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　学ぶことは、私たちが人間として成長・発達する上でとても大切だ。
　とくに子どもが学ぶ上では、保護者や教師によって支えられる必要がある。
一方で、教育水準の向上を日本の発展につなげるために、国はさまざまな教育
政策を打ち出している。
　学問、そして学びを支援する権利・権限の関係を、憲法上、どのように整理
し、教育への国の介入をいかに抑制するかについて、第６章では考える。

　ケース

　あなたは、公立小学校の２年生の生活科の授業のときに、水には心があると教えら
れた。教師によれば、「ありがとう」と感謝の意を示せば、水は美しい結晶になるが、
「バカ野郎」と罵ると、醜い結晶になるという。
　そのあと、公立中学校を経て、公立高校に入学したあなたは、２年生のときに、教
科書を使わず、１年間、日清戦争から太平洋戦争までの歴史のみを重点的に扱う日本
史の授業を受けた。
　高校卒業後、キリスト教系の私立大学に進学したあなたは、一般教養科目として、
生物学概論の授業を受講した。担当教員は、人間はサルから進化したわけではないと
話し、何らかの知性によるデザインが介入している余地があると結論づけた。あなた
は学期末試験の「人間の起源について論ぜよ」という問題に対して、高校で学んだ進
化論を前提として、人間はサルから進化したものだという結論を書いて提出したが、
単位は取れなかった。

　クエスチョン

１　小中高校の教師は、自分の意見に基づき、自由に教えることができるのか。また
教師が教える際、教科書や学習指導要領に縛られるのか。

２　大学の教員の教授の自由には、限界がないのか。

第 6 章 学問は生活のためのものなのか
学問の自由と教師の教育の自由
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べきである。しかし最近の改革は、文部科学省に実質的に促されていると言わ

ざるを得ない。たとえば文部科学省の補助金制度には、教員の任期制、年俸制、

外国人教員採用数など、文部科学省が推奨する改革プランを前提とする指標で

評価する項目があり、各大学は予算獲得のため、自主的に従わざるを得ない状

況となっている。大学の自治の根幹を侵すものではないが、今後、このような

施策の是非については検討が必要である。

３   教師の教育の自由

　その昔、日本国憲法の授業で、憲法９条についてのみ、１年間の講義を行っ

た大学の教員もいたそうだが、これも大学だからこそできる話である（最近で

は、学生による授業評価が教員の評価にもつながるようになり、そのようなこともで

きにくくなった）。つまり、大学の教員は教授の自由に基づき、原則として自由

に講義を行うことができるのである。

　これは、大学では学生がすでに小中高校の教育を受けてきている以上、教員

が授業で教えた内容を無批判に受け入れることはない（はずだ）からである。

加えて、全国どこで学んでも同じ内容の教育が受けられるという義務教育にお

ける平等性が、大学には求められていないからでもある。

（１）小中高校の教師の教育の自由

　小中高校の教師も、大学の教員のように自由に教えることができるのだろう

か。ここで、大学の教員が有する教授の自由が、教師の教育の自由として小中
高校の教師にも認められるかが問題となる。もし小中高校の教師にも教育の自

由が認められるとするなら、教科書や授業のもとになっている学習指導要領に、

教師は必ずしも従わなくてよく、大学の教員と同じように自由に授業を展開す

ることができる。

　この点について、最高裁判所は旭川学力テスト事件において、小中高校でも
教える具体的内容と方法について、一定程度、教授の自由が保障されると認め

ている。ただし、教育の機会均等と全国的に一律の教育水準を保つため、「完
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全な教授の自由を認めることは、到底許されない」と示している。

（２）国民の教育権対国家の教育権

　教師の教育の自由の前提となる議論として、そもそも教育の内容については

誰が決めるのかという問題がある。これまで、国民（実際には教員）が決める

とする国民の教育権と、国が決めるとする国家の教育権が歴史的に対立してき

た。この対立は、３つの事件からなる家永教科書訴訟で争われ、東京地方裁判
所で異なる立場の象徴的な判決が出されている。

　その１つである 1970 年７月 17 日の杉本判決（杉本良吉裁判長の苗字を取って

いる）では、国民の教育権が採用された。国民の教育権は、教育の本質に基礎

を置く説である。そもそも教育とは子どもと親の間で行われた営みであったが、

近代になってから親の要求に基づいて国家によって公教育が組織された。その

ため、まずは親の教育の自由があくまで尊重されなければならない。しかし、

子どもを東京大学に入学させたい親、プロサッカー選手にさせたい親、のびの

びとした教育をしてほしいという親といったように、考え方はさまざまなので、

すべての親の要求に従っていたら、学校の教育は維持できなくなる。したがっ

て、親、そして国民全体から信託されたという仮定のもと、教育の専門家（プ

ロ）である教師が、具体的な教育内容・方法を決め、子どもに教育を行うとさ

れる。この意味において、教師は教育の自由（教師の教育権とも呼ぶ）を有し、

国がそれに介入することは許されない。国の役割は各教科、それらの時間数の

設定など、教育の条件整備にとどまり、教育の内容には口出しできないとす

る。

　これに対して、1974 年７月 16 日の高津判決（高津環裁判長の苗字を取っている）

では、国家の教育権が採用された。国家の教育権は、単純に現行の法制度を前

提とした説であると言える。教育も１つの国の政策である以上、国会が法律に

よって教育内容・方法を決定すべきことになる。実際には、国会ですべてを定

めることは困難なので、学校教育法に大枠を定め、文部科学省が学習指導要領

として、実際に学校で教える内容を定めている。法律に基づいている以上、学

習指導要領は学校と教師を拘束し、教師が学習指導要領に定められた内容を教
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えないことは原則として禁止される。違反した場合、減給、停職、免職などの

懲戒処分を受けることになる。

　国の方針に任せておけば、とりあえずは大丈夫だと素朴に考えれば、国家の

教育権説の方が説得力があると思うかもしれない。しかし、国家の教育権説で

は、政権与党の意向がかなり反映された場合、政権交代のたびに教えられる内

容が変わる可能性が高く、教育の中立性が維持できない。他方、国民の教育権

説では、自由すぎる感があるかもしれない。たとえば、教育の内容を教師が自

由に決められることになると、教師ごと、学校ごとに教える内容が違うことに

なり、結果、大学入試センター試験の実施はかなり困難になるだろう。

　国民の教育権と国家の教育権が対立するなか、1976 年に最高裁判所の大法

廷において旭川学力テスト事件判決が出された。判決では、まず国民の教育権
も国家の教育権も極端かつ一方的であるとされた。そして、教師に教育の自由

が認められるとはしたが、児童・生徒には教育内容を批判する能力がなく、全

国的に一定の水準を確保すべき要請もあり、完全な自由は認められないとした。

国も「必要かつ相当と認められる範囲」で権限を持つとした。

図表6　-1　　国民の教育権と国家の教育権
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（３）学習指導要領の法的拘束力

　学習指導要領は、教育実習で授業の指導案を作成する際に必須であり、また
教員採用試験では重要な部分は丸暗記しなければならない。そのため、教員志

望の学生には「絶対的」な存在であり、学習指導要領に従うことは当然といっ

た空気が学生の間にはある。しかし、先の教育権の論争からすれば、必ずしも

当然の話ではないのである。学習指導要領は法律ではなく、「告示」という国

民へのお知らせのような立ち位置の法令にしかすぎない。また同時に、もとも

と学習指導要領は教師の手引きだったものが、文部省（現在の文部科学省）が

1958 年の改訂の際に、告示として官報に掲載して以来、法的拘束力を主張す

るようになったという歴史的経緯もある。

　いずれにせよ、（２）の国民の教育権説からすれば、教育内容に介入する学

習指導要領は教師を法的に拘束せず、必ずしも従わなくてもよい、単なる教師

の手引きにすぎないとされる（「指導・助言的な文書」と称される）。他方、国家

の教育権説からすれば、学習指導要領は法律と同じものと捉えられるので、教

師は必ず従わなければならない。

　この点、（２）の旭川学力テスト判決は、大枠の基準については法的拘束力
があるとしたが、学習指導要領自体がそれに該当するかどうかについては明言

を避けた。しかし、1990 年１月 18 日の伝習館高校事件最高裁判所判決では、
学習指導要領には法的拘束力があると示された。ただ実際のところ、学習指導

要領にはさまざまな規定が含まれており、必要以上に細かすぎて教師の判断の

余地にまで踏み込む場合は、法的拘束力がないと解釈することもできる。

　とくに特別支援教育では、さまざまなニーズを有する子どもたちに対応する

必要がある以上、学習指導要領ではすべてを定めきれず、教師の現場での判断

が優先されるべきである。この例として、知的障害の子どもたちに対して行わ

れていた性教育の授業内容が不適切であるとの非難を、東京都議会議員から受

けて問題となった七生養護学校事件がある。2011 年９月 16 日の東京高等裁判

所判決では、七生養護学校（現在の七生特別支援学校）での性教育実践に対する

議員の介入行為を旧教育基本法 10 条１項「教育は、不当な支配に服すること
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なく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである」における

「不当な支配」にあたると認定し、最高裁判所もそれを追認している。

（４）教科書使用義務

　高校時代、学校によっては教科書は渡されただけで、別のテキストや教師の

プリントで授業が行われていたという経験をした人も多いかもしれない。法律

上、生徒には教科書の使用義務はなく、罰せられることはないが、教師には使

用義務が課されており、学校教育法 34 条１項で「小学校においては、文部科

学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図

書を使用しなければならない」と定めている（49 条で中学校、62 条で高校につ

いても同様に定めている）。

　一読すると、教科書検定を通過した教科書を使用しなければならないのは、

当然のように思うかもしれないが、教師の教育の自由からすると、この規定は

違憲の疑いがある。本来、教師は教材を選択する権利があり、子どもや地域の

実情に合わせて教材を選択する方が、授業もやりやすい。そのため、教師の教

育の自由を重視する説では、自由に教材を選択できることが前提で、教科書を

使用する場合には、教科書検定を経たものを使用しなければならないという意

味にすぎないと解釈されている。なお、地図、ドリルなどの副教材は、学校教

育法 34 条２項で使用が認められている。

　ケースのクエスチョンに対する解答作成のヒント

　１について、国民の教育権説からすれば、小中高校の教師にも教育の自由があり、
学習指導要領の法的拘束力は否定されるので、今回の小学校と高校の教師の授業は許
される。ただし、小学校の教師には非科学的である、高校の教師には他の時代も教え
るべき、といった子どもや保護者、他の教師からの抗議や批判は十分考えられる。プ
ロの教師として真摯に対応すべきである。
　他方、国家の教育権説からすれば、学習指導要領には法的拘束力があるので、今回
の小学校と高校の教師に対しては、学習指導要領違反を理由に処分を行うことができ
る。
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　２について、大学の教員は教授の自由を有する以上、ケースのような授業を行って
も何ら問題がない。それが科学的に誤りであったとしても、大学が教員を安易に処分
するのは教授の自由から問題があり、学問及び教員間の相互批判に委ねるべきである。
なお、あなたの試験の成績評価については、教員に高度な裁量（判断の余地）が認め
られている以上、裁判で争うことができない可能性が高い。したがって、教員に対し
て成績の問い合わせを行い、不服があれば異議を申し立てるという方法を取るしかな
いだろう。

　おすすめの本・ウェブサイト

①原武史『滝山コミューン一九七四』（講談社、2010 年）
　　筆者の通っている小学校での集団主義教育の影の部分、それを支える教師、そし
て教師集団の権力性が生々しい姿で描かれている。小学校が大好きだったから先生
になりたいという人には、是非読んでほしい。
②戸波江二・西原博史編『子ども中心の教育法理論に向けて』（エイデル研究所、2006 年）
　　研究の自由や公教育の多様性など、憲法と教育をめぐる論文が掲載されていて、
本書の内容を専門的に考えることができる。
③米沢広一『憲法と教育 15 講［第３版］』（北樹出版、2011 年）
　　学校におけるさまざまな法律に関わる問題が、トピックスごとに簡潔にまとめら
れている。
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旭川学力テスト事件　　文部省（現在
の文部科学省）の全国一斉学力テストを

妨害した教師が公務執行妨害罪などで

起訴された事件で、1976年５月21日に

最高裁判所の大法廷で判決が下された。

判決では、学力テストの実施が旧教育

基本法10条の「不当な支配」に反しな

いかなどについて争われるとともに、

国民の教育権も国家の教育権も極端か

つ一方的であるとし、教育をめぐるさ

まざまな主体の権利・権限の観点から

判断された。〔斎藤一久〕

� →23、84、86、87ページ

�

新しい人権　　憲法に書かれていない
権利で、時代とともに新たに認められ

うる人権。憲法は歴史的に権力による

侵害を受けた権利の例を示したにすぎ

ない。新しい人権として、環境権、知る

権利、アクセス権などがあるが、判例

で認められたものに、肖像権、プライ

バシー権、名誉権などがある。新しい

人権を導入しようという改憲論もある

が、すでに法律で権利の内容が認めら

れていたり、憲法の解釈から導き出す

ことができたりするとされているもの

が多い。〔藤井康博〕� →11ページ

�

家永教科書訴訟　　高校の日本史の教
科書の執筆者である学者の家永三郎が、

文部省（現在の文部科学省）の教科書検

定にあたって検定不合格処分及び条件

つき合格処分を受けたことから、これ

らの処分について争った事件。1965年

に第１次訴訟が提起されて以来、第２

次訴訟、第３次訴訟を経て、30年以上

にわたり争われた。1997年８月29日に

出された第３次訴訟の最高裁判所判決

では、「またハルビン郊外に731部隊と

称する細菌戦部隊を設け、数千人の中

国人を主とする外国人を捕らえて生体

実験を加えて殺すような残虐な作業を

ソ連の開戦に至るまで数年にわたって

つづけた。」という記述に対して、時期

尚早として全部削除せよとの検定意見

は、違法であるとされた。〔斎藤一久〕

� →73、85ページ

�

違憲審査基準　　裁判所が違憲審査制
において、法律などを憲法違反かどう

か審査するときに使う基準。さまざま

附録 1　　　　　　用語集


