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１ はじめに

現代社会において家族形態は多様化し、人々が抱く家族概念も大

きく変化しつつある。家族がどのような形態をとるにしろ、親子が

家族であることを確認できる最小の手段が交流であろう。

親子が一時的でなく離れて暮らす場合には、親は交流を通してわ

が子の成長を確認し、親子間に存在する愛情と絆を維持し発展させ

ることができる。子にとっても同様であるが、さらに交流は子にと

って意義深い。子は自らのルーツを確認し、普段離れて暮らす親の

人間性や価値観を知ることができるからである。しかし、父母間で

交流について意見が一致しないとき、監護権者である父母の一方の

意思に反して他方は交流を貫徹できるかどうか、できるとしてどの

程度それを認めてよいのか困難な問題が生じる。この問題への解答

を見つけるためには、第一に、交流は権利なのか、そうだとしたら

誰の誰に対する権利なのかが検討されなければならない。第二に、

交流が子の福祉に適うかどうかが考慮されなければならない。第三

に、どのように子の意思を確保するかの問題がある。とくに子が幼

いときや交流に反対する監護権者からの心理的影響を受けている場

合に子の自由な意思を確認することは困難である。こうして、交流

についての合意が成立するなり裁判による交流命令が出された後は

履行確保の問題が生じる。

ドイツの婚外子の父の交流権 ５７



以上の問題のほかに、父母が非婚の場合はさらに困難な問題が生

じる。非婚カップルの場合は婚姻夫婦の場合よりも生活形態が多岐

に渡り、したがって親子関係のあり方も多様である。ここでは、交

流の前提として、どのような形態までを家族として承認し保護すべ

きかの問題が生じる。

以上の問題意識から、本稿ではドイツにおける婚外子の父の法的

地位の検討の一つとして、婚外子の父の交流権（Umgangsrecht）を

取り上げる。他の欧米諸国に比べると、婚姻家族モデルへのこだわ

りが強かったと指摘されるドイツで１、近年のこの領域での法の整

備は注目すべきものがあり、またその過程で、家族・親子とはなに

かについての一つの方向が示されているからである。

２ ドイツ民法（BGB）の婚外子の父と子の

交流に関する規定

ドイツ民法は１８９６年の制定以来、親子法の領域では何度も大きな

改正を行ってきたが、１９９７年の親子関係改正法２まで約１００年の間、

嫡出子と婚外子は法的に異なって取り扱われてきた。以下に１９９７年

改正の前後におけるドイツ民法の婚外父子間の交流に関する規定の

変遷を概観する。

� １８９６年ドイツ民法制定から１９９７年親子関係法改正前まで

１ Georg Rixe, ZKJ ２００６．６，S．２７６。同論文の指摘では、欧州人権裁判所が早
い時期に、子のいる非婚共同体も含む広い家族概念を認めたのに対し、連邦憲
法裁判所は、長い間、婚姻家族の理想像を前にして婚姻関係にない父母と子の
間に一つの家族を認めてこなかった。しかし、やがて連邦憲法裁判所は社会的
な展開に躊躇しつつ反応し、条件付きながら婚外子の父に基本法６条２項の親
の権利を認め、１９９５年になって初めて完全に認めた。vgl.Limbach, Kind−Prax
1999, 71 f. ; Seibert, FamRZ 1995, 1457, 1459
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１８９６年民法は、父母が離婚した場合、子の身上監護権を有さない

親に子と人的に交流する権能を付与したが、婚外父子間での交流に

関しては何の規定も設けなかった。そもそも婚外子とその父の間に

法的血族関係を認めなかったからである（BGB旧１５８９条２項。以

下、法律名が示されていない場合は民法 BGBの条文である）。婚

外父子関係の法的効果として認められたのは、自然的血族関係を基

礎とする父の扶養義務だけであったが、嫡出子の扶養請求権が家族

法上の請求権として内容づけられていたのに対し、婚外子の場合は

「すぐれて債務法的に形成された、支払いの父子関係（Zahlvater-

schaft）にとどまった３。

１５８９条２項によるこのような婚外父子関係の取り扱いは民法制定

直後から各方面で批判され、やがて四面楚歌の状態に追い込まれた

が４、改正が実現しないまま時間が経過し、１９６９年になりやっと

「婚外子の法的地位に関する法律」５が制定され、婚外子と嫡出子の

法的地位の調整のための大きな一歩が踏み出された。同法制定の契

２ Gesetz zur Reform des Kindschaftsrechts, Kindschaftsrechtsreformgesetz BGBl．
１９９７．I．２８４６。改正の背景としては、嫡出子と非嫡出子を異なって取扱う規定
について連邦憲法裁判所の違憲の指摘や平等化への立法要請が相次いだこと、
東西ドイツの統一に際して両国間にあった非嫡出子の法的地位についての相違
を調整する必要、現実の社会での家族の多様化への対処、国連「児童の権利条
約」や欧米諸国の法改正などがあげられる。同法の解説として、岩志和一郎
「ドイツの新親子法」内田武吉先生古希記念祝賀『民事訴訟制度の一側面』平
成１１年、同「ドイツ親権法規定（仮訳）」早稲田法学第７６巻第４号２２５頁
（２００１）、床谷文雄「ドイツ家族法立法の現状と展望（一）、（二）、（三）、
（四）」阪大法学４４巻２・３合併号３９４頁（１９９５）、４６巻６号８６６頁（１９９７）、４７巻
２号３０２頁（１９９７）、４８巻１号、ライナー・フランク「ドイツ親子法改正の最近
の展開」家族＜社会と法＞１３号（１９９７）
３ 田村五郎『婚外子に対する親権の研究』昭和５６年、２９９頁での Rupp−V.Brünneck

の引用。
４ 同上 ２９８頁
５ Gesetz über die rechtliche Stellung der nichtehelichen Kinder BGBl. 1969 I, S.

1243。田村前掲書は同法の成立過程についての詳細な研究書である。
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機は第二次大戦後に制定された基本法６条５項の憲法的要請であ

る。それによれば、婚外子のために、立法によって、その肉体的発

達および精神的発達と社会における地位とのために、嫡出子と平等

な諸条件が作り出されなければならないのである６。しかし、立法

府はこの憲法的要請を放置していたために、まもなく連邦憲法裁判

所は、同条によって立法者への拘束力ある憲法上の委託がなされて

いるのだと言明し、立法行動を促した７。

「婚外子の法的地位に関する法律」の主目的は子の父に対する法

的関係の強化（扶養法の作り直しおよび相続権）と、母の子に対す

る監護権限についての法的地位の改善であった８。婚外父子間の交

流については初めて規定が置かれた（１７１１条）。それによれば、父

には子と交流する「権利」は認められず、婚外子の身上監護権者

（通常は母）が父子の交流の可否、交流の範囲を決定した。ただ

し、交流が「子の福祉に役立つとき」に限り、後見裁判所は監護権

者の意思に反しても交流に関し独自の決定をすることができた。ま

た、後見裁判所は必要と判断すれば、いつでも自らの決定を変更す

ることができた。さらに、適当な事例では、少年局（Jugendamt）

は父と監護権者の間を調停しなければならず、円滑な交流実現のた

めの支援も用意された。

１９７９年の「親の配慮の権利の新たな規制に関する法律」９は親権

法における大改正で、それまでの親の支配権的性格を伴う親権（El-

terliche Gewalt）概念を廃止し、親は子の福祉のために配慮する権

利と義務（Elterliche Sorge）を負うとされた。同法は親の監護につ

６ シュバープ、鈴木禄弥訳『ドイツ家族法』３０６頁
７ BVerfGE 25, 167=FamRZ 1969, 196
８ シュバープ ３０７頁
９ BGBl.1979 I, 1061。石川稔・門広乃里子「西ドイツの新監護権法－親の監護
の権利の新規制に関する法律（仮訳）」ジュリスト７４７号１１８頁以下。
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いて画期的な概念の転換をもたらしたが、嫡出親子関係と婚外親子

関係の異なった取扱いは残された。本稿に関連する部分だけ言及す

ると、婚外子の監護権は依然として母に単独で帰属し、養子縁組へ

の同意権も婚外子の父には認められなかった（旧１７４７条２項１

文）。交流に関しては、婚外子の父には交流権は認められず、父子

の交流については母に決定権が与えられ、母の意思に反した交流は

できなかった。例外的に、交流が子の福祉に合致する場合のみ、後

見裁判所は母の意思に反して父子間の交流を認めることができたが

（同２項）、それを立証するハードルは高く設定されていた１０。離婚

した父には子との交流権が認められ（旧１６３４条１項）１１、家庭裁判

所は子の福祉に必要な場合のみそれを制限するか停止してもよい

（同２項）とされたのと対照的であった。

このように婚外父子間の交流を権利として認めなかった背景に

は、１８９６年民法以来の婚外子の父に対する立法者の不信感があっ

た。民法起草者の考えでは、多くの場合、父は婚外子のことを「重

荷」とのみ考え、「子の安否、心身の成長に関心を持たない」１２。

１０ 欧州人権裁判所（EuGMR）判決、Sahin事件、注４８参照。欧州人権裁判所は
交流権の制限には厳格な審査基準を採用するが、連邦憲法裁判所は厳格な審査
基準を用いない。Rixe, a.a.O。婚外子の父が交流を求めても子の出生後早い時
期から母に交流を拒絶されると、子との結びつきが築けない。それにもかかわ
らず BGB旧１７１１条２項により、交流が子の福祉に合致すること、すなわちす
でに確立された父子関係を立証しなければならなかったので、実際には立証は
ほとんど不可能であった。
１１ 旧１６３４条�身上監護を有さない父母の一方は、子と個人的な交流をする権利
を有する。身上監護を有さない父母の一方および身上監護権者は、子と他方と
の関係に害を及ぼし、または教育を妨げることはすべて行ってはならない。�
家庭裁判所は、前項の権利の範囲について決定し、またその行使を、第三者に
対しても、詳細に取り決めることができる。…中略…家庭裁判所は、子の福祉
のために必要である場合には、前項の権利を制限しまたは排除することができ
る。�以下略
１２ 田村前掲書 ３０４頁
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したがって、１９６９年法の草案理由書では「父子の交流が、ときと

して子の精神的・人格的成長に対して積極的な役割を演じ、また、

ときとしては、子に対する父の関心や責任感を呼びさますとはい

え、大部分の事例では、逆に、子の福祉を損なう危険と結びついて

いる」と認識され、婚外父子の交流に関して、父の「権利」あるい

は「権能」という語の使用を避けた理由は「父子の交流はもっぱら

子の福祉のためになされるべきであって、父の利益にしかならない

ときはなされるべきでない。…もし父に交流権が付与されようもの

なら、子の福祉はもはや中心からはずれるという危険が生ずるであ

ろう」と説明された１３。

� １９９７年「親子関係法改正法」１４

この改正により嫡出子と婚外子の概念区別は廃止され、両者の間

の法的差異は広く除去された。従来、父子関係の成立や親の監護に

関して嫡出子と婚外子とで別々の規定を設けていた民法は単一の構

成に改められた。条文中に使用される語も従来の「嫡出子・婚外

子」から、「父母が婚姻しているとき・していないとき」という表

現に変更された。同法は父母婚姻中の共同監護と並び、離婚後およ

び非婚カップルにも共同監護の道を開いた（１６２６条 a １項１号）。

父母が婚姻関係にあるかどうかにかかわらず、すべての子に父母二

人によって養育される権利を保障した点で、ドイツ社会が保持して

きた伝統的家族観からの決別の意思が見られるが１５、これをもって

完全に非婚の父母が平等に子との関係に立つことができるようにな

ったわけではない。たとえば非婚カップルが共同監護を行おうとす

１３ 田村前掲書 ３４６～３４７頁。なお、同書では「交際」という語が使用されて
いるが、本稿では「交流」という訳語を使用しているため、引用に際しても
「交流」に統一した。
１４ 注２
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るときは父母が合意の上で監護表明をすることが要求されるので、

母がこれを拒否した場合には父は監護権者になることはできないの

である。この点に関して、連邦憲法裁判所は父に対する母の優越的

地位は基本法３条１項で保障される平等原則に反しないことを宣言

している１６。

親子の交流に関する改正の内容については１９９５年３月７日の連邦

憲法裁判所決定１７が大きな影響を及ぼした。本決定については次節

で改めて論じることにし、ここでは改正点について説明する１８。

１５ 社会法の領域であるが、民法親子法と連携しつつ子の健全な成長を保障する
ため子および父母に必要な援助を提供することを目的とした「児童ならびに少
年援助法」Kinder- und Jugendhilfegesetz(KJHG) BGBl.1979.I, 1061が１９９１年に施
行された。同法は社会法典（Sozialgesetzbuch）第８編を構成し、SGB VIIIとも
略称される。同法は民法に先駆けて婚姻家族モデルを放棄し、非婚カップルの
共同監護の行使支援、父母間の紛争解決への援助、離婚や別居後の監護権行使
や交流のルール作りの相談、交流の実施のサポートなどさまざまな援助サービ
スを提供する。高橋由紀子「ドイツの児童福祉」鈴木陽子編『児童福祉 社会
福祉士を目指す人のために』１１頁、２００１、八千代出版。同法の訳文として、岩
志和一郎・鈴木博人・高橋由紀子「ドイツ「児童ならびに少年援助法」全訳
�」『比較法学』第３６巻第１号３０３頁、２００２．７；「同�」第３７巻第１号２１９頁、
２００３．７；「同（３・完）」第３９巻２号２６７頁、２００６。
１６ BVerfG Urteil v. 29.1.2003=FamRZ 2003,285。同判決によると１６２６条 aは基本
法６条２項１文で保護される父が有する親の権利の侵害でも、６条５項で禁じ
られる婚外子の不平等な扱いでもない。その理由として、立法者は憲法上保護
される親の権利の内容を決定する自由を持つこと、共同監護の行使は父母間の
最低限のコンセンサスを必要とし、子の福祉に合致しなければならないが、立
法者は今日でも、婚姻と異なり、非婚カップルは共同の世帯に住み、子の世話
をし、また、そうすることを願っていると推定することはできないこと、子は
出生直後から自分のために法的に有効な行為を行う成人を持つ必要があり、母
は初めから子と自然の結びつきを持つので、母は子に確かな保障場所を提供で
きる唯一の人であることが挙げられた。
１７ BVerfG, Beschluβ v. 7.3.1995=FamRZ 1995, 789f. 本件評釈は Buhr, FamRZ

1995, 1268
１８ ドイツの交流制度の概観は、鈴木博人「ドイツ法における交流権」『比較法
研究』No．６７、２００５、１６４頁
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まず、父母双方との交流は、原則として子の福祉のために必要で

あることが宣言された（１６２６条３項）。子と一緒に住まない親との

個人的交流を通して親の姿と価値観を子が理解する機会を持つこと

は子の発達のために特に重要であるからである。子は監護権を持つ

親を結びつきの相手（Bezugsperson）として持つだけでなく、他方

の親を事実上失わず、むしろその親との関係をできるだけ維持する

ことが順調な精神的発達と家族解体後の心理的作業のために重要な

のである。子が幼いために別離を意識として体験せず、一緒に住む

親の新しいパートナーを親代わりとしたか、親代わりとすることが

できるときでさえ、同様である。後に少年期になって自己の出自や

実親の人物像についての疑問が子のアイデンティティや自己発見に

とって非常に重要だからである１９。

交流についてのこのような基本的理解を前提として、改正法は父

母との交流を子の権利とした（１６８４条２項１文）。これに対応して

父母それぞれは子と交流する義務を負い、かつ権利を有する（同２

文）。したがって、婚外子の父を離婚した父と異なって取り扱って

いた１７１１条と１６３４条は廃止された。交流を子の権利としたことか

ら、子は父母に対して直接的な交流請求権を持つのかという疑問が

生じる。政府草案は本来、子に交流権を認めることを躊躇した。そ

の理由は、第一に、父母の争いに子を巻き込むことが恐れられたこ

と、第二に強制的な交流は形式的にしかなされず、子の福祉を促進

するには適していないからである。それゆえ自発的な交流権の行使

がめざされるべきであって、その意味では子の交流権はアピール的

性格を持つとされる２０。しかし、権利としての明確かつ客観的な位

置づけは、その実現のためのシステムの確保を要請する２１。本改正

１９ Weinreich・Klein Familienrecht 2.Auflage 2005, Luchterhand s.1539~
２０ 同上
２１ 岩志「ドイツの新親子法」『民事訴訟制度の一側面』２１５頁
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に合わせて「児童ならびに少年援助法」が改正され、交流支援サー

ビスを受ける権利を児童・少年と父母をはじめとする交流権者に認

めたのはその例である２２。また、子と他方の親との交流を妨げよう

とする父母に対する警告的な効果を期待することはできるであろ

う２３。

さらに、交流権者が拡大され、子の福祉に合致するときは、祖父

母、兄弟姉妹、養育者（里親）、継親にも交流権が認められた（１６８４

条）。

民法の交流関連条文は以下の通りである。

１６２６条〔父母の監護、原則〕

�父母双方との交流は、原則として子の福祉のために必要で

ある。子が結びつきを有する他の者との交流についても、そ

の結びつきの維持が子の発達にとって有益であるときには、

同様である。

１６８４条〔子と父母の交流権〕

�子は父母それぞれと交流する権利を有する；父母はいずれ

も子と交流する義務を負いかつ権利を有する。

�父母は、子と父母の他方との関係を害し、または教育を妨

げる行為はすべて行ってはならない。前文は子が他の者のも

とにいるときに準用される。

�家庭裁判所は交流の範囲を決定し、その行使について第三

者に対しても詳細に定めることができる。家庭裁判所は命令

により、関係者に対し第２項で定められた義務の履行を促す

２２ 注９．SGB VIII１８条３項。児童・少年および相手方が交流の相談と支援を求
める権利を持つことが明記されている。
２３ 父母の権利としての交流権の妨害に関して、三宅利昌「非監護親と子との面
接交渉の妨害と損害賠償について－ドイツにおける交流権にもとづく損害賠償
を中心として－」創法３５巻２号、４７頁以下
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ことができる。

�家庭裁判所は、子の福祉のために必要な限りにおいて、交

流権または交流権に関する以前の決定の執行を制限し、また

は排除することができる。交流権またはその執行を相当長期

間もしくは永続的に制限または排除する決定は、そうしなけ

れば子の福祉が脅かされるときに限り、下されることができ

る。家庭裁判所はとりわけ、協力の用意のある第三者が立ち

会う場合に限って交流を命ずることができる。少年援助の担

体または団体も第三者たりうる；これらは、その都度、その

任務を引き受ける個人を定める。

１６８５条〔子と結びつきを有する他の者との交流〕

�祖父母ならびに兄弟姉妹は、子の福祉に役立つ限りにおい

て、子と交流する権利を有する。

�子と相当長期間家屋共同体で同居してきた父母の一方の配

偶者または前配偶者、生活パートナーまたは以前の生活パー

トナー、および子を相当長期間家庭養育してきた者について

も同様である。

このようにして、１９９７年の親子関係改正法は、子が婚姻関係にあ

る父母から生まれたのかどうか、父母が婚姻中であるかどうか、共

同で子の監護権を持つかどうか、同居しているかどうかにかかわら

ず、父母に等しく子との交流権を認めた。しかし、ここで言う婚外

子の父とは父性の承認（１５９２条２号）を通して、あるいは裁判によ

って父性が確認され（同３号）、その結果、法的な父となった者で

ある。したがって、子との交流を望むいわゆる「生物学的父（biolo-

gischer Vater）」（実の親であるが、法的関係を確立していない父）

は、その前提として自らの父性を確立しなければならないが、他の

男性の父性がすでに存在している場合は父性の承認はできず（１５９４
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条２項）、また、子に法律上の父が存在しない場合でも、父性の承

認には母の同意が必要とされる（１５９５条１項）ため、母の協力が得

られない場合は子との法的な関係を築くことはできない。裁判によ

る父性確認も、他の男性が父性を承認している間はそれを求めるこ

とは許されないとされていた２４。そもそも、生物学的父には他の男

性の父性を取消す権利が認められていなかったからである（旧１６００

条）。すでに学説の一部２５では、生物学的父にも一般的に、あるい

は見せかけの父（Scheinvater）と子の間に社会的関係が存在しない

といった一定の要件の下で取消権を認めよとの主張もあったが、立

法者はこれを「他の当事者が自己の取消権を行使しないなら、真実

の父による取り消しは「社会的家族」の福祉に反することを示す」２６

として、従来どおり生物学的父を取消権者から排除したのであっ

た。

� 「父性取消に関する規定（および子と結びつきのある者の交流

権）の変更のための法律」２７

連邦憲法裁判所は２００３年４月９日の決定２８で、実父であるが法律

上の父でないいわゆる生物学的父と子との間に社会的家族関係が存

在しているのに、実父に交流権を認めなかった限りにおいて、１６８５

条は基本法６条１項（婚姻および家族の特別の保護）に反し違憲で

２４ BGH XII. ZS, Urteil v. 20.1.1999=FamRZ 1999, 716 。連邦通常裁判所は旧１６００
条が父性取消権者を制限列挙し、その中に生物学的父を含めなかったことを憲
法に違反しないと判断した。
２５ たとえば Schwenzer, FamRZ 1992, 121,124 ; Coester, JZ 1992, 809,811f
２６ BT-Drucks. 13/ 4899, s.57f.unter Nr.9
２７ Das Gesetz zur Änderung der Vorschrift über die Anfechtung der Vaterschaft(und

des Umgangsrechts von Bezugspersonen des Kindes) vom 23.4.2004 (BGBl. I S598).

同法に関して、松倉耕作「ドイツの新しい（嫡出）否認権法」名城ロースクー
ル・レビュー３、片山英一郎 「ドイツ血統法における親子関係」早研１１７
２８ BVerGE, 9.4.2003=FamRZ 2003,816
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あると宣言した。そして、立法府に対して、２００４年４月３０日までに

関連条文を基本法に合致させるように改正することを求めた。議会

はそれに応じ２００４年の「父性取消に関する規定（および子と結びつ

きのある者の交流権）の変更のための法律」で民法の関連規定を改

正した。

生物学的父と子との間の交流については、父は子と社会的家族関

係を形成したときには、法的に父性を確立していなくても、また子

が法的な父と同一の家族共同体で生活しているときでも、子と交流

する権利を認められ、婚外子の父子関係はさらに広く保護されるこ

ととなった。ただ、生物学的父は基本法６条２項１文で保護される

親の権利の帰属者ではないため（別の男性が子の法的な父として存

在する場合は、この者が親の権利の帰属者である）、生物学的父に

は１６８４条が定める「親の交流権」ではなく、１６８５条２項が定める

「父母以外の者の交流権」が認められることになった。改正された

２項は以下のように規定する。

１６８５条

�子と結びつきのある者が子のために事実上の責任を負って

いるか、または負っていたとき（社会的家族関係）は、この

者は同様に子と交流権を有する。この者が子と長期間住居共

同体で同居したときは、通常、事実上の責任の引き受けがあ

ったと推定される。

同法は、父性の取消に関しては、子と法的な親との間に保護に値

する家族関係が存在せず、かつすでに存在する他の男性の父性の取

消を求める者が子の実父であるときは、生物学的父に取消権を認め

法的な父の地位を獲得する可能性を開いた。

６８



３ 連邦憲法裁判所判決

１９４７年にドイツにおける憲法である基本法が成立して以来、ドイ

ツ家族法の規定はたびたび連邦憲法裁判所において違憲と判断され

てきた。家族生活の形態が多様化するにつれ、連邦憲法裁判所は民

法中の規定がとくに基本法６条１項（婚姻および家族の保護）、お

よび６条２項１文（子どもの育成および教育についての父母の自然

権）が保障する基本権を侵害するかどうかの判断をたびたび求めら

れるようになった。その結果、家族法の中の少なくない規定が憲法

違反と判断されてきた。当然、この効果は家族法改正の原動力とな

ってきたが、連邦憲法裁判所が憲法違反と判断しなかった場合で

も、法改正を引き起こしたことは少なからずあった２９。

婚外子の父の交流権もまた、２つの連邦憲法裁判所判決により大

きく前進した。前節の婚外子法の改正経過と話が前後するが、本節

ではこれらの判決を詳しく紹介することにより、ドイツ国内での交

流権の法的性質の理解および家族概念の拡大を検討する。

１．１９９５年３月７日決定（BVerfG, 1. Senat, Beschluss v. 7.3.1995

-1 BvR 790/91 u.a.）

【事実】本決定は、３人の婚外子の父たちから提起された養子収養

同意権に関する憲法異議の訴えに関するものである。３人の婚外子

の父たちはいずれも、子の母との関係が破綻した後、子の母によっ

て交流が拒絶されるか困難とされていた。子の母らは別の男性と婚

姻し、母単独で、あるいは母とその夫共同で子の養子収養を後見裁

２９ Nina Dethloff, The Constitutional Court as Driver of Reform in German Family

Law, International Survey of Family Law 2005, S.218
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判所に申し立てた。この当時の法規定によると、婚外子の養子収養

の同意権は母だけに与えられ（１７４７条２項１文）、婚外子の父は、

例外的に、子が第三者によって養子収養される場合に子の嫡出宣言

の申立てを行うか、自ら子を養子収養する申立てを裁判所に行なう

ことによって第三者による養子収養を阻止することができた（同２

文前段）。ただ、母が自己の婚外子を養子とする場合は父には一切

の対抗手段が認められなかった（同２文後段）。後見裁判所は１７４７

条２項１文・２文にもとづき養子収養を許可したのである。また、

婚外子の父は上記の申立てを放棄することができた（同３文）。以

上の婚外子の父の権利行使については、少年局は、子が養親候補者

に引き渡される前に、あるいは遅くとも養子収養手続において少年

局が意見陳述を行なうか鑑定意見を提出する前までに助言を行わな

ければならないと定められているが（児童ならびに少年援助法５１条

３項）、裁判所での養子収養手続に父が参加して意見を述べること

ができるかどうかについて明文規定はなかったため、父の一人は裁

判所で意見を聴取されなかった。

【連邦憲法裁判所の判断】

� 基本法６条２項１文の親の権利の担い手

基本法６条２項１文は「子どもの育成および教育は、父母の自然

の権利であり、かつ何よりもまず父母に課せられた義務である」と

規定し、親の権利を自然権としている。ここで言う「親」にはまず

婚姻関係にある父母が含まれるが、条文中の「親」には一般的な用

語法に従い婚外子の実父母も含まれる。すでに連邦憲法裁判所はず

っと以前から婚外子の母にも親の権利が帰属することを認めてき

た３０。さらに、婚外子の父が母と同居し、親責任を引き受ける前提

が存在するときは父にも６条２項１文が定める親の地位を認めてき

３０ BVerGE 24, 119,135=FamRZ 1968, 578
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た３１。

基本法６条２項１文は二人の人間（父母）に共同で親の権利を割

り当てる。このことから、実親二人は基本権の保護領域に含められ

るという解釈が可能となる。もっとも、養育と教育の権利の共同行

使は最小基準として父母間の合意と父母それぞれが子と社会的関係

を築いていることを前提とする。これらが欠けるときは、個別の親

の権限は広く父母のどちらか一人に割り当てられる。しかし、婚外

子の親の権利がはじめから他方を完全に排除して一方にだけ割り当

てられるのは正当化されない。今日では、多くの婚外子の父は何ら

かの方法で子の発達に関与しているからである。

また、父子間または父母間の関係の密接さに応じて婚外子の父を

親の権利の保護領域に含めるかどうか区別することは実際的でな

い。状況は変わりやすく、当事者間の関係は時の経過とともに変化

することがありうるからである。

したがって、婚外子の父はすべて、子の母と同居しているか、共

同で子の教育任務を引き受けているかにかかわらず、法的な父と確

認されるときは基本法６条２項１文の親の権利の担い手であると解

することが最も良く憲法に一致する。しかし、同時に、立法者には

父母双方の具体的な権利義務を創設する際に、異なる実際上の関係

を考慮に入れる権限が認められる。

� BGB１７４７条２項の合憲性

すべての実父母を基本法６条２項１文の保護領域に含めたからと

言って、すべての父母に子との関係で同じ権利を認めなければなら

ないというわけではない。どのように法律上の権利を創設するかは

立法者の権限に委ねられている。そこで、具体的に１７４７条２項の検

討に入る。

３１ BVerGE 56, 363, 384=FamRZ 1981 , 429 ; 79, 203, 210=FamRZ 1989,143
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母もしくはその夫による養子収養は、すべての権利義務とともに

婚外子の父の法的地位を喪失させる。とくに、交流申立てと、子と

の人的関係を維持または復活する法的可能性を完全に奪うことにな

る。しかし、１７４７条２項２文後段によれば父は母による養子収養を

阻止する権利を持たない。母の夫による養子収養の場合は、婚外子

の父には１７４７条２項１文前段が適用されうるので、理論的には彼は

継父による養子収養を阻止できるかのようである。しかし、嫡出宣

言も実父による養子収養申立ても母の同意を必要とし、現実には母

は実父と子との関係を切断したいと願っているのであるから、同意

をするはずがない。母の同意が得られないとき、養子収養が子の福

祉に合致する場合は裁判所に対して同意補充の申立ての道が残され

ているが、申立て権者は子のみである。しかも、実父による養子収

養自体、子の福祉に合致しない。子を今まで安定して暮らしてきた

母と継父との生活共同体から引き離すことになるからである。結

局、実父には養子収養を阻止する可能性はないことになる。

それでは、母もしくはその夫による養子収養を通した実父の親の

権利への重大な干渉は正当化されるか。まず考慮されるべきは子の

利益であるが、養子収養によっても子の実際の状況は変わらない。

むしろ、養子収養は子と実父との法的結びつきを切断する作用を持

ち、子の法的地位の悪化をもたらす。父との親族関係の解消は、そ

こから生じる子の権利の喪失と結びつく。とりわけ、扶養請求権と

相続権が重要であるが、加えて、将来にわたって父との交流の可能

性が完全に排除されることは通常は子の福祉に合致しない。いずれ

にしても、婚外子の父に親の権利を主張する可能性を認めないこと

によって、母が自己の婚外子を養子とすることを容易にすることは

子の福祉の確保のために必要ではない。

他方、継親家庭での望ましい子の保護を達成するために当該規定

は必要ない。子の福祉の確保のためには、実父の利害を比較衡量し
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て、養子収養判決への子の利益が優越することが明らかな場合のみ

継父による養子収養を認めれば十分である。

したがって、養子収養が母またはその夫による限りにおいて、１７４７

条２項は基本法６条２項１文と一致しない。

� 婚外子の父の意見聴取される権利

婚外子の養子収養手続において、婚外子の父には後見裁判所によ

る法的な意見陳述の機会が与えられなければならない。児童ならび

に少年援助法５１条３項が定める少年局による教示はこのためには十

分でない。婚外子の父は、養子収養によりあらゆる権利義務ととも

に父としての法的地位を、とくに交流申立ての法的可能性を喪失す

るのであるから、立法者が養子収養に関して父に実体的な権利を認

めていようといまいと、婚外子の父は養子収養手続に参加させられ

なければならない。

【本決定の位置づけ】婚外子の父の養子法上の地位に関する本決定

は、その検討範囲を母もしくはその夫による養子収養に限定した

が、その意義はこれにとどまらない。婚外子の父を基本法６条２項

１文の親の権利の担い手として原則的に承認したことによって、婚

外子法全体が完全に新しい局面を迎えることになると評価され

た３２。新しい法状況では以前のように、婚外子の父を法的地位につ

かせることがどのような状況でどの程度正当化されるかが問題とさ

れるのではない。逆に、基本法６条２項１文に照らすと、いつどの

ような理由で父の権利の制限は許されるかということになるのであ

る３３。こうして本決定は、すでに始まっていた親子関係法改正作業

全般に多大な影響を及ぼした。

本決定は母あるいはその夫による婚外子の養子収養への実父の同

３２ Coester, FamRZ 1995, 1246
３３ Coester, a.a.O
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意権を扱っているが、その判断の基礎となっているのは基本法６条

２項１文の親の権利の担い手である婚外子の父と子との交流であ

る。連邦憲法裁判所は交流権が親の自然権から生じると考えている

ことが本決定では明白である。そして、連邦憲法裁判所のこの考え

が１９９７年の法改正の基礎となったのである。

２．２００３年４月９日決定

１９９５年３月７日の連邦憲法裁判所決定で、法的に父と確認されて

いる婚外子の父はすべて基本法６条２項１文にもとづく親の権利の

担い手であることが確認された。

２００３年４月９日の決定はさらに一歩進めて、実の父であるが法的

な父でないいわゆる「生物学的父」も基本法上の保護を受けること

を認めた。本決定は二人の生物学的父からの憲法異議の訴えを扱っ

たが、具体的には、�生物学的父も子と基本法６条１項が保護する

家族を形成しうること、したがって交流権から排除されないこと、

�生物学的父は基本法６条２項１文（親の自然権）により、父とし

ての法的地位に立つ利益が保護されるので、社会的家族関係の存在

という厳しい要件の下ではあるが他の男性の父性の取消権をもつこ

とを承認したのである。

〔a〕 交流申立て事件（BVerfG 1. Senat, Beschluss v. 9.4.2003−1BvL

1493/96, FamRZ 2003, 816）

【事実】１９８９年、非婚関係にある抗告人男性と相手方女性との間に

子が出生した。女性は他の男性と婚姻関係にあったが、当時は夫と

別居していた。血液検査で抗告人と子との親子関係は確認された

が、子は夫の嫡出子とされたため抗告人による父性の承認はなされ

なかった。子が生まれる３～４ヶ月前に父母はいったん関係を終了

したが、出生後数ヶ月で関係は復活した。１９９２年に父母の関係は最
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終的に終了したが、父の主張によれば、抗告人と女性は同居こそし

ていなかったが、その間、一緒に子の名前を考え、出生後、父は週

に何度か子の世話をし、子との間には密接で強固な情緒的結びつき

が生じたという。母は抗告人との関係を清算し、再び夫と同居する

ことを望んだために父子の交流を制限し、父は１９９３年以来一度も子

とコンタクトをしていなかった。母と夫は１９９２年に再び同居を始め

た。父は子のための扶養料を支払い続け、子のために保険契約も締

結した。一方、母の証言では、母、子、父との間には家族的関係は

一度も存在しなかった。１９９４年、父は交流の申立てを区裁判所に行

なった。

区裁判所は父の交流の申立てを棄却し、加えて、子の住居の周囲

に立ち入らないこと、子との邂逅を避けること、および子を待ち伏

せしないことを命じた。その理由は、申立人と子との間には法的関

係がないので、当時の１６３４条にもとづく離婚した父の交流権も１７１１

条の婚外子の父の交流権も認められない、母による監護権の濫用的

行使も確認できないので、１６６６条にもとづいた母の監護権制限も考

えられないということであった。さらに、子にとってアイデンティ

ティの問題が深刻にならないように申立人は子から距離を置いてい

なければならないとされた。

父は地方裁判所に即時抗告をしたが、同じ理由で認められず３４、

上級地方裁判所への再抗告は許可されなかった。当時の非訟事件手

続法６３条 aは、交流手続で婚外子の父には再抗告を認めておらず、

申立人に婚外子の父よりも有利な地位は認められないというのがそ

の理由であった。なお本条は後に改正されるが、当時は合憲とされ

本件の父にも類推適用されたのである３５。

３４ LG Köln, FamRZ 1996, 433
３５ OLG Köln, FamRZ 1997, 112[LSe]
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【連邦憲法裁判所の判断】連邦憲法裁判所は、区裁判所が生物学的

父の交流権を拒否した根拠とした旧１７１１条の合憲性は承認したが、

同条を誤って解釈した区裁判所決定は憲法に合致しないとして原決

定を取消し区裁判所に差し戻した。しかし、すでに１７１１条は１９９７年

親子関係法により廃止されているため、差戻し審での指針となるよ

う同条に代わる新規定である１６８５条について検討し、交流権者に生

物学的父が含まれていない点で基本法６条１項に反すると宣言し、

期限を区切って早急に法改正を行うよう立法者に命じた。以下、連

邦憲法裁判所の判断を紹介するが、問題となった旧１７１１条は以下の

ように規定していた。「�子に対する身上監護を有する者は、子と

父との交流を決定する。１６３４条１項２文３６が準用される。�父との

個人的交流が子の福祉に役立つときは、後見裁判所は、父が人的交

流の権利を有することを決定することができる。１６３４条２項３７が準

用される。後見裁判所は、いつでもその決定を変更することができ

る。�以下略」

� 旧１７１１条について

家族とは親子から成る責任ならびに教育共同体である。子が父母

と同居しているときは一つの家族が形成されるが、そうでなくて父

母が事実上責任を負う場合は、子と母の家族と子と父の家族の二つ

の家族が形成されそれぞれ基本法６条１項の保護を受ける。生物学

的父も子に事実上の責任を負い父子間に社会的関係が成立したとき

は、基本法６条１項で保護される家族を形成する。ただ、この家族

は法的基盤がないために、監護権者によって実父が責任を負うこと

を拒否されると廃止されてしまう。

しかし、一度成立した人的結合は父子間の親族的結びつきを通し

３６ 注１１参照
３７ 注１１参照
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て存在し続ける。この結びつきを維持する利益は、以前に家族責任

共同体が経験した基本法の保護から生じる後の効果（Nachwirkung）

によって保護される。このような人的結びつきがあることを子は交

流を通して学ぶことができる。他方、子が新しい家族の枠組みに統

合されると、古い結びつきと新しい結びつきの間で葛藤が生じ、子

の発達に害を及ぼしうる。

基本法６条１項は個々の家族員でなく、親子間の関係を保護す

る３８。それゆえ、基本権の基準は個人に、その者と結びつきを持つ

他の家族員の利益に合致し家族関係の保護に役立つ権利を伝えるこ

とができるだけである。したがって、子との間に存在する社会的関

係を維持するための生物学的父の交流権は子の福祉に役立つ限りで

存在する。

以上のことから、旧１７１１条２項は基本法６条１項と一致する。な

ぜなら、本条は、子と社会的関係を現に持つか過去に持っていた生

物学的父も、子の福祉に役立つときは裁判所の決定により子との交

流権を持つことができると解釈することができたからである。

確かに、旧１７１１条２項が制定された当時の「父」の概念は法的に

確認された婚外子の父を示していた。しかし、今日ではここに生物

学的父を含める広い解釈が排除されるものではない。同項は婚外子

の父の交流を子の福祉に役立つという要件と結びつけた。子の福祉

が交流開始のための基準であったので、その限りで父の法的地位は

後退させられた。なぜなら、交流が子の福祉に役立つかどうかの判

定のためには、父との法的な関係でなく事実上の関係が重要だから

である。子の福祉を基準として裁判所による個別の審査の道が開か

れたことにより、決定の際は子のあらゆる社会的状況および家族的

状況と結びつきが個別事例ごとに考慮されなければならなかった。

３８ BverfGE,78,38,49
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本件でも、基準は父の法的地位でなく、子が置かれている具体的な

社会的関係であった。

原決定は旧１７１１条２項を憲法と調和するように解釈する可能性を

審査せず、父子の交流が子の福祉に役立つかどうかも審査しなかっ

た。そのため、基本法６条１項によって社会的家族関係を保護され

る父の権利を侵害した。しかし、基本法６条２項１文の親の権利の

侵害はなかった。抗告人は子の法的父として確認されることを望ん

だのではなく、子との交流を望んだのであった。実父であること

は、法的父とならび基本法６条２項１文の親の権利の担い手になる

ことではない。それゆえ、親責任を負っていない抗告人には基本権

にもとづいた親としての交流請求権を認めることはできない。

� １６８５条について

１７１１条２項が法改正により廃止されたので、連邦憲法裁判所は諸

裁判所が子との交流事件で適用する新しい法について憲法審査をす

ることを要する。さもなければ、本件差戻し審が確実に憲法に合致

する交流権の決定を下しうると言えないからである。

１６８４条は嫡出子と婚外子の間の区別なく親子間の交流を認め、

１６８５条は子と結びつきのある者に交流の道を開いたが、どちらの規

定も実父を明確に交流権者に含めていないし、含むという解釈もで

きない。１６８５条は父母以外の交流権者を限定列挙しているが、立法

者によれば、ここに列挙された者たちは原則として子にとって特別

に近い存在であることが推定され、それ以外の者に交流権を認めな

かったのは交流をめぐる争いが拡大することを避けるためであっ

た３９。しかし、子が生物学的父と人的関係を築いているときは、１６８５

条に含まれる要求は父にも当てはまるし、その上、父は祖父母、兄

弟姉妹と同様、血の繋がりがあるのである。

３９ BT-Drucks.13/4899, 106f
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１６８５条はその限りで基本法６条１項と一致しない。

〔b〕 裁判による父性確認事件（BVerfG 1. Senat, Beschluss v.

9.4.2003 − 1724/01, FamRZ 2003, 816）

【事実】このケースは、裁判による父性の確認を求めた手続係属中

に、別の男性が子の母の同意を得て父性を承認したために、父子関

係確立の道を閉ざされた生物学的父が憲法異議の訴えを提起したも

のである。〔a〕のケースと異なり直接交流権が争われたわけではな

いが、１９９８年に親子関係改正法が施行された後の事件であるため、

父性が確定すれば、父は当然交流権者となる。

区裁判所は、他の男性の父性が存在するときは新たな父性の確認

は許されないこと（１６００条 d）、申立人は１６００条が列挙する取消権

者に該当しないことを理由に父の申立てを棄却した。

父の上級地方裁判所への控訴は棄却された４０。上級地方裁判所

は、裁判による積極的な父性の確認は、本件のように第一審手続係

属中に母の同意を得て他の男性が父性の承認を行ったときは許され

ないと判示した。同裁判所はそのほかに１９９９年の連邦通常裁判所判

決４１を引用して以下のように述べた。立法者は積極的な父性の確認

を、他の男性の父性が存在しない場合に意識的に限定したのであ

る。なぜなら、他の取消権者が訴えを起こさないのに、生物学的父

を含めた他の男性が訴えを起こすことは通常、社会的家族の福祉に

反するからである。

【連邦憲法裁判所の判断】生物学的父も基本法６条２項１文の保護

を受けるが、それだけではまだ、基本法の親の権利の担い手とはな

らない。生物学的父は父としての法的地位を占める利益を保護され

４０ OLG Köln, FamRZ 2002, 480
４１ BGH, FamRZ 1999, 716
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るが、この保護はいつでも法的な父に先んじて父の地位が認められ

る権利までは与えない。親責任を引き受ける法的な父は基本法６条

２項１文の親の権利の担い手であり、他の男性が子の実父であるこ

とが明らかになったことだけでは親の権利もそれと結びついた父と

しての地位も失わない４２。

立法者がすでに存在する社会的家族関係の維持という子と法的な

父の利益を、父として法的にも承認される実父の利益に優先させ、

その限りで実父を１６００条の父性取消権者から排除したことに対して

基本的に憲法上異議を申し立てることはできない。立法者が実父を

法的父性承認の道から排除し取消権を与えなかったのは、社会的家

族の保護のためであった４３。基本法６条２項１文も子と親の永続的

な責任共同体としての社会的家族を保護の対象とする４４。

しかし、法的な親が子と基本法６条１項により保護される社会的

家族を形成していないときにも、生物学的父に法的父性の取消権を

認めない限りで、１６００条は基本法６条２項１文に反する。

４ むすびに代えて

１９９５年と２００３年の連邦憲法裁判所決定を通して、ドイツが婚外子

法の領域で進んできた方向が示された。まず、現実の家族のあり方

の多様性に応じて非婚家族の概念が拡大されてきた。かつての立法

者が想定したように、婚外子の父の典型像は子に無関心であり子と

の結びつきを確立することのない単なる「支払いの父」であった

が、裁判所に現れる婚外子の父たちの姿は古いステレオタイプとは

明らかに異なっていた。このような父親の姿を前にして、１９９５年の

４２ BVerfGE 24, 119, 136= FamRZ 1968, 578
４３ BT−Drucks.13/4899, S.58
４４ Vgl. BVerfGE 80, 81, 90 ; 99, 216, 231f.=FamRZ 1999,285
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連邦裁判所決定は「親」定義を一般的な用語法から実の父母である

とし、婚外子の父は法的父であると確認されている限り基本法６条

２項１文の親の権利の担い手であると認めた。２００３年決定は、法的

父でない生物学的父にまで基本法６条２項１文の保護を広げ、社会

的家族関係の存在を基準として彼らを親の権利の担い手に含めた。

さらに、生物学的父と子は他の家族関係があるかどうかにかかわり

なく、基本法６条１項で保護される家族を形成すると認めた。これ

を子の立場から見ると、国家はできる限り実父との交流を実現させ

ることにより子の権利としての交流の内容を満たそうとしていると

言える。民法制定当時から１９７９年の「親の配慮の権利の新たな規制

に関する法律」制定の頃まで支配的であった婚外父子関係について

の理解から大きな転換がはかられたことは明白である。

交流権の拡大には国内の動向のほかに国際的な影響もあることを

忘れてはならない。とくに、「子との交流に関する欧州評議会条

約」４５、他の EU加盟国での法状況、欧州人権裁判所判決が挙げら

れる。ここではとくに、欧州人権裁判所判決との比較検討の重要性

を指摘しておきたい。すでに欧州人権裁判所はドイツの連邦憲法裁

判所が先に紹介した１９９５年決定を出す前に、Keegan vs. Ireland事件４６

において、欧州人権条約８条が保障する家族生活の「家族」には婚

姻家族だけでなく、非婚家族も含まれ、子が出生当時すでに父母の

関係が終了している場合も子は当該家族の一員であると判示し、婚

外子の父と子の家族生活の存在を認めた。この判決がドイツ国内に

与えた影響は一致して認められている４７。しかしながらその後、ド

４５ Convention on contact concerning children, ETS Nr. 192
４６ Urteil v. 26.5.1994, HRLJ 1994,193=FamRZ 1995, 110。英文テキストは Keegan

v. Ireland(Family life : adoption) (1994) Series A No 290, (1994) 18EHRR 342。本判
決については、三木妙子「欧州人権裁判所に現れた家族」２０～２１頁『家族・ジ
ェンダーと法』成文堂
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イツ国内で子との交流について救済を得られなかった婚外子の父が

欧州人権裁判所に訴えた４件のケース４８で、いずれもドイツの条約

違反が認定されたことは欧州人権裁判所の基準とドイツ連邦憲法裁

判所の基準の間に相違があるのではないかという疑念を生じさせ

る。詳細な検討は別の機会に譲るが、上述の２００３年連邦憲法裁判所

決定が合憲と判断した旧１７１１条は、婚外子の父と嫡出子の父を差別

している点で欧州人権裁判所では条約違反と認定された。また、

Görgülü事件ではドイツ国内裁判所の交流権拒絶決定が欧州人権裁

判所で条約違反とされ国内に差戻されたが、国内裁判所は再度交流

を拒絶した４９。このように、基本法６条１項の家族概念および６条

２項１文の親の権利の基準と条約８条の家族生活尊重の権利の審査

基準の相違、欧州人権裁判所判決がドイツ国内に与える影響の有無

と程度など今後検討すべき課題は多い。

欧州人権裁判所との審査基準の相違からうかがわれるように、交

流権が拡大されてきたといっても、ドイツの裁判所と立法者は無制

限に生物学的父の地位、つまり血縁を重視しているわけではない。

基本法６条２項１文が求めるように親として責任を果たしている

か、子と結びつきを有しているか（社会的関係）等、実績が重要な

要素として考慮される。その点でドイツ法では、自然の血縁関係だ

４７ Coester, a.a.O
４８ Elsholz/Deutschland, EuGHMR, Groβe Kammer, Urteil v. 13.7.2000 −

Beschwerde Nr. 25735/94, FamRZ 2001,341 ; Sommerfeld /Deutschland, Beschwerde

Nr. 31871/96, Sahin/Deutschland − Beschwerde Nr. 30943/ 96, EuGHMR, Groβe

Kammer, Urteil v. 8.7.2003, FamRZ 2004,337. 英語バージョンは [2002] 1 FLR

119, ECHR ; Görgülü / Deutschland, EuGHMR, 3. Sektion, Urteil v. 26.2.2004 −

Beschwerde Nr. 74969/ 01, FamRZ 2004, 1456
４９ この問題を扱った連邦憲法裁判所は２００４年１０月１４日の決定で、「欧州人権裁
判所決定を考慮するに当たり、国家機関は国内法秩序への効果をその法の適用
に含めなければならない」という解釈を示した。BVerfGE, 2.Senat, Beschluss v.
14.10.2004−2 BvR 1481/04=FamRZ2004, 1857

８２



けでなく実際の親責任を果たしている者が親と認められるのであ

る。このことは別の種類の争い、たとえば監護権の帰属の争いにも

影響を与えるであろう。

本稿は婚外子の父への交流権の帰属の問題を扱ったが、交流の制

約ないし排除の問題も検討を要する。交流が子の福祉にならないと

いう判断基準は何であろうか。その際、子の意思をどう確認し考慮

するのか。子の意思確保のためには１９９７年の親子関係改正法に伴

い、非訟事件手続法（FGG５０条２項）に子のための手続保護人制度

（Verfahrenspfleger５０）が導入された。また、困難な交流ケースのた

めに協力の用意のある第三者が立ち会う「保護された交流（Beschütz-

ter Umgang）」も定められた（１６８４条４項）。いずれも専門知識と大

きな力量を要求される職務で適格者の養成が急務であるが、これら

の職務が法律によって設置されたことは、子の福祉を促進する交流

がいかに困難で国家の支援を必要とするかを示唆している。

５０ 岩志和一郎「ドイツにおける「子どもの代弁人」（Anwalt des Kindes）」、判
例タイムズ No．１２０８、２００６、佐々木健「ドイツ親子法における子の意思の尊重
�－家事事件における子の意見聴取と手続保護人（Verfahrenspfleger）につい
て」『立命館法学』第３０２号，２８６頁２００５年、「同（２・完）」第３０６号、１２８頁２００６
年

ドイツの婚外子の父の交流権 ８３
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