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第 143 条　手続の開始
（１）遺産事件手続は，死亡事案が公文
書又はその他の確実な方法で知れたとき
に直ちに，職権によって，これを開始し
なければならない。

（２）外国にある動産についての遺産の
管理（管轄法（JN）第 106 条）は，相
続人たる地位を証明した当事者の一方の
申立てに基づいてのみ，これを開始する
ことができる。申立人が，相続人たる地
位を有していないことが明らかとなり，
かつ他の申立てに基づいて手続を続行す
ることができないときは，手続は決定で
もってこれを停止しなければならない。

第 144 条　申請
（１）遺産事件手続における諸申請書は，�
―書面による管理の監護（Abhandlung-�
spflege）の場合を除き（裁判所特別委
員法（GKoärG）第 3 条）―，裁判所特
別委員（Gerichtskommissär）にこれを
提出しなければならない。ただし，申請
書が，裁判所特別委員の代わりに，裁判
所に期間内に提出された場合にもまた，
これを適時になされたものとみなす。

（２）上訴，上訴に対する答弁書及び裁
判所の裁判を目的とするその他の申立て
は，裁判所にこれを提出しなければなら
ない。そのような申立てが，期間内に，
裁判所の代わりに，裁判所特別委員に提
出された場合にもまた，その申立てを適
切な時期になされたものとみなす。

（３）裁判所特別委員は，裁判所がこの
ことを要求するか，又は裁判所の裁定が

必要なときには，裁判所に遅滞なく書類
を提出しなければならない。

第 145 条　死亡事案記録書の作成
（１）裁判所特別委員（GKoärG 第 2 条）
は，死亡事案の記録を作成しなければな
らない。裁判所特別委員は，この記録の
ために，遺産管理及びありうる監護裁判
所の措置にとって必要である全ての事情
を調査しなければならない。

（２）死亡事案記録書には，以下の各号
に掲げる事項を記載しなければならな
い。

１.　�死亡した者の氏名，配偶関係，
国籍，職業，誕生日及び出生地，
及び死亡日及び死亡の場所，最
後の住所又は居所，及び管轄に
関するその他全ての重大な事情

２.　�権利及び債務を含めた遺産
３.　�葬儀費用及びその費用を立て替

えた者がいる場合には，その者
４.　�最後の意思による指図（遺言，

遺言補足書）及びその撤回に関
する文書，遺贈契約，相続契約，
及び遺留分契約，相続放棄契約
及び遺留分放棄契約，及びその
取消しに関する文書，並びに口
頭による遺言の証人の氏名及び
住所

５.　�法定相続人及び遺言に基づいて
相続人の資格を得た者の氏名，
住所及び誕生日

６.　�死亡した者の法定代理人であっ
た者の氏名，住所及び誕生日

第３章　遺産事件手続

第１節　事前手続
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（３）遺贈された財産の評価は，簡単な
方法，とくに情報提供者の尋問により，
かつ広く融通のきく調査なしに，すなわ
ち，可能な限り鑑定人の召喚なしに，こ
れを算出しなければならない。

第 146 条　調査
（１）裁判所特別委員は，調査の目的で，
死亡した者の住居，事務所及び戸棚，そ
の収納家具（Schränke）並びにその他
の容器を慎重に開けることができる。そ
のために，信頼できる者として二人の成
人，主に死亡した者の親類，同居人又は
隣人は，これを呼び出すことができる。
これらの者は，補助する義務を負う。

（２）外国の通貨，金庫の鍵，公共サー
ビスにおける死亡者の活動に関わる文書
又は書類を発見した場合には，裁判所特
別委員は，これらを詳しくに閲覧するこ
となしに押収しなければならず，かつ所
轄の官庁に引き渡さなければならない。

（３）裁判所特別委員は，公金から継続
して支払いを受領していた者の死亡を，
いまだ周知していなかったときには，支
払っていた機関に遅滞なく報告しなけれ
ばならない。

（４）死亡した者が，職務上又は職業上
の秘密の保持を課されている場合には，
裁判所特別委員は，それによって保護さ
れる秘密を維持する利益を侵害し又は危
険にさらす可能性のあること全てをなさ
ない義務を負う。

第 147 条　遺産の保全
（１）財産の構成部分が，遺産の管理か
ら奪い去られる危険がある場合，又は推
定相続人，近親の親類，又は同居人が，
保管のための能力がなく，又は保管する
気もない場合には，裁判所特別委員は，

遺産を適切な方法で保全しなければなら
ない。

（２）保全措置として，その閉鎖と並ん
でとくに遺産の封印，又は裁判所特別委
員又は保管人に遺産を保管させることが
考慮の対象となる。保全の費用は，遺産
からこれを支出しなければならない。

（３）第三者，とくに死亡した者の親類
及び同居人が遺産を保管するときにもま
た，遺産に関する各々の処分は，これを
控えなければならない。

第 148 条　還付
（１）裁判所特別委員は，―遺産の保全
のためにありうる措置を考慮せずに―，
略式化した葬儀費用を返済するために必
要な額を交付すること，又は還付するこ
とができる。

（２）外観上遺産に属する目的物に，第
三者に権利が帰属することに争いがない
場合，又は懸念のない文書によって証明
されている場合には，第三者は，その権
利を，遺産手続の期間中もまた行使する
ことができる。

第 149 条　禁止
　信用機関と死亡した者との間の契約に
ついての法的基礎が，その死亡の後に，
特定の処分，とくに口座の支払い又は金
庫に対する立ち入り禁止を規定している
ときは，裁判所特別委員は，還付（第
148 条）を宣言することができる。この
宣言に裁判所の許可は必要ない。

第 150 条　引渡手続
　国内にある動産について管理すること
ができない場合には（管轄法第 106 条），
裁判所は，死亡した者の母国の官庁，又
は死亡した者が最後の住所を有していた
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国の官庁の宣告に基づいて，引渡しを受
ける権限を有する者の申立てに基づき，
決定でもって動産を引き渡さなければな
らない。

第 151 条　遺言の引渡し及び受け取り
　最後の意思による指図（遺言，遺言補
足書）及びその撤回に関する文書，遺贈
契約書，相続契約書及び遺留分契約書，
相続放棄契約及び遺留分放棄契約，及び
それらの取消文書，並びに遺言の口頭で
の意思表示に関する記録を有する者の死
亡を知る者は，仮にその行為が，裁判所
特別委員の見解によれば，無効である，
対象がない又は取消しとされるべきであ
ると思われるとしても，これらの文書を
裁判所特別委員に遅滞なく引き渡すこと
を義務づけられる。

第 152 条
（１）裁判所特別委員は，最後の意思に
よる指図（遺言，遺言補足書）及びその
撤回に関する文書，遺贈契約，相続契約，
及び遺留分契約，相続放棄契約及び遺留
分放棄契約，及びその取消しに関する文
書，又は，死亡事案についてのその他の
宣告に関する文書を受け取らなければな
らず，かつ受取記録簿において，例えば，
文書が密封されていたかどうか及び外形
上の不備が文書に付着していたというよ
うな，その信憑性及び有効性の判断のた
めに意義を有する全ての事情を挙げなけ
ればならない。

（２）文書の認証がなされた謄本は，遺
産事件手続にこれを用いることができ
る。手続の開始した日付は，謄本に記載
しなければならない。認証のない謄本は，
当事者及び相続法に基づき記録の状況か
ら相続の資格を得るであろう者に，これ

を送達しなければならない。
（３）原本は，公証人法（NO）第 112 条
第 2 項と異なる場合を除き，裁判所にこ
れを保管しなければならない。

（４）遺言が口頭で意思表示されたこと
が主張された場合には，裁判所特別委員
は，宣告の内容及びその宣告の有効性を
左右する状況に関して，証人を尋問し，
かつそのことを受取記録簿に挙げなけれ
ばならない。

第 153 条　管理の不実施
（１）遺産の積極財産が存在しない場合，
又は積極財産が 4000 ユーロの価値を超
えない場合で，かつ公簿への登記が必要
ではないときには，管理は，遺産手続の
続行を求める申立てがなされないときに
は，これを行わない。通知は，これを要
しない。

（２）裁判所は，申立てに基づいて，記
録状況に基づき請求権を証明した者に対
して，遺産の全部又は特定の一部を引き
渡さなければならず，それに属する必要
な諸権利を主張し，又は受領した給付を
有効に受け取ること，及び取消宣言をな
すことを委託する権限を付与しなければ
ならない。

第 154 条　支払いに代える引渡し
（１）裁判所は，申立てに基づいて，無
条件の遺産相続の意思表示，又は引渡し
を求める申立てが，相続財産がないもの
として提出されず，かつ遺産手続の倒産
手続が開始されなかった場合には，債務
超過となっている遺産の積極財産を債権
者に引き渡さなければならない。

（２）前項の財産は，以下の各号のように，
これを分配しなければならない。

１.　�第 1 に，倒産法第 46 条及び第 47
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条を準用して
２.　�次に，最終年の諸々の費用の総

額が承認された限りにおいて，
死亡した者の管財人に対して

３.　�最後に，争いのない又は疑いの
ない文書によって証明された債
権の額との関係で，その他の債
権者全てに対して

＊本条は，2010 年改正法（�BGBl.�I�Nr.�

58/2010）により変更されている。

第 155 条
（１）積極財産の価値が 4000 ユーロを超
えると予測される場合には，裁判所特別
委員は，支払いに代える引渡し前に，知
れている債権者，相続人又は推定相続人
として問題となっている記録上知れてい
る債権者及び記録上知れている者に，そ

の住所が知れている限りにおいて，通知
しなければならず，かつそれらの者に意
見表明の機会を与えなければならない。

（２）積極財産の価値が 20000 ユーロを
超えると予測される場合には，遺産の債
権者は，これを招集するものとする（第
174 条）。

（３）支払いに代える引渡しについての
決定書は，以下の各事項を記載しなけれ
ばならない。

１.　�譲渡対象物
２.　�支払いに代えて対象物が引き渡

された者の氏名並びに住所
３.　�どのような債権が，それによっ

て弁済されることになるか
４.　�場合によっては，登記・登録の

ために必要なその他の申立て

第 2 節　遺産管理

第 156 条　代理人選任の措置
（１）遺産事件裁判所は，管理を実行す
るために，第 5 条第 2 項第 1 号 a 及び第
2 号 a の事例においてかつ遺産条件に関
する特別代理人の選任について，職権，
又は申立てに基づき，これを裁判しなけ
ればならない。知られている相続人又は
推定相続人の住所が不明である場合に
は，遺産裁判所は，相続人らのために，
第 5 条第 2 項第 2 号 b 所定の特別代理
人を選任しなければならない。

（２）遺産財産特別代理人の選任が必要
的であり，かつ死亡した者が遺言におい
て，遺産事件の代理人を特定した場合に
は，必ず遺産財産特別代理人にこれらの
者を選任しなければならない。

（３）未成年者又はその他の保佐人が，

法定代理人を必要とする場合には，監護
裁判所は，その選任を配慮しなければな
らない。

第 157 条　遺産相続についての意思表
示

（１）裁判所特別委員は，記録状況によ
れば，相続人として問題となっている者
に対して，遺産を相続するか否か，かつ
どのように相続するか，又はその者が遺
産を放棄するつもりであるのか否かにつ
いて意思表示することを，証拠により証
明できるよう要求しなければならない。
この要求は，本条第 3 項の法的効果に基
づく指摘を含まなければならず，かつ―
その者が弁護士又は公証人によって代理
されていない限りにおいて―，無条件及
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び条件付きの遺産相続の意思表示の法的
効果，並びに第 184 条第 3 項に基づく申
立ての可能性についての教示を含まなけ
ればならない。

（２）相続人として問題となっている者
には，遺産相続の意思表示をなすために，
少なくとも 4 週間の適切な期間を設置し
なければならない。これらの者には，重
大な理由に基づいて，考慮期間を認める
ことができる。ただし，全体で 1 年を超
過してはならない。

（３）相続人として問題となっている者
が，期間を徒過する場合には，その者が
意思表示を追完しない間は，継続する手
続に，もはやこれを召喚することができ
ない。被保佐人の法定代理人が期間を徒
過した場合には，監護裁判所にこれを通
知するものとする。

（４）遺産相続の意思表示がなされない
場合には，―このことがすでに行われて
いない限りにおいて―，第 184 条による
手続の準備のために，遺産財産特別代理
人が選任されなければならない。

第 158 条　知られていない相続人及び
知られていない推定相続人

（１）相続人が知られていないか，又は
知られている者と並んで，相続人又は推
定相続人とは異なる者が問題となること
についての手がかりが，記録状況により
存在する場合には，裁判所特別委員は，
それらの者に対して，公告によって，そ
の請求を 6 か月以内に主張することを要
求しなければならない。

（２）第 1 項の期間を徒過した場合には，
遺産は，知られていない相続人又は知ら
れていない推定相続人の請求を考慮せず
に，知られている相続人にこれを引き渡
すことができ，又は相続なしということ

を宣言することができる。この法的効果
については，公告においてこれを指摘す
るものとする。

第 159 条
（１）遺産相続の宣言書には，以下の事
項を記載しなければならない。

１.　�相続請願者の氏名，誕生日及び
住所

２.　�相続権の名義の引用
３.　�遺産相続の明確な意思表示
４.　�遺産相続を無条件に行うのか，

又は資産の法的恩恵の留保して
（条件付の遺産相続の意思表示）
行うのかについての明確な意思
表示

（２）意思表示の伝達の時点において，
このことが可能である場合には，相続の
割合もまたこれを届け出なければならな
い。

（３）この宣言書は，相続請願者又はそ
の身分が証明された代理人によって，自
筆でこれに署名されなければならない。

第 160 条　異議のある遺産相続の意思
表示
　複数の遺産相続の意思表示が，相互に
又は財産管理人の説明と矛盾する場合

（第 184 条）には，裁判所特別委員は，
相続権が当事者間で承認されることを目
指さなければならない。このことが失敗
した場合には，裁判所特別委員は，裁判
所に審理を付託しなければならない。

第 161 条　相続権についての裁判
（１）裁判所は，当事者及びその証拠の
提出者の申立ての範囲内で，権限を有す
る者の相続権を確認しなければならず，
かつそれ以外の遺産相続の意思表示を棄
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却しなければならない。それについては，
特別の決定（第 36 条第 2 項）又は引渡
決定でもって，これを裁判することがで
きる。

（２）相続権に関する手続が継続中もま
た，相続権とは無関係な全ての管理措置
は，これを続行するものとする。

第 162 条
　相続権に関する手続においては，これ
を口頭弁論で審理しなければならない。
当事者は，弁護士によってのみ，これを
代理させることができる。遺産の積極財
産の価値が 5000 ユーロを超えると予測
される場合には，当事者は弁護士による
代理を義務づけられる。手続中において，
積極財産の価値がこの額を超えることが
判明した場合には，裁判所は，当事者に
このことを知らせなければならず，かつ
当事者に代理人の選任のために，期間を
設定しなければならない。

第 163 条
（１）両当事者が，裁判所において相続
権についての手続の休止を合意する場
合，又は第 25 条ないし第 29 条のその他
の事例が生じた場合には，裁判所は，裁
判所特別委員にこのことを通知しなけれ
ばならない。

（２）両当事者が，休止期間の経過後に，
相続権に関する手続を続行しない場合に
は，裁判所は，当事者に定められた期間
内に，適切な申立てをするように要求し
なければならない。相続請願者が，この
期間を徒過した場合には，遺産手続は，
遺産相続の意思表示を考慮することな
く，これを続行しなければならない。相
続請願者に，この法的効果は，申立要求
の決定において，これを指摘しなければ

ならない。

第 164 条
　相続権の確定後に，しかし，裁判所が
引渡しについての決定に拘束される前
に，当事者の一方が，遺産相続の意思表
示を伝達する場合には，第 160 条ないし
第 163 条所定の手続は，新たにこれを行
わなければならない。その場合において
は，相続権に関する先行する裁判の基礎
となっていた遺産相続の意思表示を却下
することもまた，適法である。なお，相
続法上の請求権は，事後，訴訟でもって
のみ，これを請求することができる。

第 165 条　遺産目録
（１）遺産目録は，次に掲げる場合には，
これを作成しなければならない。

１.　�条件付遺産相続の意思表示がな
された場合

２.　�推定相続人として問題になる者
が，未成年者である場合，又は
他の理由で法定代理人を必要と
する場合

３.　�遺産の分離（オーストリア一般
民法典第 812 条）が許可された
場合

４.　�後順位相続を配慮する限りにお
いて，又は遺言により私的基金
が設立されている限りにおいて

５.　�遺産が，相続人なしとして国庫
に入れられうる場合（第 184 条）

６.　�遺産目録作成について権限を有
する者，又は遺産財産特別代理
人が，これを申請した限りにお
いて

（２）本条第1項第1号の場合においては，
職権で遺産財産の債権者は，これを招集
することができる（第 174 条）。



254 比較法学 48 巻 2 号

第 166 条
（１）遺産目録は，遺産の完全な一覧表
（オーストリア一般民法典第 531 条），す
なわち，被相続人の死亡時における全て
の物権及び全ての権利並びに義務，及び
それらの評価の一覧表として用いられ
る。

（２）ある物件が，遺産財産に属してい
るとの主張が争われている場合には，裁
判所は，その物件が遺産目録に記載され
るか，又は場合によっては除外されるか
否かについて裁定しなければならない。
物件が，最終的に死亡した者の占有にあ
る場合には，その物件は，それが遺産財
産に属しないことを問題のない文書に
よって証明された場合にのみ，これを除
外しなければならない。

（３）第三者は，遺産の帰属性の確定の
ために，争いのある対象物に対して立ち
入ることを認め，かつその検分及びその
描写を許可することを義務づけられる。

第 167 条
（１）動産は，市場価格でもって評価し
なければならない。裁判所特別委員，又
は裁判所がその評価に対して疑念を抱い
ていない場合又は被保佐人の利益又はそ
の他の特別な状況が，鑑定人の召喚を必
要とする場合には，全ての当事者の争い
のないかつ問題のない申出は，家財道具，
日用品，及び明らかにわずかな価値しか
有さないその他の動産の評価の基礎に，
これを置くことができる。

（２）不動産は，原則として，不動産評
価方法によって，その 3 倍の統一価格で
もって評価しなければならない。ただし，
このことが，当事者の一方が申し立てる
か，又は被保佐人の利益において，この

ことが必要な場合に限る。
（３）債務は，死亡日までの附帯手数料
を含めて，その数字で示された未済債務
とともに，これを挙げなければならない。
ただし，このことが広範な調査及び重大
な時間の損失なしに可能である限りにお
いてである。

第 168 条　遺産目録の作成に関する手
続

（１）裁判所特別委員は，遺産目録の作
成の場合に，死亡記録の作成の場合（第
146 条第 1 項）と同様の権限を有する。

（２）裁判所特別委員は，遺産目録の作
成のために，遺産事件裁判所の管轄区域
を除いて，鑑定人を召喚することができ，
かつ報酬の直接的な支払いを当事者に要
求することができる。報酬が直接に支払
われる場合には，報酬額の特定に関する
決定は，これを行わない。

（３）遺産目録の作成の費用は，遺産か
らまかなわれる。

第 169 条
　遺産目録は，送達証明なしに，当事者
にこれを送付しなければならない。裁判
所の承諾は，これを要しない。

第 170 条　財産陳述
　遺産目録が作成されない場合には，相
続人は，遺産目録の場合と同様に，全て
の財産部分に従って，遺産財産を記載し
なければならず，かつ評価しなければな
らない，及びその陳述の正確性及び完全
性は，相続人又はその代理人の署名に
よって，これを保証しなければならない。
陳述の表意者は，真実に反する陳述の刑
事法上の効果を指摘されなければならな
い。財産陳述は，遺産目録に代えて管理
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に入る。

第 171 条　遺産の利用，管理及び代理
　遺産の管理の方法の各変更（オースト
リア一般民法典第 810 条）は，変更が，
裁判所又は裁判所特別委員に，全ての代
理権限を有する相続請願者によって申し
立てられた時点でもって，有効となる。

第 172 条　
　裁判所特別委員は，要求に基づいて，
権限を有する者に，その代理権限を有す
ること（オーストリア一般民法典第 810�
条）について，公的証明書（Amtsbestä-�
tigung）を交付しなければならない。

第 173 条　
（１）オーストリア一般民法典第 810 条
による諸権利が共同で帰属する者が，代
理の方法又は個別の代理行為について合
意に至らなかった場合，又は相続権につ
いての手続が開始された場合には，遺産
事件裁判所は，必要な場合に，遺産財産
管理人を選任しなければならない。他の
者の代理権限は，遺産財産管理人の選任
でもって，終了する。

（２）代理関係が，手続継続中に変更さ
れた場合には，裁判所特別委員は，それ
によって使用できなくなった公的証明書
を，受取人に要求しなければならない。

第 174 条　債権者の諸権利
（１）遺産債権者（オーストリア一般民
法典第 813 条ないし第 815 条）の招集に
際して，口頭弁論の期日指定がなされる
場合には，裁判所特別委員は，その期日
を公示しなければならず，かつ推定相続
人，法定推定相続人（Noterben），並びに，
万一の場合には，選任された遺産財産管

理人及び遺言執行者を召喚しなければな
らない。

（２）裁判所特別委員は，口頭弁論にお
いて，届出がなされた債権についての合
意書の作成を目指さなければならない。

第 175 条　
　遺産の分離を求める申立て（オースト
リア一般民法典第 812 条）については，
裁判所は，これを裁判しなければならな
い。裁判所は，申立てについての決定の
前に，遺産財産の管理及び利用を剥奪す
ることができ，かつ管理人を選任するこ
とができる。すでに選任された遺産財産
管理人は，この申立ての許可後に，分離
のための財産管理人（Sepatationskura-
tor）の権利義務を付与される。

第 176 条　必要な証明書の引渡し
（１）遺産について，相続人のそれとは
異なる相続法上の請求権が帰属する者全
ては，引渡しの前に，自らの請求権につ
いて証明して，その請求権を通知しなけ
ればならない。

（２）まだ履行されていない請求権が，
被保佐人に本条第 1 項により当然に帰属
すべき場合には，引渡しの前に，担保が
提供されなければならない（オーストリ
ア民事訴訟法第 56 条）。この担保は，裁
判所特別委員の許でもまた，これを供託
することができる。担保が期間制限のな
された催告にもかかわらず，供託されな
かった場合には，遺産事件裁判所は，決
定でもって，供託を命じなければならな
い。

（３）担保は，遺産財産からもまた，こ
れを提供することができる。
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第 177 条　遺産の引渡し
　相続人及びその者の配当額が確定し，
かつそれ以外の要件の充足が証明された
場合には，裁判所は，遺産を相続人に引
渡さなければならない（オーストリア一
般民法典第 797 条）。

第 178 条
（１）引渡しについての決定書には，次
の事項を記載しなければならない。

１.　�死亡した者の氏名，その誕生日
及び死亡日，並びにその最後の
住所による遺産の表示

２.　�氏名，誕生日及び住所による相
続人の表示

３.　�相続権の名義，相続の配当額及
び，場合によっては生じうる相
続分かつ合意の指摘

４.　�発表された遺産相続の意思表示
の方法（オーストリア一般民法
典第 800 条）

（２）さらに，必要な場合には，次の事
項を記載しなければならない。

１.　�信託遺贈による後順位相続人に
よる権利の制限，又は命令と同
時になされた相続人の権利の各
制限（オーストリア一般民法典
第 707 条ないし第 709 条）

２.　�土地登記簿法が，引渡しに基づ
き成立する各土地登記簿団体。
その場合には，引渡しを受けた
者を，法定相続人の範囲に算入
するか否かを申立てるものとす
る。

（３）全てのその他のまだ行われていな
い手続行為，とくに剥奪の取消し，担保
の取消し（第 176 条第 2 項），及び報酬
の決定は，引渡しと同時に，これを行う
ものとする。

（４）被相続人，又は当事者のプライバ
シーの侵害に至るであろう事態になるこ
とを疎明した者は，命令の個別の正本を
要求することができる。

（５）引渡決定書は，当事者に送達しな
ければならず，監護相続人，法定推定相
続人，又は受遺者の場合には，監護事件
裁判所にもまた送達しなければならず，
申立てに基づき，そのことに法的利益を
有する他の者，とくに債権者にもまた，
送達しなければならない。

（６）相続権の確定についての理由が，
引渡決定書に記載されている場合には，
引渡決定の当事者ではなかった者に関す
る確定手続の特定の正本には，その限り
において，これを記載しなくてもよい。

（７）申立てに基づいて，官署の証明（第
186 条第 1 項）もまた，本条第 1 項によ
る主張でもって，当事者に交付しなけれ
ばならない。

第 179 条
　法的確定力が確認された引渡決定の正
本は，禁止（第 149 条）の排除をなしうる。

第 180 条
（１）当事者は，引渡決定の前に，当事
者の申立てに相応する決定に対する不服
申立てを放棄することができる。申立て
に相応した命令は，即座に執行すること
ができる。

（２）引渡決定の法的確定力が生じた後
は，変更手続は，これを行わない。

第 181 条　相続分割の合意
（１）複数の相続人は，引渡前に，遺産
の目的物についての遺産分割，又は利用
に関する合意を，裁判所特別委員の許で
もまた，調書に記載することができる。
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この種の合意には，裁判上締結された和
解の効力が帰属する。

（２）被保佐人が関与した場合には，合
意は，監護事件裁判所による許可を必要
とする。

（３）前項の諸規定は，その他遺産事件
手続に関与した者との遺産に関する合意
についてもまた，これを準用する。

第 3 節　管理以外の手続

第 182 条　引渡しの法的確定後の手続
（１）引渡しに基づいて必要である登記
簿への登記を求める申立てについては，
登記裁判所が，これを裁判しなければな
らない。

（２）権限者が，引渡し決定の法的確定
後に，適切な期間で 1 年を著しく超えな
い期間内に申立てをなさない場合には，
裁判所特別委員は，権限者に代わって適
切な申立てを登記裁判所に提出しなけれ
ばならない。

（３）ある者が，登記簿に登記された物
件を求める権利を，管理に基づくのでは
なく，受遺者として又は法律行為上取得
した場合には，遺産事件裁判所は，その
者の申立てに基づき，かつ全ての相続人
の同意をもって，それらの者が，登記簿
上所有者として登記されうる旨を，決定
でもって，確認しなければならない。こ
のことは，会社登記簿への登記について
の確認にも，同様に適用する。

第 183 条　管理についての基礎の変更
（１）遺産手続開始後に初めて財産の評
価が明らかになった場合には，裁判所特
別委員は，このことをまだ知らない当事
者に，これを通知しなければならない。

（２）引渡しを伴う手続が終了した場合
には，裁判所特別委員は，遺産目録を補
充しなければならず，場合によっては，
その財産に関する説明を補充することを

相続人に要求しなければならない。引渡
決定の補完は，通常，これを必要としな
い。ただし，第 178 条第 2 項は，これを
適用することができる。

（３）遺産の管理が，これまで行われて
いない場合には，これまですでに補充さ
れた総価格に基づいて，第 153 条以下を
準用して，新たにこれを裁判しなければ
ならない。

（４）遺産事件手続の終了後に，第 151
条所定の文書があることがわかった場合
には，第 152 条による措置を新たに執ら
なければならない。

第 184 条　相続人のいない遺産
（１）第 157 条第 2 項に定められた期間
の経過後で，かつ遺産目録の作成後に，
相続人のいない残された遺産（オースト
リア一般民法典第 760 条）は，財務管理
人の申立てに基づいて，オーストリア連
邦共和国に引き渡されるものとする。財
産管理人の申立てに基づき，このことが，
従前なされていなかった場合には，財産
目的物の評価（第 167 条）は，これを行
わなければならない。

（２）引渡決定書には，第 178 条による
必要な事項を記載しなければならない。

（３）この決定をなす前に，遺産相続の
意思表示の伝達を要求されていたが，遺
産目録の送達を求める申立てしかなさな
かった者に，遺産目録は，これを送達し
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なければならない。

第 185 条　一般規定
　遺産事件においては―相続権に関する

手続を除いて―，代理費用の賠償及び公
開の弁論は，これを行わない。

第 4 章　公証

第 186 条　公的証明書，証書
（１）裁判所で記録上知られている事実
に関する公的証明書は，申立てに基づい
て，当事者にこれを交付しなければなら
ない。

（２）連邦司法省は，オーストリア連邦
共和国において適用されている又は自認
されている法律の諸規定の文言に関する
法的証書を，外国においてその権利の追
求又は防御のために証書を必要とする者
に，これを付与しなければならない。

第 187 条　複写物及び印刷物について
の認証

（１）裁判所にとって，―その技術上の
設備によって―，明確に読解可能な以下
の各号の文書の一致は，申立てに基づい
て，認証書によって証明されなければな
らない。

１.　�紙媒体の文書とその電子媒体の
文書，又はその他の複写物，又
は

２.　�電子的文書とその紙媒体の反訳
書

　この認証書は，場合によっては，裁判
所で作成された電子媒体文書の反訳書に
基づいて，提出しなければならず，又は
認証された紙媒体の謄本，あるいは―そ
の技術的又は人的可能性により―，紙媒
体の文書の電子的媒体による複写物を添
付しなければならない（認証された電子

的媒体の文書）。
（２）認証書においては，少なくとも次
の事項を挙げなければならない。

１.　�認証の場所及び日付
２.　�提示された文書が，紙媒体の文

書か電子的文書か，原本，正本，
謄本，その他の複写物又はその
他の印刷物であるかどうか

３.　�複写物，謄本又は印刷物が，文
書全体又はその一部のみを複写
したものであるか否か

（３）複写，謄本又は印刷物から，それ
に続く事情が明らかに生じる場合には，
さらに以下の各号を挙げなければならな
い。

１.　�署名，保証の印，又は押印が文
書になされているか否か，かつ
どのような署名，保証の印，又
は押印があるか否か

２.　�必要な場合には，文書が寸断さ
れ，又はさらに文書の外見上の
形式によると，際だって憂慮す
べきことがあること

３.　�必要な場合には，文書のある箇
所において認識できる変更がな
され，抹消がなされ，又は余白
に記載されていること

（４）認証された謄本は，司法認証公文
書館へ，当事者の同意を得て，納めなけ
ればならない。司法認証公文書館に納め
られた認証された電子媒体による複写物



259オーストリア非訟事件手続法（４）

の閲覧に関する権利は，申立人及び申立
人の代理人に帰属する。裁判所組織法第
91b 条第 2 項により，これらの者に，文
書へのアクセスが保証されている。

（５）その他の点では，裁判所組織法第
91b 条ないし第 91d 条は，これを適用す
る。

＊本条は，2005 年改正法（�BGBl.�I�Nr.�

164/2005）により変更されている。

第 188 条　署名の認証
（１）紙媒体でなされた文書への手書き
による署名（企業の署名）もしくは署名
に代わる記号の真実性又は―技術上又は
人的に可能な限りにおいて―，電子的媒
体で作成された電子媒体の署名（企業の
署名）の真実性は，申立てに基づき，認
証の記載により，以下の各号の場合には，
確認されなければならない。

１.　�申立人が，その個人識別を証明
したとき，かつ必要な場合には，
公証人法第 55 条において挙げら
れる手段の一つによって，その
誕生日を証明した場合，及び

２.　�申立人が，電子媒体の署名の利
用に際して，電子媒体の署名が
その者に帰属することを証明す
る場合，及び

３.　�申立人が，署名又は署名に代わ
る記号，場合によっては，裁判
所で署名を記載するか，又は署
名又は署名に代わる記号あるい
は署名が申立人に由来すること
を明文でもって承認する場合

　認証は，申立てに応じて，紙媒体の文
書（認証された紙の文書）の上に記載す
るか，又は電子媒体の文書を添付しなけ
ればならない（認証された電子文書）。
電子媒体の署名がなされた文書の場合に

おいては，署名の認証は，司法省の電子
媒体の署名の利用の下での電子的形式に
おいて，これを行わなければならない。
認証された文書は，当事者の同意を得て，
司法省の認証公文書館へ納めなければな
らない。申立人が，別段の定めをしてい
ない場合には，文書は，司法省の認証公
文書館に，少なくとも 10 年間，保存さ
れなければならない。

（２）本章の諸規定によって認証された
電子媒体による全ての署名は，オースト
リア一般民法典第 886 条所定の書面性の
法的効果は認められない。署名法第 4 条
第 2 項は，その限りにおいて，適用され
ない。

（３）認証については，裁判所の調書に
記載されなければならない。その調書に
は，発行日及び発行官庁による証明及び
文書の対象を記載しなければならない。
調書は，申立人によって署名されなけれ
ばならない。申立人が文字を書くことが
できない場合には，申立人は，―2 人の
証人を召喚し，証人の一人に署名者の名
前を添えて―調書に申立人の署名代わり
の記号を添付しなければならない。

（４）認証書には，申立人の氏名並びに
住所を記載しなければならない。申立人
の要求に基づき，土地登記簿事件におい
ては，職権によってもまた，申立人の誕
生日は，―特別の希望に基づいて，その
場所もまた―，認証文中に，これを記載
しなければならない。司法認証公文書館
へ納めることについては，認証書におい
て，これを指摘しなければならない。調
書は，申立人の個人識別の証明が，電子
媒体による方法（とくにスキャンして）
で，保存することができる場合には，認
証公文書館に納めることについての指摘
に限定することができる。
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（５）司法認証公文書館へ納められた認
証文書を閲覧する権限は，申立人及び申
立人により権限を与えられた者に帰属す
る。裁判所組織法 91b 条第 2 項による
文書へのアクセスは，保障されなければ
ならない。

（６）その他の点については，裁判所組
織法第 91b 条及び第 91d 条は，これを
適用する。

（７）裁判所の判決機関の名称を含む，
裁判所によって作成された公文書につい
ては，司法電子媒体署名を添えることに
よって，これを認証するものとする。

（８）連邦司法大臣は，規則でもって，
以下の事項について詳細な規定を定める
権限を付与される。

１.　�署名のある手書き又は電子媒体
による認証（本条第 1 項ないし
第 5 項），裁判所の文書（第 7 項），
謄本及び印刷物による認証（本
条第 187 条），並びに裁判官又は
特定の専門職の公務員によって
なされた真正であることの重畳
的認証（第 189 条）

２.　�認証書及び記録の形式及び様式
＊本条は，2005 年改正法（�BGBl.�I�Nr.�

164/2005）により変更されている。

第 189 条　重畳的認証
　申立てに基づき，地方裁判所の裁判長
は，裁判所の管轄区域の裁判所又は公証
人が作成した公文書を，申立てに基づき，
署名の真実性を認証することによって，
または必要な場合には，発行者の公印の
真実性の認証によって，重畳的に認証し
なければならない。司法電子署名の真正

性及び完全性の認証は，保証された電子
署名の方法における認証によって，行わ
れる。第 188 条は，これを準用する。

＊本条は，2005 年改正法（�BGBl.�I�Nr.�

164/2005）により変更されている。

第 190 条　翻訳の認証
（１）翻訳が原本と十分に一致している
ことは，一般的に宣誓され，かつ裁判所
により認定書が出されている通訳者に
よって，通訳者の翻訳の日付，通訳者の
署名，及び通訳の押印を添えて（鑑定人
及び通訳人法第 14 条，第 8 条第 5 項），
認証されなければならない。連邦司法大
臣は，命令でもって，このような翻訳の
形式及び様式について，より詳細な諸規
定及び認証の記載を付与する権限を有す
る。

（２）一般的に宣誓され，かつ裁判上認
定書が出されている通訳者が，召喚でき
なかった場合には，裁判所は，それにつ
いて能力がある者を，通訳として宣誓さ
せなければならない。

＊本条は，2005 年改正法（�BGBl.�I�Nr.�

164/2005）により変更されている。

＊任意競売に関する第 191 条～第 198 条

は削除

＊任意競売に関する第 191 条～ 198 条の

規定は，BGBl�I�Nr.68/2008 によって削

除された。この手続は，公証人に移され，

公証法に規定された。
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第 199 条　施行
（１）本連邦法は，2005 年 1 月 1 日に施
行する。本法は，―以下において別段の
定めがない限り―，施行前に係属してい
る手続についてもまたこれを適用する。

（２）2006 年連邦法第 92 号の規定（BGBl.��
I�Nr.�92/2006）において，第 122 条第 3
項及び第 4 項，第 123 条第 1 項第 6 号及
び第 7 号，第 124 条第 1 項，第 126 条第
1 項，第 3 項及び第 4 項，第 127 条及び
第 130 条は，2007 年 7 月 1 日でもって，
これを施行する。それらの規定は，―以
下に別段の定めのない限り―，本連邦法
の施行前に係属している手続においても
また，これを適用する。

＊本条は，2005 年改正法（�BGBl.�I�Nr.�

164/2005）により変更されている。

第 200 条　法規定の廃止
（１）以下の法律については，これを廃
止する。

１.　�1854 年 8 月 9 日の皇帝令，非訟
事件における裁判手続に関する
法律（RGBl.208）

２.　�裁判手続における抗告の申請の
場所及び時期に関する法律　

（RGBl.�No.205/1860）
３.　�1941 年 10 月 25 日の婚姻法に関

する第 4 施行規則（dRGBl.� I�S�
654）

４.　�1943 年 2 月 6 日の家族法上の諸
規定の統一に関する諸規定　

（dRGBl.�I�S�80）
５.　�1970 年 10 月 30 日の連邦法第 5

章（RGBl.�No.342/1970）
６.　�手続救助に関する法律の第 8 章

第 3 条第 1 項（RGBl.�No.569�
/1973）

（２）ただし，本条第 1 項により廃止さ
れた諸規定は，本連邦法の施行前に係属
している手続については，本法が以下に
おいて規定している限りにおいては，引
き続きこれを適用する。

第 201 条　参照
　1854 年 8 月 9 日の非訟事件における
裁判手続に関する法律（RGBl�No.208�
/1854）に基づく連邦法の諸規定におい
て参照されている限りにおいては，本法
は，本連邦法第 1 章についての参照とし
て，経過規定を含めて，これを準用する。

第 202 条　経過規定
　本連邦法は，訴訟手続に代わり今や非
訟事件手続において遂行されなければな
らないであろう，本連邦法の施行前に係
属していた訴訟事件には，これを適用し
ない。

第 203 条
（１）抗告手続及び再抗告手続（第 6 条）
における代理に関する諸規定は，取り消
された裁判の日付が 2004 年 12 月 31 日
以後である場合にのみ，これを適用する。
それ以前に下された全ての裁判について
は，上訴手続における代理に関して，こ
れまで有効に存在していた諸規定を，引
き続き適用する。

（２）手続救助（第 7 条第 1 項）に関す
る裁判の取消に関する諸規定は，申立て
に関する裁判の日付が 2004 年 12 月 31
日以後である場合にのみ，これを適用す

第 6 章　最終規定及び経過規定



262 比較法学 48 巻 2 号

る。そのような裁判の取消に関するこれ
まで有効に存在していた諸規定は，これ
まで行われた全ての裁判について，引き
続きこれを適用する。

（３）申立ての取下げ（第 11 条）に関す
る諸規定は，申立てが 2004 年 12 月 31
日以後に裁判所に提出された場合にの
み，これを適用する。これまですでに提
出された全ての申立てについては，これ
まで有効であった申立ての取下げに関す
る諸規定を引き続き適用する。

（４）公示送達（第 24 条第 3 項）に関す
る諸規定は，公示された裁判の日付が
2004 年 12 月 31 日以後である場合にの
み，これを適用する。これまで行われた
全ての公示については，これまで有効で
あった公示に関する諸規定を引き続き適
用する。

（５）中断及び中止（第 25 条ないし第
28 条）に関する諸規定は，2004 年 12 月
31 日以後に解除された事情が停止して
いる場合にのみ，これを適用する。これ
まで生じた全ての事情については，これ
まで有効に存在していた規定を引き続き
適用する。

（６）決定の効力及び仮執行（第 43 条及
び第 44 条）に関する諸規定は，第 1 審
の裁判の日付が，2004 年 12 月 31 日以
後である場合にのみ，これを適用する。
これまで行われた全ての裁判について
は，これまで有効であった決定の効力及
び執行に関する諸規定を引き続き適用す
る。

（７）第 52 条の例外（第 45 条ないし第
51 条及び第 53 条ないし第 71 条）を含
む抗告及び再抗告に関する諸規定は，第
1 審の裁判の日付が，2004 年 12 月 31 日
以後である場合にのみ，これを適用する。
これまで行われた全ての裁判について

は，これまで有効であった上訴に関する
諸規定を引き続き適用する。第 52 条は，
本連邦法の施行から，即時にこれを適用
する。

（８）変更手続（第 72 条ないし第 77 条）
に関する諸規定は，その変更の申立てが
なされた第 1 審の裁判の日付が，2004
年 12 月 31 日以後である場合にのみ，こ
れを適用する。

（９）費用賠償に関する諸規定は，事件
が 2004 年 12 月 31 日以後に係属してい
た場合にのみ，これを適用する。これま
でに係属していた全ての手続について
は，費用賠償に関してこれまで有効で
あった諸規定を引き続き適用する。

（10）執行及び強制手段（第 79 条及び第
80 条）に関する諸規定は，執行手続ま
たは処分の実行が，2004 年 12 月 31 日
以後に開始された場合にのみ，これを適
用する。非訟事件の裁判の実行に関する
他の全ての手続については，これまで有
効であった執行に関する諸規定を引き続
き適用する。

第 204 条
（１）本連邦法の施行前に意思表示され
養子縁組の同意については，これまで適
用されていた諸規定は，引き続きこれを
適用する。

（２）離婚手続（第 93 条第１項後段）に
おける代理に関する諸規定は，離婚の申
立てが 2004 年 12 月 31 日以後に裁判所
に提出された場合にのみ，これを適用す
る。

（３）離婚手続（第 95 条第２項）におけ
る放棄の効力に関する諸規定は，2004
年 12 月 31 日以後になされた意思表示に
ついてのみ，これを適用する。

（４）扶養事件における情報提供義務（第
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102 条）に関する諸規定は，本連邦法の
公布の翌日でもって，有効となる。

（５）再抗告（第 104 条第３項）の規定
に関しては，未成年者に対する手続救助
の許可に関する諸規定は，取り消される
べき裁判の日付が，2004 年 12 月 31 日
以後である場合にのみ，これを適用する。

（６）監護または面会交流を求める権利
（第 110 条）に関しての裁判上，又は裁
判上の許可を得た規律の強制的実行につ
いての手続に関する諸規定は，執行手続
又は処分の実行が，2004 年 12 月 31 日
以後に開始される場合にのみ，これを適
用する。そのような裁判の実行に関する
他の全ての手続については，これまで有
効である執行に関する諸規定を引き続き
適用する。

（７）計算書の作成（第 134 条ないし第
138 条）に関する諸規定は，2004 年 12
月 31 日以後に開始する計算期間につい
て，これを適用する。そのほかに，これ
まで有効であった計算期間に関する諸規
定は，引き続きこれを適用する。

（ ８） 連 邦 法 2006 年 第 92 号（BGBl.� I�
Nr.92/2006）における第 130 条は，本連
邦法の施行前に裁判所が定めた期間に影
響を与えない。この時期については，最
後の報告後１年を超えて経過した場合
で，かつ裁判上の期間が定められなかっ
た場合には，管財人は，最長で半年以内
に報告しなければならない。

＊ 本 条 は，2006 年 改 正 法（BGBl.�I�Nr.�

92/2006）により変更されている。

第 205 条
　本連邦法の諸規定は，2004 年 12 月 31
日以後に初めて裁判所又は裁判所特別委
員に係属した遺産事件手続に，これを適
用する。ただし，この手続が，それ以前

にまだ開始しえなかったであろう場合
は，この限りでない。遺産事件手続に関
しては，これまで有効であった諸規定を
引き続き適用する。

第 206 条
　公証に関する諸規定（第 186 条ないし
第 190 条）は，本連邦法の施行後に行わ
れたすべての公証について，これを適用
する。

第 207 条
　任意競売に関する諸規定（第 191 条な
いし第 198 条）は，手続開始の申立てが，
2004 年 12 月 31 日以後に裁判所に提出
された場合にのみ，これを適用する。任
意査定又は任意競売に関する従前に係属
していた全ての手続については，これま
で有効であった諸規定を引き続き適用す
る。

第 207 条 a　連邦法 2006 年第 8 号に関
する経過規定
　連邦法 2006 年第８号の規定（BGBl.�
Nr.�8/2006）における第 82 条第 3 項及
び第 101 条第 5 項は，そのつど，本連邦
法の公布の翌日でもって有効となる。本
諸規定は，本連邦法の施行前に係属し，
かつ本法の施行時にまだ係属している手
続について，これを適用する。オースト
リア民事訴訟法第 64 条第 3 項は，影響
を受けない。

第 207 条 b　連邦法 2005 年第 164 号に
関する経過規定
　連邦法 2005 年 164 号の規定（BGBl.� I�
Nr.�164/2005） に お け る 第 187 条， 第
188 条，第 189 条及び第 190 条第 1 項は，
そのつどごとに，2010 年 1 月 1 日でもっ
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てこれを施行し，かつ 2010 年 1 月 1 日
以後に行われる公証について，これを適
用する。

第 207 条 c　連邦法 2009 年第 30 号に
関する施行及び経過規定
　連邦法 2009 年第 30 号の規定（BGBl.�
I�Nr.�30/2009）における第 4 条，第 5 条，
第 35 条，及び第 83 条は，2009 年 4 月 1
日でもって，これを施行する。

第 207 条 d　連邦法 2009 年第 40 号に
関する施行及び経過規定
　連邦法 2009 年第 40 号の規定（BGBl.�
I�Nr.�40/2009）における第 7 条，第 10a
条及び第 35 条は，2009 年 6 月 1 日でもっ
て，これを施行する。

第 207 条 e　連邦法 2009 年第 75 号に
関する施行及び経過規定
　連邦法 2009 年第 75 号の規定（BGBl.�
I�Nr.�75/2009） に お け る 第 90 条， 第
91a 条ないし第 91d 条，第 95 条，第 106
条，及び第 111a 条は，2010 年 1 月 1 日
でもって，これを施行する。本連邦法の
規定における非訟事件手続法第 95 条及
び第 111a 条は，申立てが，2009 年 12
月 31 日以後に裁判所に提出された場合
には，これを適用する。

第 207 条 f　連邦法 2009 年第 137 号に
関する施行及び経過規定
　連邦法 2009 年第 137 号の規定（BGBl.�
I�Nr.�137/2009）における第 104a 条は，
2010 年 6 月 1 日でもって，これを施行
する。

第 207 条 g　連邦法 2009 年第 58 号の

施行
　連邦法 2010 年第 58 号の規定（BGBl.�
I�Nr.�58/2009）における第 25 条第 1 項
及 び 第 154 条 第 1 項 は，2010 年 8 月 1
日でもって，これを施行する。

第 207 条 h　連邦法 2010 年第 111 号に
関する施行及び経過規定
　連邦法 2010 年第 111 号の 2011 年予算
付 随 法 の 規 定（BGBl.� I�Nr.�111/2010）
における第 10 条及び第 46 条は，2011
年 6 月 1 日でもって，これを施行する。
2010 年第 111 号の 2011 年予算付随法の
規定（BGBl.� I�Nr.�111/2010）における
第 23 条 及 び 第 47 条 は，2011 年 5 月 1
日でもって，これを施行する。上記連邦
法の規定における第 10 条は，2011 年 6
月 30 日日以後に裁判所に提出された文
書について，これを適用する。2011 年
予算付随法の規定における第 46 条は，
第 1 審の裁判の日付が，2011 年 6 月 30
日以後である場合には，これを適用する。
2011 年予算付随法の規定における第 47
条は，第 1 審の裁判の日付が，2011 年 4
月 30 日以後である場合には，これを適
用する。

第 207 条 i　連邦法 2013 年第 15 号に関
する施行及び経過規定

（１）連邦法 2013 年親子法及び氏名権変
更 法 の 改 正 法 規 定（BGBl.� I�Nr.�
15/2013）における第 89 条，第 106a 条，
第 106 条 b 及び第 106c 条は，連邦官報
における本連邦法の公布の翌日でもっ
て，これを施行する。

（２）第 2 章における第 3 節の廃止は，
2016 年 1 月 1 日でもって，これを施行
する。

（３）連邦法 2013 年第 15 号の 2013 年親
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子変更法及び氏名変更法の改正法規定
（BGBl.�I�Nr.15/2013）における第 95 条，
第 101 条， 第 104 条， 第 104a 条， 第
105 条，第 106 条，第 107 条，第 107a 条，
第 108 条，第 109 条，第 110 条，第 111 条，
第 112 条，第 115 条，第 132 条，及び第
140 条は，2013 年 2 月 1 日でもって，こ
れを施行する。本連邦法の規定における
第 101 条及び第 107 条第 1 項第 1 号は，
手続指揮の申立てが，2013 年 1 月 31 日
以後に裁判所に提出された手続に，これ
を適用する。本連邦法の規定における
107a 条第 2 項は，青少年福祉事業者の
措置が，2013 年 1 月 31 日以後に終了す
る場合には，これを適用する。

第 207 条 j 　連邦法 2013 年第 158 号に
関する施行及び経過規定
　連邦法 2013 年第 158 号の規定（BGBl.�
I�Nr.�158/2013） に お け る 第 9a 節 は，
2013 年 11 月 1 日でもって，これを施行
する。第 9a 節は，その施行前になされ
た裁判の承認，執行宣言，及び強制執行
について，並びにそれらの施行の時点に
おいてすでに係属していた手続について
もまた，これを適用する。

第 208 条　執行
　連邦司法大臣に，本連邦法の執行は，

これを委託する。


