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意見書 

 

 

学校の教科書採択権についての明文規定は存在しない。教育条理からして教師に採択権が存

すると解するのが自然である。すなわち教科書採択は、教科書を使用して直接子どもの教育の

任に当たる教師を中心に、保護者や子どもの意見も参考にしながら行われるべきものである。 

「教育行政機関」である今治市教育委員会よる教育行政の限界を超えた本件教科書採択行為

及びその結果として当該教科書の学校における使用の強要は、異常な学校教育への介入であり、

教育の自由及び教師の教科書採択権を侵害し、教育基本法が禁じる「不当な支配」に該当する

違法なものであると同時に日本国憲法第26条が保障する「教育を受ける権利」を侵害する違憲

の行為である。 

 

 

2015年1月26日 

 

 

浪 本 勝 年 

（日本教育法学会・理事、元立正大学教授） 
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第１ 本意見書の主旨 

 

学校の教科書採択権についての明文規定は存在しない。教育条理からして教師に採択権が

存すると解するのが自然である。すなわち教科書採択は、教科書を使用して直接子どもの教育

の任に当たる教師を中心に、 保護者や子どもの意見も参考にしながら行われるべきものである。 

「教育行政機関」である今治市教育委員会による教育行政の限界を超えた本件教科書採択行

為及びその結果として当該教科書の学校における使用の強要は、異常な学校教育への介入であ

り、教育の自由及び教師の教科書採択権を侵害し、教育基本法が禁じる「不当な支配」に該当

する違法なものであると同時に日本国憲法第26条が保障する「教育を受ける権利」を侵害する

違憲の行為である。 

 

第２ 教育法解釈の在り方―教育条理の重要性 

 

１ 兼子仁の主張 

 

本件について意見を述べるにあたって、特にここで強調したいことは、教育法解釈に当たっ

ては、「悪しき成文法主義」に陥ることなく、教育の論理を踏まえた教育のための解釈をする

必要があるということである。 

まずは、教育法の泰斗・兼子仁（1935－、当時・東京都立大学教授、現名誉教授）による有

斐閣法律学全集の『教育法[新版]』（1978年、有斐閣）に耳を傾ける必要がある。 

 「第二節 不文教育法―教育条理法と学校慣習法」の中の次のような論述である。 

 

①「慣習法が教育法の分野においては重要であり、法律とならんで教育法の原始的法源をな

すと解される。すなわち、教育社会は独自の法規範を形成するほどの自律性を有すること、現

行教育法においては教育にたいする立法的規律には限界があり、したがって教育事項について

は立法権の他律的規律によるよりも教育社会の新しい自律的な規範形成にまつほうが妥当な場

合が少なくないこと、戦後の教育改革以降しだいに法律が整備されてきたとはいえ、いまだ成

文法の存しない領域が存すること、教育および教育行政が後述のごとく非権力的社会作用にな

ったとすれば、法規の根拠がなければ制度の運営ができないというわけではないこと、などが

その理由である。」（p.37） 

 

 ②「『条理』ないし『条理法』は、教育法において慣習法より以上にきわめて重要である。

不文教育法一般ないし教育慣習法が重要である上述の諸理由はすべてここに援用できるが、つ

ぎの点が根本的である。独特な教育法論理の発生基盤を成す近代の教育それ自体は、がんらい

前法規的存在であって、しかも独自な本質および原理（教育学でいう「近代教育原則」）を確
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立してきている。したがって、教育にたいする法的規律には限界が存するとともに、教育条件

整備としての教育法的規律は、まさに教育の本質や原理に沿いその実現を助長するものでなけ

ればならない。」（p.40） 

 

③「教育『条理法』は成文法規を欠く所における不文法であるが、成文教育法規も『条理解

釈』されるべきなのであるから、いずれにせよ『教育条理』こそが、多くの場合、現行教育法

の内容を正しく見定めうる決め手であると言える。」（p.40） 

 

④「国際教育法の法源やドキュメントは、それ自体が日本教育法上の法源ではない場合も、

教育条理の国際的確認文書としてうけとめるべきものが少なくない。」（p.42） 

 

２ 田中耕太郎の主張 

 

また、戦後直後、文部大臣(1946-1947)として教育基本法の制定に関わったほか、最高裁判所

長官（1950-1960）や国際司法裁判所判事（1961-1970）を務めた田中耕太郎（1890-1974）も、

その著『教育基本法の理論』（1961年、有斐閣）の「教育と法」の節で、次のように教育と法

について述べていることにも注目したい。 

 

⑤「教育的活動がその本質において個人の創意にもとづく文化的性質のものであり、本質に

おいて法の干与の外にあることを考えるときに、憲法および他の法令による教育の規整には

一定の限度があることを認めざるを得ないのである。」（pp.36-37） 

 

⑥「教育的活動の内容は教育者の創造的働きに委ねらるべきものであり、その法的規整は百

害あって一益がない。法的規整を必要とするのはそれと政治との接触面に限局せられること

になる。そうして憲法を以て規定する必要のある問題は、国民の基本的人権と自由に関係し

てくる点に外ならない。この点において教育は司法と相似性（例えば独立性）を有しながら、

しかも趣きを異にしているのである。」（p.38） 

 

⑦「教育の分野においても慣習法が法源的意義を有することは他の分野におけると異なるこ

とはないのであるが、しかし教育自体は文化的活動として法の外にあり、むしろ道徳や教育

学的技術によって支配せられるから、慣習法の存在の余地は教育制度ことに教育行政の面に

限局されるのである。一般的にいえば前述した諸教育社会内において不文律が発生する可能

性が大きいのである。」（pp.43-44） 

 

⑧「ことに教育に関する法制は甚だ不備であるから、法の欠缺を条理によって充たす必要は
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まことに大なものがある。のみならず条理の一種と認むべき自然法は、教育法の欠缺を補足

する以外に、その理論的基礎づけのために役立つこと、後にのべるところの両親の教育権の

問題からしても明らかである。自然法は実定法の欠缺を補充する機能を有し、未だ十分整備

されていない教育法についてはこの機能を発揮する余地が十分認められる。なお実定法は多

くの場合に自然法の具体化であるからして、自然法は教育に関する実定法の理論的説明に役

立つことが大である。」(pp.44-45) 

 

３ 教育と法の関係 

 

もともと教育は法のために存在しているのではなく、また法がなければ機能しないものでは

ない。場合によっては、教育と法の関係は、その距離が近くないことの方が好ましい場合があ

るのである。 

教育の本質からして教育にとって好ましい形で教育法は存在し、また解釈されなければなら

ないのである。戦前の日本のように「行政の教育に及べるもの」（宗像誠也『教育行政学序説(増

補版)』p.28、1969年、有斐閣）が教育行政ではないのである。この点こそ、日本国憲法下の教

育法制の在り方なのである。 

ちなみに最高裁判所大法廷学力テスト事件判決（1976年5月21日、以下、最高裁大法廷学テ

判決という。）も、次のように判示している。 

 

「一般に教育関係法令の解釈及び運用については、法律自体に別段の規定がない限り、で

きるだけ教基法の規定及び同法の趣旨、目的に沿うように考慮が払われなければならないと

いうべきである。」（『判例時報』1976年7月11日号〈814号〉、p.42） 

 

なお、すでにふれたところである（④）が、本件について考察する際、国際人権規約と称さ

れる「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」（1966年12月16日国連総会採択、1979

年8月4日公布、条約第6号）及び「市民的及び政治的権利に関する国際規約」（同前、条約第7

号）、児童の権利に関する条約（＝子どもの権利条約、1989年11月20日国連総会採択、1994

年5月16日公布、条約第2号）並びにＩＬＯ・ユネスコの共同勧告「教員の地位に関する勧告」

（1966年10月5日、特別政府間会議採択）等のいわゆる国際教育法制を構成している条約等に

も配慮すべきは当然のことといえる。 

 

第３ 日本における教育法制の特徴と問題点 

 

１ 戦前教育法制の特徴と問題点 
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 １）戦前教育法制の特徴 

 戦前教育法制の特徴として、次の二つのことを指摘することができる。 

 第一は、教育に関する基本的事項は、天皇の命令である勅令によって定められていたこと、

すなわち勅令主義（命令主義）が採用されていたことである（大日本帝国憲法第９条）。 

 第二は、教育は国の事務である、すなわち教育作用そのものが国家の行政作用である、とい

う観念が、法制全体を貫徹していたことである（国家教育権論）。 

 したがって、文部大臣がその指揮命令権を使って、天皇の意思を学校現場に伝えることがで

きるようなしくみが法制上確立していたのである。 

 具体的には、各省官制通則及び文部省官制（ともに1886年２月27日公布、勅令第2号）、地

方官官制（1886年7月12日公布、勅令第54号）、公立学校職員制（1917年1月29日公布、勅令

第5号）といった勅令が、その根幹を形成していた。 

 

 ２）戦前教育法制の問題点－教育内容統制のしくみ 

 戦前における教育内容統制のしくみは、教育の目的及び各教科目等の目標や内容の大綱が、

勅令である小学校令・中学校令等の各学校令及びその付属省令によって定められていたことに

ある。また同時に、こうした法令が教科書統制の根拠にもなっていたのである。 

 近代的な学校制度が出発した明治初年のころ、教科書は自由発行・自由採択であった。しか

し、明治政府は、1880（明治13）年、自由民権運動の高揚に対処するため、教科書の統制に乗

り出す。その後、教科書統制はしだいに強化され、検定制度を経て小学校で国定教科書（文部

省著作教科書）が使用されるようになったのは、1904（明治37）年のことであった。小学校の

場合は、これ以降、教育内容は当然のことながら国定教科書を金科玉条とするものとなる。そ

れを補強したのが国定や検定の教師用書であった。 

 検定教科書を使っていた中学校や高等女学校等の中等学校では、教授要目（今日の学習指導

要領に類似するもの）によって、各教科の内容が規制された。この教授要目については、1902

年にまず中学校のものが作成（2月6日、訓令3号）され、続いて高等女学校（1903年3月9日、

訓令2号）や師範学校（1910年5月31日、訓令第13号）のものなどが作られていった。教授要目

は、各省官制通則に基づく「訓令」として作成されていた（この訓令権を定めていた各省官制

通則は、第二次大戦直後の1947年5月3日、政令第4号により廃止された）。 

 このような法令に基づく教育内容統制の度合いに着目するならば、戦前を次のような三つの

時期に区分できる。 

 第一期（1872-1890年）教育の目的・内容について一定の方向づけをしていない時期。 

 第二期（1890-1930年）教育勅語に基づく修身（道徳）教育がしだいに強化されてくる時期。 

 第三期（1930-1945年）より具体的に国体観念の徹底及び天皇に対する忠誠心のかん養等が

強化される時期。 
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２ 戦後教育法制の特徴―子どもの学習権保障を中心にして― 

 

  戦後の教育法制の基本原理としては、次の三つを指摘することができる。 

  第一は、日本国憲法第26条において「教育を受ける権利」、とりわけ子どもの学習権が保障

されるようになったことである。 

  第二は、教育における地方自治の原則である。戦前と異なり、第二次大戦後になって、教育

というものは国の事務ではなく地方の事務である、と考えるようになった。教育あるいは教育

行政における地方自治である。具体的には、中央教育行政機構である文部省（中央省庁の再編

により2001年1月6日、科学技術庁と統合されたため文部科学省に名称が変更された。そこで、

ここでは、21世紀以降の事柄については文部科学省、19世紀及び20世紀の事柄をさす場合には

文部省という用語を使用することとする。）の性格が大きく変わることとなった。この教育に

おける地方自治の原則については、最高裁大法廷学テ判決（1976年）において「教育の目的及

び本質に適合するとの観念に基づくもの」（前引『判例時報』1976年7月11日号〈814号〉、

p.64）である、と確認している。 

  第三は、教育の自主性、教育権の独立（教師の教育の自由）である。これは、教育基本法（1947

年3月31日公布、法律第25号）第10条に基づくものである。 

  こうした基本原理のもとで、教育行政が行なわれることとなる。特に教育課程行政について

は、指導行政が重要視されることとなり、指導主事が教育委員会に置かれ、「指導主事は、教

員に助言と指導を与える。但し、命令及び監督をしてはならない。」（教育委員会法＜1948年

7月15日、法律第170号、旧法＞第46条）とされたのであった。 

  文部省は、「戦後の教育の民主化を推進するにふさわしい中央教育行政機構を設ける必要か

ら、…従来の中央集権的監督行政の色彩を一新いたしまして、教育、学術、文化のあらゆる面

について指導助言を与え、またこれを助長育成する機関」（柏原義則政府委員が、1949年4月

25日、衆議院文部委員会において説明した文部省設置法案の提案理由、浪本勝年他編『ハンデ

ィ教育六法2014年版』p.337、2014年、北樹出版）として再出発することとなった。 

成立当初の文部省設置法（1949年5月31日公布、法律第146号）では、初等中等教育局の事務

として、教育課程等について「教育職員その他の関係者に対し、専門的、技術的な指導と助言

を与える」と規定され、具体的には「手引書、指導書、会報、パンフレットその他の専門的出

版物を作成し、及び利用に供すること」とされた（第8条第5号）。そして、この「手引書、指

導書」等の作成の一環として学習指導要領（試案）が、文部省の一著作物として発行されたの

であった。 

  教育課程法制としては、例えば小学校の場合、学校教育法（1947年3月31日公布、法律第26

号）において「教科に関する事項は、…監督庁が、これを定める。」（第20条）とし、「監督

庁は、当分の間、これを文部大臣とする。但し、文部大臣は、その権限を他の監督庁に委任す
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ることができる。」（第106条）と規定した。この学校教育法に関する規定は、1999年に地方

分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（法律第87号）によって「監督庁」が

「文部大臣」（その後、同年「文部科学大臣」と改正）と、また2007年に「教科」が「教育課

程」と改正されるとともに第33条に移動して今日に至っている。 

 

第４ 戦後新たに発足した教育委員会―その存在理由と本来期待されている役割 

 

１ 戦後改革と教育法制における地方自治 

 

平和と民主主義、基本的人権の尊重を基軸にすえた日本国憲法が、旧憲法である大日本帝国

憲法と根本的に異なることはいうまでもないことである。両憲法の章別構成を比較すると、旧

憲法にはない二つの章が現行憲法には存在する。それが「第二章・戦争の放棄（第9条）」と「第

六章・地方自治（第92‐95条）」であり、ここにも、民主主義の精神を実現するために、憲法

原理としての地方自治の画期的な意義が示されている。 

 憲法・教育基本法（1947年）のもとに、教育における地方自治の精神を制度的に保障しよう

として制定されたのが、教育委員会法（1948年、法律170号、1956年に廃止）であった。教育

に関する地方自治の原則について、最高裁判所大法廷は、1976年5月21日、学力テスト事件判

決で、次のような注目すべき判断を行っている。 

 

 「これ（教育に関する地方自治の原則）は、戦前におけるような国の強い統制の下における

全国的な画一的教育を排して、それぞれの地方の住民に直結した形で、各地方の実情に適応し

た教育を行わせるのが教育の目的及び本質に適合するとの観念に基づくのであって、このよう

な地方自治の原則が現行教育法制における重要な基本原理の一つをなすものであることは、疑

いをいれない」（『判例時報』1976年7月11日号<814号>、p.46）。 

 

２ 戦後教育改革と教育委員会設置の意義 

 

  教育委員会制度は、戦前にも構想されたことではあるが、それが実現を見たのは戦後教育改

革の中でのことである（与謝野晶子のほか、日本最初の教員組合である啓明会も、1920年の「教

育改造の四綱領」<神田修・山住正己編『資料・日本の教育』p.14、1978年、学陽書房>で、教

育委員会の設置を主張している）。 

すなわち、教育委員会法が成立したのは、戦後教育改革の中、1948年のことであった。この

教育委員会法は、日本国憲法による地方自治の理念のもとに教育行政改革の三原則、すなわち

教育行政の①民主化、②地方分権、及び③一般行政からの独立、を制度的に保障しようとする

ものであった。したがって、都道府県や市町村に設置される教育委員会は、①住民の直接公選
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による委員で構成され、②文部省と教育委員会相互間にタテの上下関係は存在せず、かつ、③

地方首長に対し相対的独立性をもつ合議制の行政機関として、戦前の中央集権的教育行政に対

する深い反省を踏まえて構想されたものである。 

  この教育委員会法は、その第１条において、次のようにいう。 

 

「この法律は、教育が不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行

われるべきであるという自覚のもとに、公正な民意により、地方の実情に即した教育行政を

行うために、教育委員会を設け、教育本来の目的を達成することを目的とする」。 

 

 この規定は、教育基本法（1947年）第10条（教育行政）を直接に受け継いだものであり、教

育委員会の目的を格調高く宣言したものであった。 

 ちなみに、その教育基本法第10条は、次のように規定していた。 

 

  「第十条（教育行政）教育は、不当な支配に服することなく、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。 

２ 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立

を目標として行われなければならない。」 

 

ここでは、この教育基本法第10条第2項が、教育行政（教育委員会）の「任務」と「その限

界」を規定していることに注目しなければならない。 

この教育基本法制定当時、立法に関わった関係者の唯一の解説書である辻田力・田中二郎監

修、教育法令研究会著『教育基本法の解説』（1947年12月25日、国立書院）は、この第２項に

ついて次のように説明している。 

 

「本条第二項は、第一項の国民と教育との関係を基礎にして、教育行政の任務とその限界を

定めたものである。従来教育行政官は、中央集権的な教育行政制度の運営者として、教育が

国民全体に対し責任を負うという自覚に欠け、独断的傾向が強かったのである。将来におい

ては、国民の名をかりて不当な影響が教育に介入するおそれがある。教育行政官吏は、かか

る不当な支配が教育にはいらないよう、教育を守らなければならないのである。 

『教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立』というのは、先に述べた教育行政の特

殊性からして、それは教育内容に介入すべきものではなく、教育の外にあって、教育を守り

育てるための諸条件を整えることにその目標を置くべきだというのである。『教師の最善の

能力は、自由の空気の中においてのみ十分に現わされる。この空気をつくり出すことが行政

官の仕事なのであって、その反対の空気をつくり出すことではない。』（米国教育使節団報

告書）このような趣旨からして、視学の任務も従来のような監督指導ということから脱して、
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『統治的または行政的権力をもたぬ、感激と指導を供与する、相談役と有能なる専門的助言

者』というごときものにならなければならないと思う。」（同書、P.131） 

 

 すなわち、ここで戦後教育行政の基本的役割が、教育を守り育てるための教育条件整備行政

にあり、その特殊性からして教育内容へ介入すべきではない、との基本原理が打ち立てられた

ことに注目しなければならないのである。 

 

  ところで、教育行政の民主化という理念は、当時の教育委員会を構成する教育委員（都道府

県は7人、市町村は5人。現行法である地教行法では原則5人、例外的に、都道府県等の場合は6

人以上、また町村等の場合は3人以上でも可。）を、議会選出の1人を除き住民が直接選挙で選

ぶという形で具体化したのであった（教育委員会法第7条）。 

当時、文部省は、『教育委員会法のしおり』（1948年9月）というパンフレットを刊行し、

その中で次のように主張していた。 

 

「この制度は、教育は国民のものである社会全体のものであるという精神を一番もとにおいて、

国民と社会を深く信頼した制度です。特に教育委員会の委員を住民全部の直接選挙によって選

ぶこととしたのは、この精神を最も徹底した形で表わしたものです。したがって教育委員会制

度の一番根本の大事なことは、この委員の選挙なのです」。 

 

教育委員選挙は3回行われた（1948年、1950年及び1952年）。当時の選挙（公職選挙法に基

づくもの）がさまざまな問題を抱えていたとはいえ、投票率は都道府県の場合、いずれも平均

で50％を上回っていた。今日における都道府県知事選挙と比較してみれば、かなり高い投票率

であったことがわかる（最近の研究成果として、海老沢隼悟「教育委員公選時代における東京

都教育委員会の実態に関する研究」『立正大学大学院心理学研究科研究紀要』第3号、2008年、

参照）。 

 

３ 教育委員の公選制から任命制への移行―教育の中央集権化と教育委員会の弱体化― 

 

1950年の朝鮮戦争を契機とする日本の再軍備への歩みに対応するかのごとく、1952年に学者

文相制から党人文相制への移行、及び文部省設置法の大改正が行われる。また1954年の義務教

育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法（法157）等の教育二法制定な

どが進行し、政府・与党による教育の国家統制が強化されていく。 

こうした中で、この公選制教育委員会が住民の間に十分定着しないうちに、1956年、教育委

員の公選制を廃止し、任命制とする地教行法（いわゆる任命制教委法）案が、世論の強い反対

にもかかわらず、国会に警官500人を導入するという混乱の中で審議を尽さぬままに強行採決
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によって成立する。かくして、教育委員会は、大きく変質していくことになったのである。 

これ以後今日に至る60年近くの間に、教育行政の中央集権化が着実に進行するとともに、教

育委員が住民の手からはなれていき、教育委員会の空洞化現象が露呈するところとなったので

ある。すなわち、会議の公開制、指導主事の独立性、予算原案送付権等々において後退すると

ともに、教員に対する勤務評定の実施、文部大臣の措置要求権等、教育に対する国家統制機能

が付与されたことも重要な地教行法の規定事項であった。 

 

４ 地教行法の「改正」による教育委員会の重大な変質 

 

 地教行法下の教育委員会は、戦後教育行政改革の三原則に大きな「修正」が加えられること

によって、著しく変質していく。 

第一に、委員の公選制が廃止され、任命制となることによって、住民の意思を直接反映させ

ることが不可能となり、教育委員会は住民から遠い存在となってしまうのである。 

第二に、「国、都道府県、市町村一体としての教育行政制度を樹立」（清瀬一郎文部大臣「地

教行法案提案理由」『衆議院文教委員会議録』1956年3月14日）という美名のもとに、教育長

の任命承認制や文部大臣の措置要求権を設けることにより、教育行政の中央集権化的機能が注

入され、教育委員会は地方自治的・自律的機関性を急速に失っていくことになった（任命承認

制は1999年廃止された。措置要求権は一度1999年に廃止されたが2007年実質復活している）。 

第三に、教育委員会の予算原案送付権を削除したことに象徴されるように、地方首長への従

属性を強めることとなった―「教育行政と一般行政との調和を進める」（同前）という美名の

もとに。 

 

 この地教行法の改正後、教師に対する勤務評定の実施、全国一せい学力テスト等、教育界を

めぐって中央集権的教育行政が展開され、それを阻止しようとする教師（教職員組合）と 

行政当局との間で、「恒常的紛争状況」が発生し、教育界に混乱状況がもたらされた。 

 その後、1980年代以降、校内暴力、学校内におけるいじめ事件、不登校問題などが社会問題

となる中、教育委員会制度について、いろいろな観点から問題点が指摘され、部分的な改革が

なされてきた。なかでも、住民の側から提起され、東京・中野区で実現した教育委員の準公選

制（1981年～1995年）は、教育委員選びを住民の身近なものとする点で注目された。 

 

 2006年の教育基本法の全部改正後の2014年、地教行法が大きく改正（2015年4月施行）され、

教育委員会は教育の政治的中立性の確保を理念とするこれまでのものとは大きく異なり、政治

の介入を容認するかのような「大改革」となっている。 

すなわち、新たに創設する総合教育会議を通じての首長の直接的な教育委員会への影響力の

行使、権限が大幅に強化された新教育長（これまでの教育委員長と教育長を一本化した役割を
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担う）の設置等々、教育への政治的介入を容易に招きかねないものとなっている。 

 

第５ 戦後日本における教科書採択をめぐる問題点 

 

１ 憲法・教育基本法と教師の教科書採択権 

 

周知の通り、戦後教育法制の基本をなすのは、憲法・教育基本法である。教育委員会の在り

方は、 戦後直後に制定された1947年教育基本法第10条に示されている。 同条は次のようにい

う。 

 

第十条(教育行政) 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負

って行われるべきものである。 

2  教育行政は、 この自覚のもとに、 教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確

立を目標として行われなければならない。 

 

教育基本法制定直後、立法の任に当たった文部官僚による唯一の立法者意思を明らかにして

いる書物 『教育基本法の解説』（1947年）には、この第10条について、次のような有名な説

明がある。 

 

「『教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立』 というのは、先に述べた教育行政

の特殊性からして、それは教育内容に介入すべきものではなく、教育の外にあって、教育

を守り育てるための諸条件を整えることにその目標を置くべきだというのである。 『教師

の最善の能力は、自由の空気の中においてのみ十分に現される。この空気をつくり出すこ

とが行政官の仕事なのであって、その反対の空気をつくり出すことではない。』（米国教

育使節団報告書）」（同書p.131） 

 

この一事からも明らかなように、 教科書採択にあたって、 教育委員会のなすべきことは、 み

ずからが教科書採択を行なうことではなく、教師を中心に教科書採択が行なわれるよう採択に

ついての条件整備を行なうことである。  

したがって、戦後の教育改革のもとでは、 学校教師を主体とする教科書採択が展開されてい

つた。 それは、 戦後直後に新しい検定教科書が第1回教科書展示会(1948年) に出品されるに

あたって文部省が次のように述べていたことからも明らかである。 

 

「採択者は、 同一学年の各組毎に異なる教科書を採択することができる」（文部省「昭和24

年度使用教科用図書展示会実施要綱」、文部省『教科書検定に関する新制度の解説』附録
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（二）P.5、1948年、収録）。 

 

 

２ 存在しない明文の教科書採択権規定 

一地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第 6 号の解釈一 

 

今日に至るまでだれが教科書の採択を行う権限を有するのか、 つまり、 教科書採択権の所

在については、一義的に明確に定めた法文上の規定はない。 

文部科学省は、文部行政解釈として、現行の地教行法 第23条第6号を根拠に教育委員会の教

科書採択権を主張する。 しかし、これはどう見ても無理な解釈である。 

地教行法第23条第6号は、 次のように規定している。 

 

第23条（教育委員会の職務権眼）教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関す

る事務で、次に掲げるものを管理し、 及び執行する。 

六 教科書その他の教材の取扱に関すること 

 

教科書についてのこの規定の意味は、教育委員会は「教科書の取扱に関する」「事務」を管

理・執行する、 ということである。この規定は、採択権者を定めたものではない。 

 

実はこういう文部行政解釈に対しては、「お粗末な解釈というべきである。」 というほかな

らぬ文部省内部からの次のような強い批判もある 。 

すなわち、今村武俊（当時、文部省社会教育局審議官）・別府哲（当時、文部省初等中等教

育局地方課長）共著『学校教育法解説（初等中等教育編）』（1968年、第一法規）を紐解くと

次のような主張に出くわすのである。 

  

「法律的には優位に立つ学校管理機関の地位に立つ人々にとっては、自制と謙抑の念をも

つことと、法律がその下部機構としてではなく附属機関として特に『教育機関』と呼ばれ

る機関を設置している趣旨を理解することが要請されるのであり、反面、教育機関の地位

に立つ人々にとっては、伝統的な学校経営論から導かれやすい教育行政機関に対する被治

者意識を一擲して、学校管理機関との連帯意識を強めるとともに、こと被教育者に対する

教育本来の問題については、自らが設置者を代表するとの気概を高めることが要請される

ように思われる。それは、もはや法律の問題ではなく、心構えの問題、すなわち倫理の問

題であるが、このような倫理意識は、法の正しい理解の基盤に立ってはじめて確立される

もののように感じられる。」（PP.165-166） 
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   「第一は、校長は、たんなる行政機構の下部機関として上司の事務を補助執行しているも

のではなく、補助機関とはいえ『教育機関』の長としての地位を有することから、およそ

被教育者を対象とする教育本来の事務については校長に大巾な裁量権が与えられており、

『学校管理機関』はこれに一般的、大綱的指示をなしうるにすぎないと解するのが、法全

体の構造から正しい理解ではないかということである。第二は、児童・生徒等の懲戒処分

の決定、学校の全課程終了の認定、入退学等の許可、特別な児童等の出席停止、修学に差

し支えない旨の証明、いずれをとってみても、教育者としての専門的な個々の判断を必要

とする行為であり、前述の確認行為またはこれに準ずべき行為と理解してさしつかえない

と思われるということである。 

このような見地に立つならば、およそ被教育者を対象とする教育本来の仕事については、

学校管理機関の校長に対する指揮監督は細部に及びえないと解するのが、法全体の正当な

理解であろう（注11）。 

   （注11） この点に関し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十三条の解釈の

態度が問題となる。同条は、公立学校については『学校管理機関』たる教育委員会の職

務権限事項を列挙したにすぎず、職務権限の行使のしかた、あるいはその限度を定めた

ものではない。その証拠には、同条各号は、すべて『○○に関すること』という表現に

なっている。それらの事項について、教育委員会がいかなる程度の管理権を有している

かは、教育法令その他の法令の規定に照らし、また、学校管理機関と教育機関との基本

的なあり方に照らして慎重に判断されなければならない。同条中に『教科書その他の教

材の取扱に関すること。』という規定があるというだけで、教育委員会が教材の取扱い

に関するいっさいの権限を有すると解するがごときは、お粗末な解釈というべきである。

教育委員会は、決して『教育機関』にはなりえないのであるから、つねに学校管理機関

の立場においてという条件がかかっていることを忘れてはならない。」（PP.163-164） 

 

このように、現行法のもとでは、教科書採択権の所在に関する明確な成文の法的根拠は存在し

ていない。しかし、公立小・中学校の場合、義務教育諸学校の教科用図普の無償措置に関する

法律（1963年、法律第182号）が、一定の採択地区（2014年11月現在、全国に630）を設定し、

採択地区ごとにl種の教科書を採択するように規定している（同法第12条及び第13条）。そのた

め、採択事務を取扱う当該教育委員会が、 教科書採択権を有しているかのごとき 「幻覚」が

発生しているに過ぎないのである。 

戦前文部省の中央集権的画一的な教育行政を改め、 地域に根付いた教育行政を地方自治的に

展開させるために戦後新たに設置された機関が教育委員会である。そして、前述のように1947

年教育基本法第10条（教育行政） に基づき教育委員会の基本的任務は、 教育の条件整備を行

うこととされている。 2006年の教育基本法改正後においても基本的には同様である。 

したがって、 これを教科書採択に関して言うならば、教科書を使用して子どもの教育の任に
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当たる教師・学校を中心にして採択が行なわれるように条件整備をすることこそが教育委員会

の基本的な仕事であって、 教師に代わって教科書を選ぶことは、 教育行政の限界を越えて教

育内容への権力的な介入を意味することであり、「不当な支配」を禁じる教育基本法の精神に

反することといわなければならなぃ。 

地教行法の解釈の際に、いきなりその条文のみを見て、いわば「勝手解釈」するのではなく、

教育行政の在り方について考察する際には、 絶えずこの教育基本法の精神を踏まえて解釈する

必要がある。 ちなみに、 最高裁大法廷も学テ判決（1976年5月21日）において、次のように

判示していることを念のため紹介しておきたい。 

 

「教基法は、憲法において教育のあり方の基本を定めることに代えて、 わが国の教育及び

教育制度全体を通じる基本理念と基本原理を宣明することを目的として制定されたもので

あって、戦後のわが国の政治、社会、文化の各方面における諸改革中最も重要な問題の一

つとされていた教育の根本的改革を目途として制定された諸立法の中で中心的地位を占め

る法律であり、 このことは、 同法の前文の文言及び各規定の内容に徴しても、 明らかで

ある。 それ故、 同法における定めは、 形式的には通常の法律規定として、 これと矛盾

する他の法律規定を無効にする効力をもつものではないけれども、 一般に教育関係法令の

解釈及び連用については、 法律自体に別段の規定がない限り、 できるだけ教基法の規定

及び同法の趣旨、 目的に沿うように考慮が払われなければならないというべきである。」 

 

３  望ましい教科書採択に向けて一学校採択の実現を 

 

２１世紀に入って、東京都教育委員会（以下、都教委という。）は2001年2月8日、「教科書

採択事務の改善について(通知)」を発し、教科書採択にあたって、「教職員の投票」や「絞り

込み」を否定するよう指導している。しかし、この都教委通知は、もつばら文部省初等中等教

育局長通知「教科書採択の在り方の改善について」（1990年3月20日。以下、「90年通知」 と

いう。） のみを取り上げてその論拠とし、 より新しい文部省初等中等教育局長通知 「教科書

採択の改善について」 (1997年9月11日。以下、「97年通知」という。) 

を意図的に無視している点で大きな欠陥を有している。この「97年通知」は、教科書採択にお

いて、学校単位の採択やより多くの教員参加の方向での改革を提言しているものである。この

「97年通知」は、政府の行政改革委員会の「規制緩和の推進に関する意見(第二次)」（1996年

l2月16日）に示された見解とそれを確認した閣議決定「規制緩和推進計画の再改定について」

（1997年3月28日） に基づいて発せられたものである。この閣譲決定の教科書採択に関する内

容は、 次のようなものである。 

 

「将来的には学校単位の採択の実現に向けて検討していく必要があるとの観点に立ち、当面
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の措置として、教科書採択の調査研究により多くの教員の意向が反映されるよう現行の採択

地区の小規模化や採択方法の工夫改善について都道府県の取組みを促す。」 

 

この関議決定は、従来にもまして、教科書採択に教員の意向を反映させていこうとするもの

である。諮問機関の報告を添付した1990年の文部省通知と閣議決定のどちらがより重みのある

ものかは自明である。「90年通知」 の見解は「97年通知」によって改められているのである。

したがって、「90年通知」を論拠とし、「97年通知」を無視している都教委通知は無効である、

といわなければならない。 

さらに翌年の閣議決定「規制緩和推進3か年計画」（1998年3月31日）は、一歩進めて「法的

整備を含めて検討」とトーンアップしたものとなっているのである。すなわち、 この閣議決定

は、 次のようにいう。 

 

「将来的には学校単位の採択の実現に向けて法的整備を含めて検討してぃくとぃう必要があ

るとの観点に立ち、 採択地区の小規模化や採択方法の工夫改善について、 フォローアップ

を図りながら都道府県の取り組みを引き続き促す。」 

 

そして、 同趣旨の閣議決定が1999年及び2000年以降に繰り返し行なわれている。 繰り返さ

れているのは、 文部省（現文部科学省） が閣議決定に従った具体的な努力を放棄しているか

らである。それならば、われわれが、この連続した闊議決定を一つの有力な根拠として、学校

採択を要求し、その実現に向けて努力していくべきではないのか。それは、つまるところ教科

書無價措置法の改正要求であり、具体的には現行法の「採択地区」に関する規定を廃止し、「学

校ごとの採択」に改める、という法改正運動である。 

なお、 国際的な文書に眼を通せば、 国際常識といわれ日本政府も賛成して採択されたILO・

ユネスコの 「教員の地位に関する勧告」（1966年）が、次のように主張している事も重要で

ある。 

 

「教員は生徒に最も適した教材および方法を判断するための格別の資格を与えられたもので

あるから、…教材の選択と採用、 教科書の選択、 教育方法の採用などについて不可欠の役

割を与えられるべきである。」 (第61項)。  

 

要するに、 教科書採択は教科書を使用して直接子どもの教育の任に当たる教師を中心に、 保

護者や子どもの意見も参考にしながら行われるべきものである。このことは、かつて教科書問

題が発生した際に、日本教育学会もその見解「教科書制度要項」（1955年）及び「教育二法案

に対する意見」（1956年) で明らかにしていることである（これらの見解は、いずれも日本教

育学会『日本教育学会の教育改革 意見書・要望書等資料集 1954～1970』 1972年、所収）。 
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第６ 「教育行政」機関である教育委員会が、その「限界」を逸脱し「教育機関」である学校

で子どもが使用する教科書を教育委員らの独自の評価で決定することの違法性 

－今治市教育委員会の違法採択と教師の教育専門性― 

 

１ 今治市教育委員会の「暴挙」を戒める文部当局者の見解 

   ―教育委員会に教科書採択権はない― 

 

 本件教科書採択は、教育行政機関がその「限界」を超えて教育機関である学校の教育内容に

権力的に介入した「不当な支配」に該当する典型的なものである（「不当な支配」の意義につ

いては、後に述べる）。その意味において違法性を免れ得ないものである。 

 教育委員会は、公立学校の設置者であり管理者でもある（学校教育法第２条及び第６条）が、

「教育」機関ではなく「教育行政」機関である。それゆえおの自ずから行政機関として一定の

「節度」をもって教育機関である学校に接しなければならない。本件の場合、その限度を超え

て学校の教育活動に違法に介入しているものである。このことは、「学校管理機関の職務と校

長の職務との関係」を説いた前述のかつての文部省幹部の著作『学校教育法解説（初等中等教

育編）』（1968年、第一法規）からも明らかなことであり、教育委員会筋の「お粗末な解釈」

を強く戒めていることを再確認しておきたいのである。 

  

これまで考察してきたことから、教育委員会制度の歴史及びその在り方について、その概要

について理解が得られたことと思う。 

こうした点を踏まえ、本件訴訟の教育及び教育法的な問題点、特に教育委員会の教科書採択

という教育への支配・介入が現行教育基本法第16条の禁じる「不当な支配」に該当し、違法な

ものであることを明らかにしていきたい。 

 

前述のように、教育と教育行政の在り方について、アメリカ教育使節団（1946年）が、次の

ように提言したことを再度想起する必要がある。 

 

「教師の最善の能力は、自由の空気の中においてのみ十分に現はされる。この空気をつくり

出すことが行政官の仕事なのであって、その反対の空気をつくることではない。」（文部省

『米国教育使節団報告書』全、p.5、1952年)。 

 

 ２ 教育基本法が禁じる「不当な支配」とはなにか 
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 現行教育基本法は、その第16条（教育行政）で、教育行政の在り方について、次のように定

めている。 

 

「教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行わ

れるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の

下、公正かつ適正に行われなければならない。」 

 

本件とのかかわりで特に問題となるのが、ここでの「不当な支配」とは何か、ということで

ある。実は、この「不当な支配」との文言は、教育基本法(1947年)第10条の文言をそのまま受

け継いだものであるので、その制定過程などを振り返りながら、その意義について確認してお

くことが大切である。 

 

３ 教育基本法（1947年）第10条の立法者意思―「不当な支配」をめぐって― 

 

 すでに見たとおり、教育基本法第10条は、次のように規定していた。 

 

「第十条（教育行政）教育は、不当な支配に服することなく、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。 

  教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標

として行われなければならない。」 

 

１）教育基本法第10条の意義―「任務の本質」と「その限界」― 

 

 教育基本法第10条は、戦後における新しい「教育と教育行政」の在り方を定めたものである。

当時の文部大臣・高橋誠一郎は、1947年3月13日、衆議院本会議において教育基本法案の提案

理由及び内容の概略を説明した。第10条については、次のように述べている。 

 

「第十条、教育行政の条下におきましては、教育行政の任務の本質とその限界を明らかにい

たした次第でございます。」（高橋誠一郎文部大臣による教育基本法の提案理由（衆議院、

1947年3月13日）浪本勝年ほか編『ハンディ教育六法（2014年版）』p.331、2014年、北樹

出版）。 

 

短い説明であるが、重要である。すなわち、教育行政の「任務の本質」とはなにか、そして

「その限界」とはなにか、ということが、第10条の本質である。 
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第10条のタイトルは「教育行政」であるが、第1項の主語が「教育」と書かれているのに対

し、第2項の主語は「教育行政」であることにも注目しておきたい。すなわち、本条は「教育」

と「教育行政」を明確に区分し、それぞれの在り方及び両者の関係の在り方についての基本原

理を規定しているのである。こうした点を念頭において、第10条の精神及び「不当な支配」の

意義を探求していきたい。 

 

２）教育基本法第10条の成立事情―戦前の教育及び教育制度に対する反省― 

 

教育基本法全体がそうであるように、第10条もまた、戦前日本の教育及び教育制度に対する

深い反省のうえに成立したものである。教育基本法について語る際、必ず登場する前出の教育

法令研究会著『教育基本法の解説』（1947年、以下、『解説』といい、この書を手がかりにし

ながら考えていく。）を紐解いてみよう。いうまでもないが、この書物は、教育基本法成立直

後にその立案の任にあたった当事者たちが書いた教育基本法についての立法者意思を明らかに

した唯一の解説書である。 

戦前教育の精神及び制度について、『解説』は第10条についての記述の中で、次のように述

べている。 

 

「教育行政が教育内容の面にまで立ち入った干渉をなすことを可能にし、遂には時代の政

治力に服して、極端な国家主義的又は軍国主義的イデオロギーによる教育・思想・学問の統

制さえ容易に行われるに至らしめた制度であった。更に、地方教育行政は、一般内務行政の

一部として、教育に関して十分な経験と理解のない内務系統の官吏によって指導せられてき

たのである。このような教育行政が行われるところには、はつらつたる生命をもつ、自由自

治的な教育が生まれることは極めて困難であった。」（pp.126-127）。 

 

戦後における新しい教育及び教育行政の在り方は、このような戦前教育に対する反省のうえ

に出発しているのである。当時、占領軍からの要請でアメリカからやってきた教育使節団もそ

の報告書のなかで、次のような指摘をしていた。 

 

「文部省は、日本の精神界を支配した人々の、権力の中心であった。従来さうなつてゐたや

うに、この官庁の権力は悪用されないとも限らないから、これを防ぐために、我々はその行

政的管理権の削減を提案する。このことはカリキュラム、教授法、教材及び人事に関する多

くの現存の管理権を、都道府県及び地方的学校行政単位に、移管せらるべきことを意味する。」

(前出、文部省『米国教育使節団報告書』全、p.28)。 

 

そこで、教育基本法第10条の理解にあたって、そのキーワードともいうべき条文中の文言で
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ある「不当な支配」の意義について考えていくことにする。 

 

３）「不当な支配」とは 

 

•  「教育の自主性」の保障 

教育基本法の実質的な原案を作成したといってよい教育刷新委員会（内閣総理大臣の諮問

機関）の第13回総会（1946年11月29日）に提示された「教育基本法案要綱案（参考案）」（『解

説』p.22）においては、次のように書かれていた。 

 

「十 教育行政 教育行政は、学問の自由と教育の自主性とを尊重し、教育の目的遂行に必

要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならないこと。」 

 

しかし、その後の立法過程において、この「教育の自主性」という言葉が、「ややもすれば、

教育者の独断という観念とあやまられやすいので、除かれるに至」（『解説』p.129)り、それ

にかわって、「教育は不当な支配に服することなく…」とされた。ここには、戦前における政

治や官僚による教育支配に対する深い反省をこめて、「不当な支配」の禁止が盛り込まれたの

である。 

 

•  田中耕太郎の「教育権の独立論」 

戦後教育改革において極めて大きな役割を果たした田中耕太郎（元文部大臣<在任期間は

1946.5.22-1947.1.31>、後に２代目最高裁判所長官<在任期間は1950.3.3-1960.10.25>）は、

その著『新憲法と文化』（1948年、国立書院）のなかで、「教育権の独立」との節を設け、

次のように書いている。 

 

「教育権の独立の原則は、それが不当な政治的及び行政的干渉の圏外におかるべきことを

意味する。従来の我が国における教育は或は政治的に或は行政的に不当な干渉の下に呻吟

し、教育者はその結果卑屈になり、教育全体が萎縮し歪曲せられ、その結果軍国主義及び

極端な国家主義の跳梁を招来するにいたったのである」（p.101）。 

 

このあと「政治よりの独立」の項の後「行政よりの独立」との項を設け、次のように主張し

ている。 

 

「教育は政治的干渉より守られなければならぬとともに、官僚的支配に対しても保護せられ

なければならない。…官公吏たる教員と雖も、…上級下級の行政官庁の命令系統の中に編入

せらるべきものではない。…かような趣旨からして、教育基本法第十条は、教育行政の根本
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方針を規定している。教育は一方不当な行政的権力的支配に服せしめらるべきではない（同

条一項前段）。それは教育者自身が不羈独立の精神を以って自主的に遂行せらるべきもので

ある」（p.104） 

 

• 『教育基本法の解説』 

『解説』は、教育と政治の関係について述べたあと、「教育に侵入してならない現実的な

力として、政党のほかに、官僚、財閥、組合等の、国民全体でない、一部の勢力が考えられ

る。」（p.130）としている。つまり、政党・官僚等々が「不当な支配」の主体となりうるこ

とを指摘している。ただし、『解説』は、「それら勢力のもつ理想なり政策なりが法制上認

められた以上は、実際においてそれらの理想なり政策なりが教育に反映することがあっても

さしつかえないのである。――その限りにおいて正当となる。」(p.130)というが、果たして

そうか。この点は、教育を多数決原理の国政のもとにおく結果となり、教育の自由を保障し

た憲法原則を無視するという誤りをおかしている。 

 

４ 教育行政機関による「不当な支配」―最高裁大法廷学テ判決の主旨― 

 

 教育行政機関による行政が、教育基本法の禁じる「不当な支配」に該当する場合があること

を、最高裁判所大法廷は、その学力テスト判決（1976年）において、次のように指摘している。 

 

「教基法一〇条一項は、その文言からも明らかなように、教育が国民から信託されたもので

あり、したがつて教育は、右の信託にこたえて国民全体に対して直接責任を負うように行わ

れるべく、その間において不当な支配によつてゆがめられることがあつてはならないとして、

教育が専ら教育本来の目的に従つて行われるべきことを示したものと考えられる。これによ

つてみれば、同条項が排斥しているのは、教育が国民の信託にこたえて右の意味において自

主的に行われることをゆがめるような『不当な支配』であつて、そのような支配と認められ

る限り、その主体のいかんは問うところでないと解しなければならない。それ故、論理的に

は、教育行機関が行う行政でも、右にいう『不当な支配』にあたる場合がありうることを否

定できず、問題は、教育行政機関が法令に基づいてする行為が『不当な支配』にあたる場合

がありうるかということに帰着する」（前引『判例時報』1976年7月11日号〈814号〉、p.43）。 

 

５ 本件教科書採択の違法性 

 

これまでみてきたとおり、現行教育基本法第16条は、教育基本法（1947年）第10条の規定す

る「不当な支配」の禁止をそのまま継承している。 

そうすると、上記今治市教育委員による本件教科書採択は、教育行政のあるべき限度を超え
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て学校教育に対する異常な介入となっており、憲法的自由の一環である教育の自由に対する侵

害となっているばかりでなく、学校という教育機関である教育の任に当たる教師のの教育専門

的裁量の範囲である教科書採択に対する乱暴な侵害となっていることは自明のことである。 

したがって、本件今治市教育委員による異常な教科書採択は、教育基本法の禁じている「不

当な支配」に該当する違法なものであるばかりでなく、教育行政機関の本来の在り方に照らし

て許されない性質のものであることは明白であり、違憲・違法とのそしりを免れないものとい

わなければならない。 

 

 教育委員会は、公立学校の設置者であり管理者でもある（学校教育法第２条及び第６条）が、

「教育」機関ではなく「教育行政」機関である。それゆえ自ら行政機関として一定の「節度」

をもって教育機関である学校に接しなければならない。本件教科書採択は、教育委員会がその

限度を超えて学校の教育内容に違法に介入しているものである。 

 

いうまでもなく学校教育法が「教諭は、児童の教育をつかさどる。」（現行法では第37条第

11項、この規定は第42条、第62条等、中学校、高等学校等に準用）と成立当初からこう定め、

現在に至っている。このことは、教師はもっぱら「教育」の任に当たるのであり、教師の重要

な役割の一つが、主たる教材である教科書はもちろん補助教材を含む教材選択の自由であるこ

とを意味している、といえよう。 

このことをILOユネスコの「教員の地位に関する勧告」（1966年）では、「教育の仕事は専

門職とみなされるべきである」（第6項）とした後、次のように確認しているのである（前引『ハ

ンディ教育六法2014年版』P.345）。 

 

「教育職は専門職として職務の遂行にあたつて学問上の自由を享受すべきである。教員は生徒

に最も適した教材および方法を判断するための格別に資格を認められたものであるから、承認

された教育課程基準の範囲で教育当局の援助をうけて教材の選択と採用、教科書の選択、教育

方法の採用などについて不可欠な役割を与えられるべきである。」（第61項） 

 

このように見てくると、主たる教材とされる教科書をはじめ、補助教材の選定・採択や使用に

ついては、教師がまさにその教育専門性を存分に発揮して、授業を担当する子どもたちの発達

段階等に配慮しながら自ら積極的に行う責務を有するものであることが分かる。 

 

 教育行政機関による行政、本件の場合は今治市教育委員独自の評価による教科書採択の結果

として、当該教科書無理やりに使用させることは、日本国憲法第26条の保障する「教育を受け

る権利」を侵害することにもなり、本来許されないことである。最高裁大法廷学テ判決におい

ても、「誤つた知識や一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制
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するようなことは、憲法二六条、一三条の規定上からも許されない」と次のように指摘してい

る。してみると、本件のような違法な教科書採択は、教師の教育の自由を侵害するとともに、

憲法第26条（教育を受ける権利）に違反するものといわなければならない。 

 

「政党政治の下で多数決原理によつてされる国政上の意思決定は、さまざまな政治的要因

によつて左右されるものであるから、本来人間の内面的価値に関する文化的な営みとして、

党派的な政治的観念や利害によつて支配されるべきでない教育にそのような政治的影響が

深く入り込む危険があることを考えるときは、教育内容に対する右のごとき国家的介入に

ついてはできるだけ抑制的であることが要請されるし、殊に個人の基本的自由を認め、そ

の人格の独立を国政上尊重すべきものとしている憲法の下においては、子どもが自由かつ

独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入、例えば、誤つた知識や一方的

な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制するようなことは、憲法

二六条、一三条の規定上からも許されないと解することができる」（前引『判例時報』1976

年7月11日号〈814号〉、p.42）。 

 

 繰り返しになるが、結論的に言うならば、教育行政の限界を超えた教育委員による教科書採

択及びその結果としての当該教科書の強要は、異常な学校教育への介入であり、教育の自由を

侵害し、教育基本法が禁じる「不当な支配」に該当する違法なものであると同時に日本国憲法

第26条が保障する「教育を受ける権利」を侵害する違憲の行為である。 

 

第７ 教育委員会の権限と予算執行権限 

 

以上みてきたことからも明らかなように、「教育行政」機関がその限界を逸脱し、学校 

において子どもたちが使用する教科書を教育委員らの独自の教科書評価で決定した本件 

教科書採択は、違法といわざるを得ず、これは教育委員会制度の基本的精神を蹂躙するもので

ある。教育委員会の権限及びその予算執行権限を理由として、これを免罪にすることは 

できない違法があることは明白である。 

したがって、違法な本件教科書採択は、予算執行の適正確保の見地からみても看過し 

難い瑕疵が存在するものと言わなくてはならない。 

以 上 

 
 


