行政協定に

従って継続することができる。

⒜ 現在の内線の数を増やさないこと。

⒝ 内線の現在数は本補足協定の効力発生後

直ちに合同で点検され、かつ可能な限りそ

の数を削減する。

⒞ 相互の合意により、内線の数は以後段階

的に削減され、またこれらの内線の利用は、

公共電話系統又はこれに代る軍用電話系統

の技術的発展がかかる例外的使用を不必要

なものとするに至った時点において、終局

的に廃止される。

第60条について

第１項削除。（1993年改正）

２ 航空業務及び気象観測業務は、第60条第２

項⒝号及び⒞号にいう無線通信業務の一部と

する。

第３項削除。（1993年改正）

４ 第60条第５項⒜号にいうラジオ及びテレビ

ジョンの放送局を設置し、かつ運営する権利

は、著作権問題に影響を与えるものではない。

５⒜ 軍隊は、ドイツの当局が割り当てる周波

数のみを使用する。軍隊の当局は、不要に

なった周波数をドイツの当局に通告する。

ドイツの当局が、国際的義務、国際関係又

はドイツの重大な利益を理由として周波数

割り当てを変更し、又は撤回する必要が考

えるときは、同当局は軍隊の当局と事前に

これについて協議する。

⒝ 周波数の割当て手続、割当て済み周波数

の変更又は撤回の手続及び機動演習におけ

る一時的使用のための緊急の割当て手続

は、ドイツの連邦当局と無線周波数に関す

る諮問作業部会（CWG）又はその後継組織

に代表を出している軍隊の当局との間の特

別取極によって定められる。この取極は、

北大西洋条約機構の関連する手続、指令及

び勧告に合致して締結される。

⒞ 北大西洋条約機構の権限ある当局による

周波数保護のための措置は、連邦国防大臣

との協議を経て、関係軍隊によって開始さ

れる。他の国際機関、特に国際電気通信連

合(ITU)による周波数保護のための措置

は、関係軍隊の要請がある場合にのみドイ

ツの当局によって開始される。

⒟ ドイツの当局は、軍隊が使用する周波数
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に関する情報を、軍隊の当局の同意がある

場合にのみ他の機関及び機構に提供する。

⒠ 軍隊の無線通信局が、連邦領域外にある

無線通信施設を妨害し、又はこのような通

信施設によって妨害される場合は、ドイツ

の当局は、その時点において効力を有する

国際電気通信条約及びそれに関連する無線

通信規則に従って処理する。（1993年改正）

⒡ 軍隊は、防衛任務の遂行上合理的に認め

得る範囲内で、1947年にアトランティッ

ク・シティーで採択された電波通信規則の

第3及び第4付属書の規定又はこれに代り得

る規則により拘束される。

第６項削除。（1993年改正）

第63条について

１ 第63条に規定される取極は、補足協定又は

NATO軍地位協定に定める協議又は交渉で

あって財政上の問題が関わるものにおいて、

財政事項に関する取極を締結する可能性を排

除するものではない。

２ 第63条第２項、第３項並びに第４項⒜号及

び⒝号の規定に従って軍隊若しくは軍属機関

が無償で利用し、又はこれらに対して無償で

提供される財産及び便益は、軍隊の構成員又

は軍属のいずれの家族に対しても、軍隊の構

成員又は軍属自身に対してその利用のために

公的に提供されると同様の方法で、利用のた

めに公的に提供される。

３ 連邦国防軍が提供する気象観測、地勢測量

及び地図作成の分野における便益は、特別協

定による規制に委ねられるものとする。

４ 連邦または州が法的に所有する財産は、連

邦又は州がその株式を保有するにすぎない場

合でも、他の法人の所有する財産には含まれ

ない、とみなされる。

５ 連邦共和国は、個々の事例毎に締結される

特別取極の下で、連邦又は州が株式を保有す

る法人の所有する特定の財産を、賃貸料なし

で、軍隊又は軍属機関の利用に供することを

確保する用意がある。

６ 第63条第４項⒜号及び⒝号の意味における

財産は、ドイツの当局が同意する場合にのみ、

軍隊又は軍属機関により他の軍隊又は軍属機

関に移転することができる。

７⒜ ドイツの当局と軍隊の当局との間でその

旨の合意がなされる場合には、補足協定の

効力発生後に防衛以外の目的で連邦が取得

した財産の使用について代償が支払われ

る。

⒝ ドイツの当局と軍隊の当局との間でその

旨の合意がなされる場合には、派遣国は、

州が補足協定の効力発生後に防衛以外の目

的で取得した財産の使用に関し、ドイツの

法令の下で州が有する請求権に対する責任

を免除されない。

８ 第63条第４項⒟号に規定するその他の運営

費用には次のものが含まれる。

⒜ 以下の費用

�ⅰ 道路、歩道及び出入通路の清掃及び散

水に関する費用

�ⅱ 下水処理及び廃棄物処理に関する費用

（1993年改正）

�ⅲ 排水処理費

�ⅳ 軍隊による燃焼設備の使用に関連する

煙突掃除費及び汚染物質放出防止のため

の測定費用（1993年改正）

�ⅴ 火災その他の財産損害に対する強制保

険。ただし、いずれの場合もドイツの法

令上これらの費用を支払う義務がある場

合に限る。

⒝ 必要な場合には以下の費用

�ⅰ 電気、ガス、水道、熱及び燃料の供給

費。ただし、その供給が土地使用を伴う

場合であるか、又はそれとは別に、権限

のある公共供給機関から直接的に供給さ
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れる場合であるかを問わない。

�ⅱ 昇降機の運転費用

�ⅲ 清掃及び害虫駆除の費用

�ⅳ 庭園の管理費用

�ⅴ 管理人雇用の費用

８②⒜ 第63条第４項⒟号の意味におけるその

他の運営費用には、施設区域内部での物質

的な環境被害を防止するために必要な維持

経費を含む。

⒝ 軍隊又は軍属機関は、自ら引き起こした

有害物質による汚染で、その時点で適用さ

れる法的基準を超えるものの確認、評価及

び除去に伴って生ずる費用を、本項に従っ

て負担する。これらの費用は、第53条第１

項又は適用可能な場合には第41条若しくは

第52条に従って、ドイツの法令に基づいて

決定される。軍隊又は軍属機関の当局は、

派遣国政府の資金利用の可能性及び会計手

続に矛盾しない方法で遅滞なくその費用を

支払う。

⒞ 特定の費用に対する本項の適用について

見解の相違が生じたときは、軍隊又は軍属

機関の当局はドイツの当局と協議するもの

とし、必要な場合には、本条第１項に従っ

て別段の取極を締結することができる。

（1993年改正）

９ 土地に対する経常公課又はその他の運営費

用の軍隊による支払いが、ある場合には当該

便益の供給者に対して直接になされ（その便

益のあるものはドイツの法令の下で分離して

支払われることがあるため、土地に対する経

常公課によっては全部または一部償われない

ことが生ずる）、またある場合には連邦共和国

に対して納付されることがあるという点に鑑

み、同一の便益に対して二重の支払いがなさ

れることのないよう、必要なかぎり取極が結

ばれる。

10 第63条第４項⒟号及び本条第８項に定める

取極は、ドイツの権限ある当局ではなく軍隊

自身が便益を利用する場合における料金の免

除に関する軍隊の当局とドイツの地域当局と

の間の交渉を排除するものではない。

11 施設区域に関する限りにおいて、第63条第

４項⒟号�ⅰにいう「修理および維持のための

費用」は、第48条第４項及び署名議定書にお

ける「同条について」の第６項に定める修理

及び維持の作業から生ずる費用を意味する。

12 土地調達法に基づいて支払われる補償金

（「第63条第５項（⒜号�ⅰ）は、自由交渉に基

づく調達の場合における支払い、特に購入料

金および賃貸料の支払いを含む。

第68条について

１⒜ 補足協定の効力発生後に新設され、かつ

現行ドイツ租税の単なる延長ではない新た

なドイツの租税が、軍隊の構成員若しくは

軍属又はそれらの家族に対してNATO軍

地位協定および補足協定の下で適用され得

るものであり、かつドイツの租税法制に従

えばそれらの者によって直接支払われるべ

きものとなる場合には、連邦政府は、要請

があり次第、それらの租税を前記の者が支

払うべきか否かを、さらにどの程度支払う

べきかを入念に検討する。検討にあたり連

邦政府は、軍隊の構成員若しくは軍属又は

それらの家族の連邦共和国内における滞在

の目的及び特殊条件に照らして正当化でき

ない負担を、それらの者に課すことを避け

るよう特に考慮する。

⒝ 補足協定の効力発生時において存在する

租税で、この条第２項に掲げる目録表に含

まれない租税がNATO軍地位協定及び補

足協定の下で軍隊の構成員若しくは軍属又

はそれらの家族に対して適用され、かつド

イツの租税法制に従えばそれらの者によっ

て直接に支払われるべきものである場合に
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も、⒜号と同一の手続が適用される。

⒞ 本条第２項に定める目録表は、一連の現

行連邦税および州税、並びに補足協定の効

力発生時において連邦政府が認知する他の

すべての租税のうちで、NATO軍地位協

定及び補足協定の下で軍隊の構成員若しく

は軍属又はそれらの家族に対して適用さ

れ、かつドイツの租税法制に従ってそれら

の者が直接に支払うべきものを特定する。

一般的には、目録表には、商品及び役務の

価格中に転嫁することができる間接税で軍

隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族

がその負担を免れ得ないものは含まれな

い。目録表に記載される租税のあるものに

付随する説明は、それらの租税が適用され

るべき場合についての要約である。

⒟ 連邦国防軍の構成員及びその家族に対す

る租税減免措置は、現行ドイツ法令の下で

は認められておらず、また将来においても

予定されていない。ただし、かかる租税減

免措置が将来それらの者に対して与えられ

る場合には、連邦政府はその適用範囲が軍

隊の構成員若しくはは軍属又はそれらの家

族にまで拡張されるよう努力する。

２ ドイツ租税の目録表

⒜ 所得税

所得税、賃金税、資本利子税、監査税、納

税義務制限による所得税控除

本税は、軍隊の構成員または軍属に対し、

その構成員としての資格に基づいて派遣国

から支払われる報酬及び所得を除き、国内

所得すなわち一般に連邦共和国内において

得た所得に対してのみ課される。

⒝ 財産税または財産所得税

財産税、土地税、定期金銀行土地債権利子、

教会税

本税は、国内財産すなわち一般に、軍隊

の構成員若しくは軍属又はそれらの家族が

一時的に連邦共和国内に滞在するに伴い連

邦共和国に持ち込まれた動産を除き、連邦

共和国内にある財産に対してのみ課され

る。

⒞ 相続税及び贈与税

相続税

本税は、軍隊の構成員若しくは軍属又は

それらの家族が一時的に連邦共和国内に滞

在するに伴い連邦共和国内に持ち込まれた

動産を除く財産（本項⒝号の意味における）

に対して、又は相続若しくは贈与によって

取得したそれらの財産の用益価値に対して

のみ課される。被相続人がその死亡時にお

いて、又は贈与者が贈与を行う時点におい

て連邦共和国内に住所又は居所（税法上の

意味における）を有していた場合は、税は

相続または贈与の全額をもとに算定され

る。

⒟ 流通税及び交通税

資本流通税、手形税、運送税、保険税、不

動産取得税（及び付加金）、増価税、車両税

保険税に関しては、連邦領域内に住所、

居所若しくは本店を有する保険業者又はそ

の授権を受けた代理店は、第68条第２項の

意味における内国保険業者又はその授権を

受けた代理店とみなす。

自家用乗用車両に対する車両税は、ドイ

ツの登録番号を有する自動車両に対しての

み課される。

⒠ 負担均衡制度の範囲内での課徴金

負担均衡課徴金

⒡ 狩猟および入漁税

狩猟税、入漁税

⒢ 事業税

営業税、取引税、酒類小売免許税、飲料税、

及び企業に課されるその他の税

本税は、軍隊の構成員又は軍属が、軍隊

の構成員又は軍属としての活動外において
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連邦領域内で営む企業活動に対して課され

る。「企業者」の概念は、商業的または職業

的活動、すなわち利潤を得る意図が欠如す

る場合も含めて、利益を上げることを目的

とする継続的活動の自立的遂行を含む。「取

引」の概念は、連邦領域内で、企業者がそ

の企業活動の範囲内で報酬を受けて行う内

国供給その他の役務供与を含む。

第71条について

１ ドイツの当局との間に別段の合意がある場

合を除き、補足協定第56条の定める文民被雇

用者であって、補足協定効力発生の際に軍隊

のために奉仕する購買部およびクラブで常勤

として雇用されている者の総数は、25％を超

えて増加することはできない。

２ 第71条第１項にいうドイツ以外の国の商業

的性格を有しない組織

⒜ イギリスの組織

�ⅰ 海軍、陸軍及び空軍協会(N.A.A.F.I.)

�ⅱ マルカム・クラブ

�ⅲ キリスト教青年会(Y.M.C.A.)により

代表される篤志福祉事業協議会(C.V.W.

W.)

�ⅳ 陸軍映画法人

�ⅴ 英国空軍映画法人

⒝ カナダの組織

メイプル・リーフ・サービス

３ 第71条第２項にいうドイツ以外の国の商業

的性格を有しない組織

⒜ アメリカの組織

�ⅰ アメリカ赤十字

目的：軍隊の構成員若しくは軍属又はそ

れらの家族のための福祉その他の援

助奉仕

�ⅱ メリーランド大学

目的：軍隊の構成員若しくは軍属又はそ

れらの家族のための大学教育課程

⒝ イギリスの組織

�ⅰ 篤志福祉事業協議会(C.V.W.W.)

(aa) イギリス国教会伝導奉仕団

(Church Army)

(bb) イギリス軍のための兵舎・酒保事

業に関するスコットランド教会委員会

(cc) キリスト教婦人同盟

(dd) イギリス救世軍

(ee) キリスト教青年会(Y.M.C.A.)

(ff) キリスト教女子青年会(Y.W.C.

A.)

(gg) 戦友温交会(Toc H)

(hh) メソジスト教会およびユナイ

テッド・ボード教会

目的：軍隊の構成員若しくは軍属又はそ

れらの家族のための社会的及び宗教

的福祉事業、特に酒保、食堂、売店、

書店、図書館、読書室等の施設の運

営。

�ⅱ 婦人篤志団(W.V.S.)

目的：海軍、陸軍及び空軍協会(N.A.A.

F.I.)の酒保、食堂及び売店における

軍隊の構成員若しくは軍属又はそれ

らの家族のための社会福祉事業。

�ⅲ 聖ヨハネ騎士団及び聖アンドリュー騎

士団野戦病院協会を含むイギリス赤十字

目的：イギリス軍病院における厚生事業

及び物理療法業務

�ⅳ 軍扶助教会(Forces Help Society)及

びロバーツ卿研究所(Lord Roberts
 

Workshop)

目的：軍隊の構成員の福祉事業、特に軍

隊の構成員の個人的問題を扱う。

�ⅴ 陸軍、空軍軍人の聖書読書協会

目的：軍隊の構成員若しくは軍属又はそ

れらの家族の間における聖書研究の

普及活動

�ⅵ 陸、海、空軍軍人の家族協会
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目的：軍隊構成員及び軍属の家族の福祉

及び看護業務

⒞ フランスの組織

�ⅰ 救急協会

目的：軍隊の構成員若しくは軍属又はそ

れらの家族のための医療および社会

事業並びに特にフランス赤十字に関

しては療養所および社会援助医療セ

ンターの管理

�ⅱ スポーツ及び文化協会

目的：軍隊の構成員若しくは軍属又はそ

れらの家族の間での共同文化活動及

び戸外スポーツの振興並びびに教師

と生徒の父母との間の緊密な連絡の

確立並びに私塾及び幼稚園の設立

�ⅲ 予備将校及び予備下士官協会

目的：軍属又はその家族として連邦領域

内に駐留する予備将校及び予備下士

官間の交流の確立

�ⅳ 在郷軍人会及び戦争犠牲者協会

目的：退役軍人又は戦争犠牲者である軍

隊の構成員若しくは軍属又はそれら

の家族に対する社会的及び物質的援

助並びにそれらの人々相互間におけ

る緊密な交流の維持。

⒟ ベルギーの組織

�ⅰ 軍隊中央酒保(C.M.C.)

目的：軍隊の構成員若しくは軍属又はそ

れらの家族のための酒保、食堂及び

売店の運営

�ⅱ スポーツ、文化及び救急社会扶助協会

目的：軍隊の構成員若しくは軍属及びそ

れらの家族のためのスポーツ振興、

教師と生徒の父母との間の緊密な連

絡の確立、私塾及び幼稚園の設立、

図書館の設立並びに相互社会援助

⒠ カナダの組織

カナダ救世軍

目的：軍隊の構成員若しくは軍属又はそ

れらの家族のための社会的及び宗教

的福祉事業、特に酒保の運営

４ 本条第２項第３項の目録に記載されている

ドイツ国以外の非商業的性格を有する組織が

使用する車両は、NATO軍地位協定第11条

第２項⒞号及び同条第11項並びに第13条第４

項の意味における「軍用車両」とみなす。

５ 第71条第３項にいうドイツの法令には、外

国会社、営業許可、価格統制及び閉店時間に

関する法令を含む。

６ 労働災害防止規定の適用は以下の例によ

る。

⒜ 特に協力の問題については、第53条第

３項及び第４項並びに署名議定書の第53条

についての第５項及び第６項

⒝ 特に施設区域への立入りを含む援助につ

いては署名議定書の第53条についての第４

項②

⒞ 特に行政上の決定については第53Ａ条

（1993年改正）

第72条について

１ 第72条第１項の意味におけるドイツ以外の

国の商業的性格を有する企業

⒜ アメリカの企業

�ⅰ アメリカン・エキスプレス有限責任会

社

�ⅱ チェイス・マンハッタン銀行（ハイデ

ルベルク）

⒝ カナダの企業

モントリオール銀行

２ 本条第１項に掲げる銀行は、ドイツの市場

に影響を及ぼすような活動をしてはならな

い。

３ ドイツの権限ある当局は、軍隊の排他的利

用に供される施設区域内にあるこれらの企業

に対し、その裁量の範囲内で、労働災害防止
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規定（特に事故防止規則の総則第３条）に従っ

て例外を認める。（1993年改正）

本署名議定書は補足協定と不可分の一体を成

す。

1955年８月３日にボンで作成され、ドイツ語、

英語、フランス語の本文はいずれも等しく正文

として効力を有する。

ベルギー王国のために

男爵ド・グリュバン

カナダのために

エスコット・リード

フランス共和国のために

フランソワ・セイドゥー

ドイツ連邦共和国のために

A．H．ファン・シェルペンベルク

オランダ王国のために

H．ファン・フレーデンベルヒ

グレート・ブリテンおよび北アイルランド連合

王国のために

クリストファー・スティール

アメリカ合衆国のために

デイヴィッド・ブルース

（ほんま ひろし・法政大学教授）

（本稿は、調査及び立法考査局の委託によるも

のである。）
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