
 
 
 
 

 

 

 

【平成 25 年度総会の案内】  

 今年度の総会を６月 29 日（土）午後 2 時から

ヴィラ鴨川で開催しますので会員諸氏の出席を

願います． 
 総会に続き,マルクス・ヘルニッヒ館長の講演

『ドイツ、日本、中国―三国を結ぶ三角形』と懇

親会があります． 
① 総会（議案審議）14：00～15：00 

② 講演会 15：00～16：00 

③ 懇親会 16：00～17：30  

 講演会は、会員でなくても無料で参加できます。

予約の必要はありません。 

 ヘルニッヒ氏は、ドイツ・ルール大学ボーフムで

中国学やドイツ文学を学び、哲学博士号を取得。現

在、中国・浙江大学異文化間中国学客員教授である

とともに、ヴィラ鴨川の館長を勤め，同時に京都日

独協会常務理事でもあります。 

またヘルニヒ氏は、今回講演を行うに当たり、下

記のようなメッセージを寄せられています。 

「日本とドイツの関係は良好で、同様に中国とド

イツの関係も良好です。お互いを尊重し、お互いか

ら学び、お互いの文化を享受しあっています。 

中国と日本は隣国同士で、両国ともお互いから多

くの文化的恩恵を得ています。本講演では、いくつ

かの例を挙げつつ、日中間の文化的絆は、ドイツで

しばしば議論されるようなヨーロッパ共通の遺産よ

りも、さらに深く根付いた具体的なものであるとい

うことについて述べます。東アジアの人々はドイツ

人に対して好意的であり、ドイツ的なものに対する

東アジア共通の嗜好は、日中両国のさらなる共通点

を見つける新しい地平を開きます。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 懇親会は、ヴィラ鴨川内のドイツ・レストラン「カ

フェミュラー」で行います。講演会同様、会員以外

も参加できます。但し飲食代として、当日 3000 円を

頂戴致します。また料理の準備の為、6 月 20 日まで

に、お名前、連絡先を添えて下記までご連絡下さい。

email: jdgkyoto@hotmail.co.jp 
 

【報告】 

ベルリン少女合唱団、京都訪れる 

        秋の古都を満喫 

昨年 10 月 11 日、ベルリン少女合唱団（BMC）が

京都を訪れました。指揮者のサビーネ・ヴュストホ

フ夫人ら 5 名のスタッフとともに中学生から大学生

前期の年代の少女合唱団員 40 名。九州各地での演奏

会、ワークショップなどの多忙な日程を終え、帰国

の前日、京都を訪れたもの。ベルリンの独日協会の

依頼により京都での観光案内を京都日独協会が引き

受けたものです。 

（清水寺山門前で、思わず番外演奏を披露） 

金閣寺や清水寺を散策。ご機嫌の一行でした。清水

寺では、記念撮影のため、石段に座り込んだのです

が、夕日の余りにもの美しさに、思わず「夕焼け小

焼け」のコーラスを始め、門前にいた観光客たちを

大いに喜ばせました。 
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第 20 回例会以降の新入会員の皆さん（敬称略） 
・ハンスペーター・マルチェケ ・初田光穂 ・堀川 宏 ・中路海弥子 ・松浦 靖 
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京都日独協会第 20 回例会講演 
講師 佐藤義彦氏 

弁護士、同志社大学名誉教授、 

京都日独協会 副会長 

テーマ：民法に見る日独比較 

 

 

 

 

 

 

 

【講演要旨】 

（佐藤先生のレジメに基づいて講演要旨を日独協会

事務局がとりまとめたものです） 

 

◆日独の民法公布 

ドイツでは1874年以来民法制定のための第一コミ

ッションが設立されて準備がなされ、1896年8月18

日に公布されました。日本では民法第1･2･3編が明治

29年（1896年）4月27日に、第4･5編が明治31年（1898

年）6月21日に公布されました。日本の民法はドイツ

民法の影響を深く受けていますので、大きな違いは

あまりありませんけれども、公布時やその後の変遷

について日独の民法の比較をしてみたいと思います。 

 

◆婚姻適齢と成人年齢との関係 

ドイツ 公布時 現 在 

成人年齢 21歳 18歳 

婚姻適齢 男 成人（*1） 
成人(*3) 

     女 16歳(*2) 

日本 公布時 現 在 

成人年齢 20歳 20歳 

婚姻適齢 男 17歳（*4） 18歳(*6) 

     女 15歳(*5) 16歳（*7） 

   *1 正確には、成年に達するまでは不可 

   *2 未成年者には法定代理人の同意必要 

   *3 正確には、成年に達するまでは不可 

*4 30歳未満は父母の同意が必要 

*5 25歳未満は父母の同意が必要   

*6 未成年者は父母の同意が必要 

*7 未成年者は父母の同意が必要 

 現在の日本とドイツの結婚に関する大きな違いは、

日本の場合は「○○家と△△家ご両家と」というよ

うに家同士の結びつきという要素も残っているよう

ですが、ドイツの場合は結婚は成年者である当事者

二人の契約という概念によって結ばれます。生活費

の負担割合など、かなり細部にわたる契約事項をと

り交わします。そして、婚姻は証人と市役所の役人

による承認を得て有効に成立します（マルチュケ教

授）。日本の場合にはこのような契約として理解して

いる人は少ないように思われます。 

 

◆再婚禁止期間 

ドイツ 
公布時 10か月 出産後は可能 

現 在 再婚禁止期間の定めなし 

日 本 
公布時 

6か月 前婚中に懐胎して

いた時は、出産後に可能 

現 在 変更なし 

・現行ドイツにおける父子関係の決定方法 

①妻が婚姻中に出産した子は夫の子として扱う。 

②婚姻解消後300日以内に生まれた子は、婚姻解消 

前の夫の子とする。 

③婚姻解消後300日以内に再婚した女性の出産し

た子は、新しい夫の子とする。⇒再婚禁止期間

の廃止 

・現行日本における父子関係の決定方法 

①妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する。 

②婚姻成立から200日経過後または婚姻解消から

300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したも

のと推定する。 

・日本の多くの学者は、「懐胎したときから出産まで

の期間は200日ないし300日である。よって、6か月

間も再婚を禁止する必要はない。婚姻解消の日か

ら100日の再婚禁止期間とすべきである」と主張し

ていますが、100日の禁止期間は不要であると私は

考えています。 
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◆夫婦の財産関係（法定財産制） 

ドイツの場合は夫婦となる者または夫婦の契約に

よって財産の帰属や管理について決定します(夫婦

財産契約)。夫婦財産契約を締結しないときは、ドイ

ツ民法が規定している条文によることになります

（法定財産制）。法定財産制によるときは、結婚する

ことによって、結婚後の夫婦それぞれの財産関係に

変更は生じません。ただし、夫または妻は、自分の

全財産を処分するときや、自分の所有する家財道具

などを処分するときは、配偶者の同意を必要とする

だけです。 

離婚するときは、婚姻生活中に夫婦それぞれが増

加させた金額が離婚時に同額になるように折半しな

ければなりません。婚姻開始時の財産額が不明のと

きは、離婚時に有する夫婦それぞれの財産額を折半

することになります。つまり夫と妻の全財産額を算

定してうえ、その二分の一の額を夫と妻が取得する

ことになります。折半により夫婦の一方から他の一

方へ、差額を支払うよう請求することができる権利

は、債権であり、譲渡することができ、相続の対象

ともなります。 

日本の法定財産制も別産制ないし別産別管理制で、

ドイツと同じです。離婚するときは財産分与を求め

ることができます。財産分与の額などに合意ができ

ないときは、家庭裁判所が、「当事者双方がその協力

によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、

分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法

を定める」ことになっています。この「その他一切

の事情を考慮」ということは、家庭裁判所が審判で

決定するまでは、額が未定、つまり審判で決定され

るまでは債権ではないので、金員の請求をすること

ができないし、他人に譲渡することもできず、相続

の対象ともなりません。 

 

◆男女平等という概念についての日独の差

異 

婚姻適齢について、日本では男は18歳、女は16歳

と定められて男女差が設けられていることの理由は、

一般的にいうと女のほうが男よりも成熟度が高く、

女の16歳は男の18歳とつりあうのだという説明がな

されます。つまり男と女が同じ成熟度に達したとき

に婚姻が可能となるので、男女差別はないのだとい

った説明のなされることがあります。 

 ところが、ドイツでは、男女とも機械的に18歳と

定めることが男女平等なのだという考え方です。 

 しかし、再婚禁止期間を置くかどうかについても、

女性に再婚を待ってもらうことなしに再婚を認める

ドイツ法の定めで不都合が生ずることはほとんどな

いと私は考えています。ここにも、男女平等という

観念についての差異が見られます。 

 離婚した夫婦の財産関係についても、日本の財産

分与の制度は、機械的に等分するのではなく、「一切

の事情を考慮して」家庭裁判所が定めることになっ

ています。しかし、離婚した妻が夫から受け取る金

額は、均等性からほど遠いのが現実で、日本独自の

男女平等概念に私は疑問をもっています。 

以上 

2012年秋のドイツ滞在記 

西尾英之助（会長） 

 

10年ほど前から，例年主に欧州で開催されるセルオ

ートマトン理論の会議（IFIP TC-1 WG1.5 のワーク

ショップ）に出席した後，毎年のように南西ドイツ

BW 州のカールスルーエ市を訪れ，大学の客員講師

宿舎に1,2ヶ月滞在する．今年も9月にフランスのコ

ルシカ島で開催された会議の後，11月半ばまで2ヶ月

余りそこで過ごした．ここでは研究とは別にドイツ

の暮らしや社会について，見聞きして思う事を記し

たい． 

 1)カールスルーエ市の紹介：フランクフルト空港

から，南方のスイス・フランスの国境バーゼルへ向

けて特急で約1時間，ライン川沿いの静かな大学都市

で，日本の最高裁判所にあたる連邦憲法裁判所があ

る．18世紀に，V 教授によると蚊を避けて港から少

し離れて建てられたと言う，城を中心にして，森林

を切り開き，東に工科大学，西に戦後，“開かれた裁

判”を象徴するガラス張りの憲法裁判所が，対称的

な位置に建設された．時々NHK の BS 放送の海外ニ

ュース（ZDF ，ARD）で，赤い法衣を着けた裁判官

（３） 



カールスルーエ城 

が出てくる法廷が見られる．数年前にその法廷で実

際の裁判（原発の改修費用負担の件で州が連邦を訴

えた）を傍聴したが，裁判長（小柄な女性の L 長官）

が証人の証言の後で，Danke schön と言ったのに感

銘を受けた．日本の裁判所と大違い！ それらの周

りを戦後復興の首相の名に因んだアデナウアーリン

グと言う環状道路が囲む．大学は19世紀，ドイツの

工業化を象徴する窒素固定のハーバー・ボッシュや

電磁波の実験的発見をしたヘルツ（周波数の単位）

が出て，現在も科学・工学で有力な大学である．ま

た州立音楽大学には日本人も多く学んでいる．北の

郊外に戦後原子力平和

利用＝原発の開発のた

めの研究センターが設

置されたが，その後テー

マを材料や解体技術な

どへ転換し，大学と統合

された（KIT）．  

 2）物価と消費税：宿

舎のレストランは夕食

だけにして，昼は大学近くのリストランテ，朝は自

炊することにしている．パンやチーズ，ヨーグルト,

卵，ソーセージに果物・野菜など食料品は主に大学

近 く の ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト EDEKA と 百 貨 店

Karstadt の地下で3日に一回買い物をする．宿舎の各

階に共用の台所があり，各部屋に小型冷蔵庫がある．

値段は京都で利用している生協の店舗と比べてかな

り安い．この際，質や味は問わない．因みに私はこ

れらドイツの食べ物は美味しいと思うし，3ヶ月くら

い米や新鮮な魚を食べなくても苦痛でない． 

現在日本政府が5%から10%に上げようとしている消

費税（ドイツで付加価値税 MwSt.と言う）は，一般

に17％（%のコンマ以下は省く）と言われるが，食料

品など生活必需品は7%である．因みに家庭の水道水

は7%で ペットボトル入りを買うと17%である．肉も

店で買えば7%だが，レストランで食事をすると17%

である．この様に家庭で食べると安い． 

 政府や経済界はこのような”複数税率“は，例え

ば事務量の増大で小売業を圧迫するなどと言って導

入に消極的だが，ドイツや他の欧州各国で混乱なく

実施されていることを考えると，単に”税金は取り

やすい所から多く取る“ための言い訳に過ぎない．

IT 先進国の日本は売り場の POS や会計システムな

ど，安価で使いやすい情報機器を開発出来るはずで，

複数税率導入はむしろビジネスチャンスの一つと捉

えるべきだろう． 

 3）エネルギー問題：これまで何回か V 教授の自

宅に招待されたが，今回初めて共同研究者の W 博士

の住まいに招かれた．都心の大学から市電で約30分

の郊外にある集合住宅に訪問看護師をしている妻と

13歳の娘の3人で住んでいる．彼は自転車通勤で，2

年前に屋上に太陽光発電の

パネルを設置し，広い2重ガ

ラスの明るいテラス付きの

居間で，典型的なドイツ人の

省エネ生活をしている．11月

初めで初雪が降った日だっ

たが，初めて暖房を入れた．

昨年は売買電でプラスだっ

たとのこと．他に団地共用の

LPG を使う． 

 ご存じ前年に原発停止を延長したメルケル政権は

2011年3月のフクシマ原発事故の直後，BW 他の州の

選挙で負け，BW 州で初の緑の党の首相が誕生し，

「安全なエネルギー供給に関する」倫理委員会を設

置し，5月末の答申を受けて2020年までにすべての原

発を電力網から外す決断をした．その後，BW 州の

エネルギー会社 EnBW がはるか北方の北海沿岸沖合

に大規模の風力発電設備を作るなど，環境重視のエ

ネルギー政策が進んでいるようだが，最近都会など

消費地への送電網の建設を早めるようにと連邦ネッ

ト機関から勧告が出た． 

 終わりに：この様にドイツの経済は EU の中で最

も好調だと言われているが，鉄道 DB の運賃が上が

り，失業率も高く，一般の人々の生活が楽だとは言

えない．でもドツツ（フランスも）の生活は堅実で

豊かであると思う．        （2013年3月記す） 

    

） ３月９日開催の第 21 回例会での佐伯順子先生のお話

は紙面の関係で次号掲載とさせて頂きます。 

（４） 


