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別紙１ 

「教育制度抜本見直し」は、戦前の反省にもとづく戦後教育制度の破壊 

 

一、国家目的に忠実な人間を育成することを可能とした戦前の教育制度 

 

１、戦前の教育制度の概要 

 

（1）天皇制中央集権国家（＝専断的国家） 

 

明治にはじまる日本近代国家は、大日本帝国憲法（以下「帝国憲法」）下、天皇を統治権

の総撹者、統帥権の保持者とする天皇制中央集権国家であった。 

 

 

（2）天皇を現人神とする国家神道（＝思想・信条・良心・信教の自由の制限） 

 

その天皇は同時に、皇祖皇宗の遣訓にもとづく道徳の権威の体現者とする皇室神道の一

神教的現人神であった。そして、その皇室神道のもとに全神社を一元的に再編した国教とし

ての国家神道の下、天皇は、真理と道徳を体現する神聖不可侵な存在であった。つまり、天

皇は、政治、軍事、祭祀の各大権を一身に保有する絶対的国家元首であった。 

村上重良（宗教学者）は、「国家神道の確立によって、記紀神話に依拠する、万世一系の

天皇が統治する万邦無比の国体という教義が、全国民に強制された。この国体の教義にもと

づいて、皇室祭祀を基準に、皇紀、一世一元制、祝祭日等が制定され、国旗、国歌等の公

式制度がつくられて、国民生活のすみずみにいたるまで、天皇制イデオロギーの浸透が図ら

れた」と述べている（『天皇の祭祀』（岩波新書）まえがき２頁）。また「教育勅語が国民にたいしてふ

るった絶大な強制力は、天皇の現人神としての宗教的権威に淵源していた。そこに掲げられ

た国体の教義と実践倫理の規範は、神聖不可侵で批判を許さない政治上の三権の所有者

である天皇の名において、国民にあたえられた。国体の教義を不動のものとして成文化した

教育勅語が、大日本国の国教である国家神道の経典としての機能を担った」と述べている

（『国家神道』138頁 岩波新書）。 

つまり、大日本帝国は、大日本帝国憲法と教育勅語および軍人勅諭をその精神的支柱と

して、天皇が道徳的価値の体現者であることで、人により異なる思想・信条・良心・宗教の自

由などを著しく制限し、侵害した。それは、大日本帝国は、近代国家における普遍的原則で

ある宗教的・思想的・政治的中立性を有していなかったことを意味している。このことが、明治

にはじまる日本の公教育のあり様の根本を次のように規定したのである。 

 

 

（3）国の教育支配と道徳中心教育（＝学問の自由などの制限） 

 

明治政府は、国家目的（政策）として富国強兵を掲げ、その強兵のために、徴兵制（国民

皆兵）を導入した。教育は、徴兵・納税とともに国民（臣民）の義務とされた。教育の目的は、

男子を兵士に、女子を兵士となる青年を育て、兵士を家で支える母親のための基礎教育と富
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国のための近代化を推し進めるための先端科学技術を導入するための高等教育と位置付け

られ、そのための近代教育制度を整えられて行った。 

教育の基本方針として教育勅語が天皇の詔勅として渙発され、公教育の中心教科を修身

（道徳教育）とすることで、教育勅語は、国家神道の経典のみならず、公教育における道徳規

範の絶対的位置を占めるようになる。それは、近代公教育の重要な原則である普遍的な真

理・事実にもとづく知識教育（真理教育）中心原則を著しく侵害することを意味し、かつ、人に

よって異なる道徳的価値の選択の自由を奪うことを意味している（選択教化的徳育（訓育）排除の

原則 別紙 2 参照）。このことは、知識教育（真理教育）の基礎を成す学問の自由を奪い、教育

の自由を制限することをも意味する。 

また、そのような教育を実施する教育行政の基本的事項を、帝国議会の協賛を経ず（法律

などはなく）、天皇の大権により発せられる「勅令（命令）」で定め、中央・地方に一元的に設

置された官吏の組織を通じて集権的に行い、しかも教員らの教育活動は、命令監視の権力

関係の下で行われた。このように、大日本帝国は、教育内容および教育行政を完全に支配し

ていた。 

こうして、学校教育は、天皇のために命を捧げる子どもたちを育成する場と化して行った。

この教育を実際に全国津々浦々で担ったのは、知事（一般行政官）や市町村長であり、天皇

制官僚機構の末端に包摂された教員らであった。 

 

 

２、戦前の教育制度が、侵略戦争の遂行を可能とした 

 

田中耕太郎（文部大臣、後最高裁長官）は、『教育改革指針』のなかで、明治にはじまる前記の

近代公教育に対して、次のような認識と反省を述べている。 

 

わが国が開始すべからず戦争を開始し、継続すべからず戦争を破壊の直前まで継続した大

きな罪悪と過誤とが、そのもとをたどれば結局のところ、明治以来の特に既往２０年間の国家

主義的・軍国主義的教育に胚胎していることは、今日識者の例外なく承認するところでありま

す。 

 

また、安川寿之輔（名古屋大学名誉教授）も、その教育が果たした役割を次のように述べてい

る。 

 

田中角栄元首相は「もし明治以来の教育がなかったならば、過去に見られるような大規模

な戦争はやり抜くことはできなかったろう」と語り、『太平洋戦争』（岩波書店）の著者・家永三

郎は「治安立法による表現の自由の抑圧」と並んで、天皇制「公教育の権力統制による国民

意識の画一化」が、「国民の意識の自由な成長と活動とを阻害することにより、無謀な戦争に

対する国民の下からの抵抗の素地を事前に摘みとっ」た、と述べている。つまり、天皇制教育

は、「国民の大多数の思想を軍国主義の方向に画一化する積極的役割」を演じることで、十

五年戦争（アジア太平洋戦争）を「阻止しえなかった決定的な条件」の一つを構成したという

のである。 

異なる立場の二人が共通しているように、天皇神聖＝大日本帝国絶対の教育の力なしに

は日本の侵略戦争の遂行は不可能といえるほど、教育は大きな役割を果たした。 
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（『学徒出陣』わだつみ会編 「教育史の中での十五年戦争と学徒出陣」70 頁 岩波書店） 

 

家永三郎（中央大学教授・当事）は、「国家権力が学校教育を通して国民意識を画一化し、国

民をできるだけ多く権力に忠実に協力する人間につくりあげていこうとする」とし、そのような教育

が、「我が国では、近代的学校制度の創設後まもないころから始まり、きわめて徹底した形で一世

紀にわたり継続したのであった」と述べている（『教科書裁判』1～2 頁日本評論社）。 

これらは、戦前教育制度が、国に忠実に協力する人間を育成し、あの忌まわしい侵略戦争に動

員したことを示している。 

では、人々は、具体的にどのようにその侵略戦争に動員されて行ったのであろうか。 

 

 

３、「軍国少年・少女」の育成現場と化した学校 

 

小学校のとき「上海事変」の爆弾三勇士を讃える旗行列に参加するなど「軍国少女」として育っ

た北村小夜（元教員）は、「戦争は教室から始まる」（『教材から見る皇民教育』）と自らの体験を語

っている。 

その学校教育の様子を岡田黎子は、「私の学童期はズーッと戦争中で『軍国主義教育』を受け、

戦争をする為の人間として育てられました」と述べ、日中戦争・アジア太平洋戦争の拡大に伴い、

学校教育をとおして子どもたちが「軍国少年・少女」に仕立てられていく様子を自作の絵と文で、

下記のように具体的に伝えている（『子どもたちの太平洋戦争』）。 

 

3.出征兵士（1937 年・昭和 12 年） 小学校 2 年 西大田村 

 日中戦争が始まると屈強の男子は兵士として召集されてゆきました。兵士が出征する時は

町をあげて見送り、生徒は授業を中止して全校生徒が日の丸の小旗を持って停車場や駅に

行き、万歳万歳と見送りました。出征兵士は、赤だすきや寄せ書きをした日の丸を肩にかけ

て勇ましく出発してゆきました。                                  （4 頁） 

 

6. 国民の心（1938 年～・昭和 13 年頃から） 小学校 3 年生頃から 

 学校には奉安殿という厳粛なたたずまいの小さな建物が運動場にありました。その中には

教育勅語と御真影が納めてあり、生徒達は登下校の際、この建物の正面に立って敬礼をしま

した。式典のある日には朝早く、教頭先生が礼服を着て、白手袋をはめ、桐の箱に入った教

育勅語をうやうやしく式場に運びました。運動場で遊んでいた生徒達は、その姿をみると直ち

に遊ぶのをやめて勅語に向って敬礼をしました。                       （7 頁） 

（注請願人：「御真影」 天皇・皇后の写真） 

 

11.閲兵分列（1941～・昭和 16 年から） 幸崎小学校 5～6 年生 

 開戦の年からは、昼食前に雨が降らない限り閲兵分列行進がありました。夏冬とおして木綿

の運動シャツ 1 枚で、裸足になり、全校生徒が運動場で 4 列縦隊で行進し、朝礼台に立つ教

師に対して「歩調とれ、頭右」をするというものです。・・・・略・・・・時折軍人が視察にきました。 

        （12 頁） 

 

12.町葬（1939 年～・昭和 14 年頃から） 幸崎小学校 3～6 年生 

 1939 年頃から戦死者の英霊が帰ってくるようになりました。私達は授業を止めて全校生徒
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が喪章をつけて、遺影と白木の箱の帰還を駅へ迎えに行きました。白木の箱を首からかけた

遺族のいたいたしさと、遺影の若い青年達の顔に心が痛みました。 

 戦死者の数は太平洋戦争になると徐々に増えていき、葬儀は町を挙げての町葬として行わ

れました。小学校の運動場に天幕が張られ、その下に英霊が安置されて、・・・・以下略・・・。 

                               （13 頁） 

 

 

４、軍事施設の「靖国神社」が果たした教育的機能 

 

 戦死者を祀った「靖国神社」は、子どもをはじめとする人々を侵略戦争に動員するうえで次のよう

な教育的機能を果たした。 

 

（1）施設「靖国神社」が果たした教育的機能 

 

靖国神社は、天皇に忠誠を尽くして死んだという一点の評価で、「英霊」として、戦死者を

祭神とする神社で、国教としての国家神道下、最高の社格の別格官幣社に列格された陸・海

軍省が所管する軍事施設であった。また、全国の市町村に建てられた忠魂塔・忠霊塔、学校

の奉安殿が、まちの靖国神社的施設（以下「まちの靖国神社」）の機能を果たした。 

これらは、侵略戦争の拡大に伴い戦死者が増大し、靖国神社への戦死者の合祀に止まら

ず、全国都道府県などに護国神社（内務省が所管）が創建され、戦死者のための記念碑建

立の動きがさかんとなり、その組織化に陸軍が乗り出し、財団法人大日本忠霊顕彰会が設立

（名誉会長は首相、会長は陸軍大将）され、事業方針として、忠霊塔の形式を一般から懸賞募集

の際に、文部省から各学校へ移牒され、全国の市町村ごとに一基の忠魂塔・忠霊塔が建て

られた。子どもたちは、この忠魂塔・忠霊塔で行われる式典などに動員され、学校の奉安殿

前で日常的に様々な式典がとり行われた。このように、靖国神社は、子どもたちにとって極め

て身近な軍事的施設として、かつ国家目的に沿った人間を育成する重要な教育的施設とし

て存在した。 

 

 

（2）教科書に記載された「靖国神社」が果たした影響 

 

義務教育の中心教科の『尋常小学修身書 巻四』（1920 年）は、「教育ニ関スル勅語」では

じまり、そして、「第一 明治天皇、第二 能久親王、第三 靖国神社、第四 志を立てよ、第

五 皇室を尊べ、・・・・第二十二 国旗、第二十三 祝日・大祭日、・・・第二十七 よい日本

人」と、まさに天皇中心主義で貫かれ、その「第三 靖国神社」には、次のように書かれてい

る。 

 

第三 靖国神社 

靖国神社は東京の九段坂の上にあります。この社は君のため国のために死んだ人々を

まつつてあります。春と秋の祭日には勅使をつかはされ、臨時大祭には天皇・皇后両陛

下の行幸啓になることもございます。君のため国のためにつくした人々をかように社にま

つり、又ていねいなお祭りをするのは天皇陛下のおぼしめしによるのでございます。わた



 5 

くしどもは陛下の御めぐみの深いことを思ひ、ここにまつつてある人々にならつて、君の

ため国のためにつくさなければなりません。                     （8～10頁） 

 

音楽（唱歌）の教科書にも「靖国神社」があり、歌詞は次のとおりである。 

 

四、靖国神社 

一、花は桜木、人は武士。 

   その桜木に囲まるる 

   世を靖国の御社よ。 

   御国（みくに）の為に、いさぎよく 

   花と散りにし人人の 

   魂（たま）は、ここにぞ鎮まれる。 

二、命は軽（かろ）く、義は重し。 

   その義を踏みて大君に 

   命ささげし大丈夫（ますらを）よ。 

   銅（かね）の鳥居の奥ふかく 

   神垣高くまつられて、 

   誉は世世に残るなり。 

（『新訂 尋常小学唱歌 第四学年用』「四、靖国神社」（12～13 頁） 

 

このように、靖国神社は、修身や唱歌（1941 年から音楽科と改められる）の授業において、天皇

のために死ぬことを尊ぶ教材となり、人々や子どもたちを侵略戦争に動員するうえで絶大な

機能を果たした。 

 

 

二、戦前の教育制度の反省にもとづく、戦後教育制度 

 

１、戦前の教育制度に対する反省 

 

（1）戦前教育の誤った教育理念・方針の反省と戦後教育への決意 

 

田中二郎（東京大学法学部教授、後、最高裁判事）は、「過去の誤った教育理念を打破し、教

育方針を除去するとともに、進んで正しい教育理念を確立し教育方針を明示することは、教

育者が混とんたる虚脱状態にある、今日、決して無用とは稱しえない」と、その決意を述べて

いる（戦後教育の基本である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き、立法

者意思を明かにした『教育基本法の解説』以下「解説」 序 4～6 頁 1947 年発行 文部省教育法令研究

会）。 

 

 

（2）戦前教育制度の「中央集権化」がもたらした弊害 

 

この「解説」で、明治にはじまる近代公教育の中央集権制度がもたらした弊害を、次のよう

に具体的に指摘している。 
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わが国では、明治五年に学制をしき、全国の教育制度を統一するとともに、教育行政上

の権能を中央政府に総括する主義を確立した。・・・中略・・・。しかしながらこの制度は、

地方の実情に即する教育の発達を困難ならしめるとともに、教育者の創意とくふうを阻

害し、ために教育は画一的形式的に流れざるをえなかった。又この制度の精神及びこ

の制度は、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

に時代の政治力に屈して、極端な国家主義的又は国家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なわれるに至らしめた制度であった。更に、地方教

育制度は、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させられてきたのである。このような教育行政が行なわれるところ

には、はつらつたる生命をもつ、自由自主的な教育が生まれることはきわめて困難であ

った。                                          （126～127 頁） 

 

 

（3）政治と教育の役割の違いにもとづき、教育への政治介入の制限 

 

「解説」は、政治の教育への介入をもたらした反省から、教育と政治の違いを次のように指

摘し、政治の教育への介入を制限する根拠を示している。 

 

民主主義の政治も民主主義の教育も、個人の尊厳を重んじ、国家及び社会の維持発

展は、かかる個人の自発的努力と責任によって可能であるという世界観の上に立ち、政

治はそれをいわば外形的現実的に、教育はそれをいわば内面的理想的に可能にする

ものである。しかし、政治と教育との間には一つの重大な相違点が認められなければな

らない。即ち、政治は現実生活ことに経済生活をいかにするかを問題とするものである

が、教育は現在より一歩先の未来に関係する。教育はあくまで未来を準備するのである。

社会の未来に備えることが教育の現在なのである。この政治と教育との本質的な相違か

らして、政治が現実的な力と大なる程度において妥協しなければならないのに対して、

教育は政治よりも一層理想主義的であり、現実との妥協を排斥するという結果が生ずる

のである。民主主義に則る政治は、政党の発生を必然的に伴い、政党間の競争と妥協

によって運営されるのである。教育はたとえ民主主義下においても、そのような現実的な

力によって左右されないことが必要なのである。そこで、政治と教育とが同じ国民全体に

対して責任を負う関係にありながら、その関係に両者差異が認められなければならない

のである。                                       （129～130 頁） 

 

最高裁は、この政治と教育の関係について次のように判示している。 

 

もとより、政党政治の下で多数決原理によってされる国政上の意思決定は、さまざまな

政治的要因によっ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っ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、
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例えば、誤っ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・・・。           （北海道旭川学力テスト最高裁大法廷判決、１９７６年５月２１日） 

 

 

（4）教育行政の任務と限界 

 

「解説」は、上記の教育の特殊性を前提に、「教育」と「教育行政」との文言を使い分け、教

育基本法 10 条第 2 項で、「教育行政の任務とその限界を定め」て、教育行政（教育委員会）

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」と述べている。そして、教育内容については、これま

で教員らの教育活動を監督指導（権力関係）していた地方教育政官（視学）の任務を、「監督

指導ということから脱して、『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「監督指導」（権力

関係）から脱して、教育の専門性にもとづき、指導助言（非権力関係）への転換を述べている

（131 頁）。この点について、先に最高裁判決は、従来の権力関係により、教員が「公権力によ

って特定の意見のみを教授することを強制されない」ために、教育の本質的要請に照らし、

教員の「一定の範囲における教授の自由が保障される」と、教員の教育活動における教授の

自由を認めている。 

 

 

２、戦前の教育の反省にもとづく戦後教育制度としての教育委員会制度 

 

以上の戦前の教育制度に対する反省にもとづき、再びその徹を踏まないための制度的保障と

して、戦後教育制度の格として、次のように教育委員会制度を法制化した。 

 

 

（1）教育行政の中央集権化から、地方分権化 

 

教育行政の中央集権制度を排除し、教育行政の分権化を図る制度保障として、教育行政

の分権単位を市町村（地方自治体）とした。 

 

 

（2）自治体からの独立性を有する教育委員会の設置 

 

政治の教育への介入を防ぎ、教育の中立性を確保し、教育の独立性・自主性を図る制度

保障として、自治体（首長）からの独立性を有する行政委員会として、教育委員会（教育行政

機関）を設置した。また、特定の政治的信念や個人の価値観にもとづく「独断的」決定を排除

するために、教育委員を複数とし、合議により意思決定を行う制度を採用した。さらには、教

育方針の継続性・安定性の観点から、一度に委員の交代を避ける制度などを採用した。 
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（3）教育委員会の任務（教育環境整備）と限界（教育の専門性） 

 

教育委員会の任務を、「教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立」とし、その

限界を定め、教育委員会が、教育の内的事項（教育内容）に立ち入ることを制限した。教育

をつかさどるのは、教育の専門性を有する教員とし、教育の主体である子どもの教育を受け

る権利（学習権）を保障し、教育を教員と一人ひとりの子どもとの人格的接触をとおして、高

度の専門的知識と経験・見識と判断にもとづき行われる保障として、教員の教育活動を視学

の監督指導（権力関係）下から指導助言（非権力関係）制度とし、教員の教授の自由を保障

した。 

 

 

三、「教育制度抜本見直し」は、戦前の反省にもとづく戦後教育制度を破壊する 

 

「教育制度抜本見直し」は、首長が直接任命・罷免できるその教育長を、教育委員長の代わり

に地方教育行政の責任者とし、教育委員会を教育長の「諮問機関」とする。それは、首長を頂点と

する行政機構内の命令系列に、教育行政機構を位置付けることを意味する。つまり、首長の意向

が教育行政に直接反映される制度を認めることで、行政権力（首長）からの独立性を有する行政

委員会制度の根本原理の破壊を意味する。 

政治原理と教育原理は、異なる。「教育制度抜本見直し」は、その異なる政治原理から教育原

理への介入を認めることを意味する。特定の政党的信念や個人の価値観にもとづく「独断性」や

「専制」を防ぐ合議制から、首長が単独で判断し決定する「独任制」執行機関（首長を頂点とする

行政機構内部の命令系列）の下に、教育行政機関、教育機関（学校）が置かれる。 

首長の意向が直接教育行政に反映する制度を採用することは、首長の交代により、教育方針

が劇的変化する可能性に道を開き、教育の安定性・継続性を欠く可能性を有する制度を選択す

ることを意味する。 

自民党教育再生実行本部の「中間とりまとめ」には、教員免許制度の「改革」や勤務成績評定

の徹底などの教育公務員特例法の「改正」がある。これによって、免許管理者である教育長は、教

員免許を失効させることができ、首長の直接的命令系列下にある教育長を介して、教員は、首長

の直接的命令系列下に置かれる。つまり、首長の意向が、教育行政に及ぶだけでなく、直接教育

内容にも及びことを意味する。それは、教員らの教育活動が、権力関係のない指導助言体制から、

戦前の監督指導体制へと回帰することを意味する。 

前記の教育委員会制度の（1）から（3）の三つの制度的保障は、相互に補完し、一体としてその

機能を果たし、教育の自主性・独立性を保障するものである。つまり、一つでもこの制度の機能を

失えば、教育の自主性・独立性が失われ、戦後教育制度の基礎をなす教育委員会制度の事実

上の解体を意味する。それは、同時に、戦前の教育が果たした不の歴史認識の忘却をも意味す

る。 

このように、「教育制度抜本見直し」は、苦い体験・教訓にもとづき、教育の自主性・独立性を保

障するために制度化された多くの歯止めを破壊する。それは、教育自体が人権のひとつであり、

かつ他の人権を実現する不可欠な手段であるとする長年かけて形成してきた教育条理を破棄し、

国家目的に忠実な人間を育成するための教育の復活を法制度として許すことになる。それは、絶

対に許されない。 

以上 


