
 

Instructions for use

Title 学校における　「日の丸」　「君が代」　問題の憲法・教育法学的検討　：「囚われた」　子どもの人権保
障のために

Author(s) 新岡, 昌幸

Citation 北大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナル, 10, 235-264

Issue Date 2004-01

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/25391

Type bulletin (article)

File Information 10_P235-264.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


学校における「日の丸J r君が代」問題の

憲法・教育法学的検討

一一「囚われた」子どもの人権保障のために一一

目次

にい おか まさ ゆき

新 岡昌幸

はじめに ・・……………...・ H ・H ・H ・..…………...・ H ・..……...・ H ・.....・ H ・..…...・ H ・237

第 1章 「日の丸J I君が代」の「強制」と学習指導要領

「学習指導要領」の憲法・教育法学的検討一一 ….....・ H ・.....・ H ・H ・H ・...237 

第 1節問題状況の概観…....・ H ・..……・…… H ・H ・-…....・ H ・.....・ H ・....・H ・237

第 2節学習指導要領の法的検討 …・……...・ H ・....・ H ・......・ H ・..…… H ・H ・..238 

1 I学習指導要領」とは …・・………...・ H ・.....・ H ・.....・H ・...・ H ・.......・ H ・238

2 I学習指導要領」の「法的性質」の有無 ……………………...・H ・..238 

第 2章 「日の丸J I君が代」強制問題に関する憲法・教育法学の対応 …… 241 

第 1節従来説の対応 …ー…・…………....・H ・....……....・ H ・H ・H ・..…・・…..241 

第 2節近時の憲法学の対応・………………...・ H ・........・ H ・...........…… 242

1 西原博史の議論 ….....・ H ・......・ H ・...・ H ・H ・H ・....……・・・ H ・H ・-…...・ H ・.242 

2 佐々木弘通の議論 ……………・・…………………・・・・ H ・H ・..……・….243 

第 3章 子どもの「思想・良心の自由」と「日の丸J I君が代」 …・・……….245 

第 1節 「思想・良心の自由」とは? ………...・ H ・..……...・ H ・..………… 245

1 概説 ・…....・H ・....・ H ・-… H ・H ・......・H ・...……・・・……・・…...・ H ・-…… 245

2 I思想J I良心」 の意味 ……….....・ H ・....…・・…-…...・....……・-…・・・ 245

第 2節 「思想・良心の自由」の保障領域ないし射程

一一「日の丸」敬礼「君が代」斉唱問題は，憲法 19条の

保障する「思想・良心の自由」の射程の問題と言えるか? … 246 

第 3節 憲法 19条の保障する自由ないし権利と「日の丸J I君が代」

子どもの「思想・良心の自由」の実効的な保障のために …… 247 

1 I思想」を理由とする不利益取り扱いの禁止と「日の丸JI君が代J 247 

2 I沈黙の自由」と「日の丸J I君が代」 ……...・ H ・..………ー……….248 

3 国家による特定の「思想」の強制の禁止と「日の丸JI君が代」 … 250 

第 4節 子どもの「思想・良心の自由」の保障と学校の責務

一一小J舌にかえて一一 ………………...・H ・..….....・ H ・..…...・H ・....・・…..254 

235 



236 

1 学校の義務一一「実施する側」の責任論 ....・ H ・.......・ H ・....…・ 254

2 I実施する側」としての教師の責務

最も身近な「侵害者」へ一一 ……...・ H ・-…...・ H ・..…....・ H ・..… 254

おわりに ……………...・ H ・..…………...・ H ・H ・H ・..………...・ H ・.......・ H ・..……. 255 

註 ....・ H ・-…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…...・ H ・...… 255 



学校における「日の丸J '君が代」問題の憲法・教育法学的検討

はじめに

本稿は，公立学校(以下 i学校」とする場合も

この意味)における，卒入学式での「日の丸」敬

礼「君が代」斉唱問題について i日の丸J i君が

fi;J に対峠させられることによって，自己の形成

されつつある思想・良心との衝突に苦悩する子ど

もの基本的人権を守るために，憲法・教育法学上，

どのような論理が成り立ちうるかを検討するもの

である。とかし「日の丸J i君が代」と言えば，

それらが持つ価値内実(天皇制や侵略の歴史)の

みを問題視して(したがって，この立場からは，

「日の丸J i君が代」以外の，別なハタ・ウタであ

れば，問題は解消されることになる)，賛成か反対

かといった二者択一の議論が展開され，そこで苦

悩する子どもの精神的自由をどう保障するか，と

いう問題は，しばしば議論のらち外におかれてき

た。しかし，本稿はそのような立場を採らない。

以上の認識から，まず i第 1章」では，教職員

の処分を伴いながら展開されてきた「日の丸J i君

が代」の学校現場への「強制」が，どのような根

拠に基づいて行われてきたのか，それについての

法的検討が試みられる。続く「第 2章」では，そ

のような「強制」に対して，従来の憲法・教育法

学は，子どもの精神的自由を守るための有効な処

方筆を提示してきたのかどうか，また，近時の憲

法学での議論やそれが抱え持つ問題点についても

論じられる。そして，ここまでの議論を踏まえて

展開される「第 3章」では，憲法 19条の定める「思

想・良心の自由」から，子どもにどのような権利

ないし自由が保障されているのかが検討される

が，それと同時に，これまでの憲法 19条論が抱え

持つ問題点を指摘し，それを克服する憲法 19条論

の展開も試みられる(それは，学校・教師は，憲

法上，子どもの「思想・良心の自由」を侵害しな

いために，何をしなければならないか あるい

は，何をしてはならないかーーを明らかにする作

業でもある)。それでは，以下，検討を始めること

にしよう。

第 1章 「日の丸J r君が代」の「強制」と学習指

導要領

ー←「学習指導要領」の憲法・教育法学的検討

第 l節問題状況の概観

教育行政による，教職員の処分を伴いながらの

「日の丸J i君が代」の「強制」は， 1977年学習指

導要領の改訂を契機として顕著になってきた(学

習指導要領による「日の丸J i君が代」の国旗化・

国歌化)。しかし i沖縄，京都，東京，神奈川な

どの都市部では，文部省が意図する結果が得られ」

なかったことから(1)， 1985年 8月 28日，当時の文

部省初等中等教育局長高石邦男は，各都道府県・

指定都市教育委員会教育長に対して i公立小・

中・高等学校における特別活動の実施状況に関す

る調査について(文初小第 162号)J (いわゆる「徹

底通知」。以下同じ)と題する通知を発出し，卒入

学式での「日の丸」掲揚「君が代」斉唱の徹底を

図る。結果，各都道府県では i日の丸」掲揚と「君

が代」斉唱の実施率が一気に増加する(九

「徹底通知」を受けて，例えば，北九州市教委は，

1986年 i国歌」斉唱時には「児童生徒及び教師の

全員が起立して，正しく心を込めて歌う」ことな

どを含めた「指導」を行う(以下「四点指導」と

いう)。これ以後，北九州市では，この「四点指導」

に従わない教職員を処分し続け， 1987年 7月初

日「国歌斉唱時不起立」の教員 7人に対する i訓

告処分J (事実上の懲戒)を皮切りに，懲戒処分で

ある「戒告J (昇給延伸 1ヶ月)，そして， 1999年

には「減給 1ヶ月」と重い処分へとエスカレート

していく (3)。

北海道においては， 1985年 9月 28日以来，北海

道教職員組合と北海道教育委員会との聞で，①「日

の丸・君が代」に関しては，強制し懲戒に及ぶよ

うなことはしない，②校長と教職員が事前に話し

合い，あくまでも共通理解が必要などとする「確

認」がなされている同。

しかし， 2000年 3月及び4月，小中学校の卒業

式・入学式で，帯広緑園中学校などの教職員が「国

歌斉唱」に抗議して一時退席し，同年9月に十勝
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管内 15校と空知管内 1校の北海道教職員組合分

会長計 16人が「訓告処分」を受けるに至る(町。さ

らに，札幌市教育委員会は，同年9月 18日付けで，

市立学校の全校長に対し「事実上，日の丸・君が

代の完全実施を求める職務命令」を出すに至る(九

2001年 3月の卒業式では I君が代」のテープの

入った音響機器のスイッチを止めた，などとして，

倶知安町立中学校教諭が I戒告」を受けるに至り，

現在，北海道人事委員会に不服申立てを行ってい

る(九また，この年 I訓告」を受けた教職員は 87

名(うち校長 1名，教頭 1名。「国旗」の無断引き

下ろし・持ち去り行為。北教組主催の「集会ビラ」

を児童生徒に配布した行為)に上る(町。

2002年 3月の，道立高校における卒業式では，

学校側の一方的な「君が代」導入に反対する，北

海道札幌南高校の生徒たちが，子どもの権利条約

12条で保障されている「意見表明権」が侵害され

たとして，札幌弁護士会に人権救済の申立てを

行った。同弁護士会は，学校側が子どもの意見表

明権を侵害している，とする「勧告」を出すに至っ

ている (9)。

また，苫小牧市立明倫中学校では I学校だより」

の紙面上で，卒業式で子どもが起立をしないのな

らば，事前に学校に連絡をするよう父母らに呼び

かけていた，という事例も報じられている (10)。

教職員の処分をともなって展開されてきた「日

の丸J I君が代」の学校現場への「強制」は I国

旗及び国歌に関する法律J(以下 I国旗・国歌法J)

の成立後，一層強まってきた傾向もある。しかし，

教育行政による執劫な「指導」を支える直接的な

ものは I国旗・国歌法」ではなく，文部科学省の

告示である学習指導要領の規定なのである。そこ

で，本稿では，学習指導要領とは何か，そして，

それによって I日の丸J I君が代」を「強制」す

るとことが可能なのかについて，以下，検討する。

第 2節学習指導要領の法的検討

r学習指導要領」とは

「学習指導要領」は，アメリカにおいて教師の教

育活動上の手引きとされているコース・オブ・ス

238 

タディ(courseof study)を模範として. 1947年

から作成され(11)，教師が学習指導を行う際の拠り

所とされるとともに，教科書の編纂や検定，入学

試験問題の作成の基準とされているものである。

1947年，戦後，はじめて出された「学習指導要

領一般編」は，現在のように文部科学省「告示」

という形式は採らず I試案」とされ，教師に画一

的な内容の教育を施すようなことを求めるもので

はなしあくまで教師の「手引き」としての性格

として出されたのである (12)。

このような姿勢は. 1951年版まで維持される

が I道徳教育」を復活させた 1958年版の「学習

指導要領」の改訂では，これを文部省「告示」と

して官報に掲載することになる (1九文部省は，こ

れを契機として I学習指導要領」の法的拘束力を

殊更に強調するようになるのである。しかし，学

習指導要領に法的拘束力が認められるか，という

ことについては，慎重な検討を必要とする。

2 I学習指導要領」の「法的性質」の有無

(1) I学習指導要領」の「法的拘束力」に関する行

政解釈

文部科学省は I学習指導要領」に「法規として

の'性質」ないし「法的拘束力」が認められる根拠

として，次のようなものを挙げる。第一に I学習

指導要領」は，文部科学省の「告示」として官報

に公示されているものであるから，法的拘束力を

有する，というものである。第二に，学校教育法

20条が「小学校の教科に関する事項は・…・・文部科

学大臣が，これを定める」とし，その委任を受け，

文部科学省令である学校教育法施行規則 25条が

「小学校の教育課程については...…文部科学大臣

が別に公示する小学校学習指導要領によるものと

する」として再委任していることから I学習指導

要領」には「法的拘束力」があるのだ，というも

のである(凶。第三に I学習指導要領」に法的拘束

力があることは，旭川学力テスト事件最高裁判決

及び伝習館事件最高裁判決においても，明らかに

なっている，ということを根拠とするものであ

る(15)。



学校における「日の丸J '君が代」問題の憲法・教育法学的検討

(2) 行政解釈に対する批判的検討

学説と判例

① 第一の根拠に対して

「告示」は，行政法学では，国家行政組織法 14条

1項に基づいて「行政機関がその意思や事実を広

く一般に公示する方式}日)であり，その内容も

様々で，-法規命令，行政規則，一般処分，営造物

規則，たんなる事実上の通知など}17)があるから，

「告示」の形式を採ることによって当然に法的拘束

力が生じるとは考えられていない(1九また，公害

対策基本法 9条に基づいて環境庁長官がした「二

酸化窒素に係る環境基準」についての「告示J (環

境庁告示第 38号)に法的拘束力があるかが争われ

た「二酸化窒素環境基準告示取消請求事件」の東

京高裁判決(19)でも，-告示」は，政府が公害対策を

推進するための政策上の達成目標ないし指針を一

般的，抽象的に定立する行為であり，法的拘束力

はないと判示されている。なお，この判決は確定

している。

また，上述した東京高裁判決でも明らかなよう

に，各行政庁から出された「基準」や「要領」が，

法律の根拠を有するものであったとしても，その

ことをもって当然に「基準」や「要領」に「法的

拘束力」が付与されるわけではない，とされてい

る。したがって，学習指導要領が学校教育法に根

拠するからといって，当然に法的拘束力が認めら

れるわけではない。

② 第二の根拠に対して

これは，国家が，教育内容に関して，どのよう

な範囲・程度において関与できるのかという問題，

あるいは，学校教育法が，同法施行規則・学習指

導要領に，教育に関する事項のうち，教育内容に

ついて規定することを委任しているかどうか，と

いう問題と関わる。

この点，まず教育法学説を見ると，国家の教育

内容に関する決定権能を認めない学説が大勢を占

めている。そのような立場に立つ代表的な学説に

よれば，学校教育法 20条が，文部科学省令である

同法施行規則 25条に委任しているのは「教科に関

する事項」であり(したがって，教科以外の事項

についての基準設定権は，文部科学大臣にはな

い)，法律がそのように委任事項を限定しているに

もかかわらず，同法施行規則 25条が，これを「教

育課程」と広く解して規定していることから，同

法施行規則自体に学校教育法 20条の委任を越え

た違法があり無効である，とされる (2九ただ，こ

の学説に対しては，学校教育法 20条の「教科に関

する事項」を，教育学上の「教科」の意に限定的

に解すことが可能かどうか，疑問がある (2九しか

し，教科に関する事項」を「漫然と広く文理解釈

することは許され」ない(22)。

では，教科に関する事項」として，文部科学大

臣が決することができる適法な事項とは，いかな

る事項なのだろうか。教育法学の通説たる「学校

制度的基準説」によると，それは，学校の「施設

設備，学校組織規模(学校・学級規模，教職員数)

・…一学校教育組織編制(入学・卒業資格，教育編

制単位)……教科目名等」の学校制度的事項に限ら

れ(m，したがって，学習指導要領には，この学校

制度的事項を越えた「各教科をはじめ学校教育活

動の内容にわたる基準が記しである以上，……そ

の法規性は教育法制上当然に認められうるもので

はない」とされる(制。

この点，先の旭川学力テスト事件最高裁判決聞

が，国は「憲法上・教育内容についてもこれを決

定する権能を有する」としていることから，教育

法学説との希離は小さくない。しかし，最高裁は，

国が憲法上教育内容に関する決定権能を有すると

しても，それは一定の要件を満たす限りで認めら

れるものである，としていることに留意する必要

がある。すなわち，国に教育内容に関する決定権

が認められるのは，1)親，私立学校，教師それ

ぞれの「教育の自由」の領域以外の領域であって，

2)'必要かつ相当と認められる範囲」内において，

であるとされる。

以上の要件を満たし，国に教育内容に関して決

定する権能が認められるとしても，最高裁は，さ

らなる制約条件を国に課しているのである。すな

わち， 3) ，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な介入……は許
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されない」という制約である。なぜこのような制

約が必要なのか。最高裁によれば，教育は「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」く，教育に……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……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」と考えられるから，で

ある。また，最高裁の言う「子どもが自由かっ独

立の人格として成長することを妨げるような国家

的な介入」とは，誤った知識や一方的な観念を子

どもに植え付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」を指し，このような国家的

な介入は「憲法 26条，憲法 13条の規定上からも

許されない」とする。

多数決原理に基づいた議会制民主主義の政治シ

ステムを採用する以上，国家の教育政策も，それ

が単なる多数政党の教育政策，したがって，単な

る一つの私的政党の教育政策に他ならないか

ら(2ヘ常に教育は，そのような党派的な政治的観

念や利害に支配される危険性がある。「日の丸I君

が代」の教育行政による執助な '1旨導」も，政権

を担っている政党の政策に沿ったものとの誇りを

免れ得ない(2九

そうだとすれば，教育行政の「指導」によって

各地の学校で「日の丸j ，君が代」掲揚斉唱率が一

斉に急増したことは，まさに，旭川学力テスト事

件最高裁大法廷判決が禁じた教育に対する党派的

な政治的観念・利害による支配であり，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，一方的な観念の押しつけをする国家的介

入であると言わざるを得ず，学校教育法が文部科

学大臣に決定することを許した権能の範囲を逸脱

した違法であり，そのような執揃な「指導」を続

けることは，憲法 26条，憲法 13条違反だとの結

論が導かれる。

③ 第三の根拠に対して一一伝習館高校事件最

高裁判決と旭川学力テスト事件最高裁判決と

の関係一一

文部科学省は，高等学校学習指導要領(昭和 35
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年文部省告示第 94号)は法規としての性質を有す

るとした原審の判断は，正当として是認すること

ができ，右学習指導要領の性質をそのように解す

ることが憲法 23条，憲法 26条に違反するもので

ないことは，最高裁昭和 43年(あ)第 1614号同 51年

5月21日大法廷判決(刑集 30巻 5号 615頁)の

趣旨とするところである」とした伝習館高校事件

最高裁判決側を根拠に，学習指導要領の法的拘束

力を正当化してきた。伝習館高校事件最高裁判決

は，最高裁昭和 43年(あ)第 1614号同 51年 5月 21

臼大法廷判決j，すなわち，旭川学力テスト事件最

高裁大法廷判決を引用しているわけである。した

がって，学習指導要領に法的拘束力を，同大法廷

判決が認めているのか，確認しなければならなし、

この点，旭川学力テスト事件最高裁大法廷判決

は，学習指導要領は「全体としてはなお全国的な

大綱的基準としての性格をもつものと認められ

る」と判示しているものの(傍点は引用者)，それ

に「法規としての性質」ないし「法的拘束力」が

認められる，とは一切述べていない。さらに，判

例は，学習指導要領の一部分を取り出して，そこ

に法的拘束力を読み込むことは勿論，大綱的基準

としての'性格」をも認めているわけではない。ま

た，学習指導要領に「全体として……なお全国的

な大綱的基準としての性質」が認められるのは，

1)'教師に創造的かつ弾力的な教育の余地」や「地

方ごとの特殊性を反映した個別化の余地が十分に

残されて」いること， 2) ，教師に対し一方的な一

定の理論ないしは観念を生徒に教え込むことを強

制するような点〔が〕全く含まれていない」こと，

といった二つの要件が満たされていることを，同

判決は要求している。当時の学習指導要領は，こ

の二つの要件を満たしていたことから，全体とし

て……なお全国的な大綱的基準としての'性質」が

認められたのである。

この当時の学習指導要領(1968年版)では，日

の丸j ，君が代」に関する記述は，国民の祝日な

どにおいて儀式を行う場合には，児童に対してこ

れらの祝日などの意義を理解させるとともに，国

旗を掲揚し w君が代」を粛唱させることが望まし
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い」という柔軟な表現であった(傍点は引用者)。

この時でさえ，同判決は，ある程度詳細で教師を

強制する趣旨のものかどうか疑わしいものもあ

る」と懸念を示している(ただし，同大法廷判決

は，具体的に学習指導要領のどの条項が「疑わし

い」のか，示していない)。

したがって，現行の「学習指導要領J(1989年版)

においては，周知のように，入学式や卒業式など

においては，その意義を踏まえ，国旗を掲揚する

とともに，国歌を斉唱するよう指導するものとす

る」とされていることから，望まししユ」というよ

りは強制的色彩を強めたことは疑いない(2九事

実， 1989年度版学習指導要領実施後，日の丸J'君

が代」問題で懲戒処分及び事実上の懲戒を受けた

教職員は， 1990年度 118名， 1991年度 220名と

なっており，新要領実施前の 1989年度においては

12名で， 1991年度との比較では，約 18倍の急増

である (30)。

このような事態を招く学習指導要領は，もはや，

1)'教師に創造的かつ弾力的な教育の余地」や「地

方ごとの特殊性を反映した個別化の余地が十分に

残されて」いること， 2) ，教師に対し一方的な一

定の理論ないしは観念を生徒に教え込むことを強

制するような点〔が〕全く含まれていない」こと，

といった最高裁大法廷判決の示した要件を大きく

逸脱するものであり，ある程度詳細で教師を強制

する趣旨のものかどうか疑わしいものもある」と

の疑念は，現実のものとなった，と言ってよい。

したがって，私は，このような点を含む学習指導

要領は，もはや，全体として……なお全国的な大

綱的基準としての性質」を持ち得ず，これを「合

理的な基準の設定として是認することができるも

のと解するのが，相当である」とは言えない，と

結論付ける。これは，最高裁大法廷判決の論理か

ら言って，当然の帰結である。

(3) 小括

以上の検討から，現行の学習指導要領は，全体

として大綱的な基準としての性質をも持ち得ず，

その一部分の条項を根拠に，日の丸J '君が代」

の執揃な「指導」をすることは，違憲の詩りを免

れ得ないことが明確になった。しかし，学校現場

においては，この学習指導要領を根拠とした，教

育行政による「日の丸J '君が代」の執助な'1旨導」

が行われている。したがって，本稿では，まず，

憲法・教育法学説が，この状況に対してどう対応

してきたかなどを見，その後.，子どもの「思想・

良心の自由」の観点から， この執揃な '1旨導」に

対して，憲法上，どのような対抗の論理が考えら

れるか，以下，検討する。

第 2章 「日の丸J r君が代」強制問題に関する憲

法・教育法学の対応

第 1節従来説の対応

「日の丸J '君が代」の「強制」問題は，何も「国

旗・国歌法」が制定されてから突如として出てき

た問題ではない。長年にわたって学校に紛争をも

たらしている「日の丸J '君が代」の「強制J問題

を，憲法学や教育法学はどのように受け止めてき

たのだろうか。紙面の都合上，その概観だけを述

べるにとどめる。

まず，従来の教育法学の対応であるが，意外に

も，日の丸J '君が代」問題について論じた論文

はそう多くはない(3九その中でも，比較的早い段

階で， 1977年の学習指導要領の改訂で「君が代」

が国歌と明記されたことに伴い書かれた野上修市

の論文聞の検討枠組みでは，君が代」が事実上国

歌として扱われることによって，重大な憲法侵害

(思想・良心の自由の侵害)を引き起こすのは，ま

さに明示の法的根拠を持たないからであり(日)，そ

れが満たされたならば，重大な憲法侵害は起きな

い，ということになる。本稿の立場から言えば，

学校における「日の丸J '君が代」強制の核心的問

題は，多様な価値観を持った子どもが併存する公

立学校での「日の丸J '君が代」の「指導」が，子

どもの「思想・良心の自由」を侵害するのではな

いか，ということであって，国旗や国歌の内容の

憲法適合性，あるいはそれらの法的根拠の有無と

いう次元に問題の本質はない，と考えるのである。
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次に従来の憲法学の対応について見ることにす

る。従来の憲法学の主要な体系書では r日の丸」

「君が代」が r天皇制」とのかかわりで r元号法」

問題と共に論じられているものがあるに過ぎ

ず(制，学校現場での「強制」という観点、から，子

どもや親，教師の「思想・良心の自由J との関係

で論じられたものは皆無であった。 1985年，先に

も述べた「徹底通知」の発出を契機として，学校

現場に対する「日の丸J r君が代」の「指導」とい

う名の「強制」が，教職員への処分を伴いながら，

急激な強まりを見せる。だが r憲法解釈を主流と

する憲法学界では，現実に，日の丸や君が代を国

旗・国歌と呼んで「学校の入学式や卒業式などで

掲揚し，斉唱するよう，指導するものとする」と

新しい学習指導要領は (1989年)が書き，それへ

の法的見解を求められていても，あまたある憲法

教科書のほとんどが，解答を用意」していないと

いう状況であった(3九

以上，従来の憲法・教育法学説を概観した。学

力テスト事件や教科書検定を巡る裁判を舞台にし

て，とりわけ教育法学から「華々しく」主張され

た「国民の教育権」論は r日教組に代表される教

師の実践運動が高揚を見せていた 1960~70 年代

に……，文部省由来の権利侵害状況を防げる枠組

みJ(36) としては一定程度効果的だったかもしれな

い。しかし，子どもや親の「思想・良心の自由」

を侵害する危険性を苧む問題だとの指摘が早くか

らあったにもかかわらず(3九いずれの従来説も，

「日の丸J r君が代」を受け入れることができない

子どもの「思想・良心の自由」を守る，というこ

とに焦点を当てた議論を展開してきたとは言い難

い状況であり (38)，「思想・良心の自由」など「およ

そ人間社会のすべての分野で実現されなくてはな

らない…・・・憲法上の『一般人権」を，何とか学校

教育において貫かせていく努力」が求められてい

るのである (39)。

第2節近時の憲法学の対応

「国旗・国歌法」が制定された 1999年以降，憲

法学では r日の丸」敬礼「君が代」斉唱が実施さ
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れる卒入学式に出席する者たちの精神的自由との

関係から聞い直されて，様々な論文が世に出され，

主要な体系書においても記述が見られるように

なった。そこでの議論は，ある集団が同じシンボ

ル，同じリズムに身を委ねることの危険性(40)や，

「ノ、タJ rウタ」に対して「直立し礼を尽くすかど

うかは各人が自己の良心に従って判断すべき問

題}41)ということが前提とされ，そのような場(と

りわけ卒・入学式)に，事実上の強制を伴って子

どもを追いやり r日の丸」敬礼「君が代」斉唱が

実施されるならば，子どもをはじめとする出席者

の精神的自由を侵害する，というものである。こ

のような問題意識から，学校現場における「日の

丸J r君が代」の「強制」問題について，積極的に

議論を展開するのが，西原博史と佐々木弘通であ

る。そこで，以下，両氏の議論を概観しておくこ

とにする。

| 西原博史の議論

(1) 主観法レベルでの検討

西原は r良心の自由」が現在の憲法学において

「すでに獲得されたものとして軽視される傾向」に

あるけれども，個人の自律の基礎たる良心の自由

が，国家からそうたやすく侵害されることのない

「当然の権利と言えるのか」は疑問であって r良

心の自由」に対する「壊滅的な打撃を加える事例

は，可能性として排除できない」とし(42)，その事

例として，公立学校制度をあげる。憲法が「良心

の自由」を保障する意義は，西原によれば r良心」

を「最終的には個人に倫理的自律の可能性を保障

することを通じて秩序を確保しようとする社会に

おいては，その自律の基礎にある」ものであり，

「国家が過度の干渉を加えることは許され」ず，そ

れ故 r良心の自由」は「自律の基礎にある良心の

不可侵」として憲法で保障されているのだ，とい

ぷ (43)
ノ O

以上のような「良心の自由」の位置づけから，

西原は，まず，卒入学式での「日の丸J 掲揚「君

が代」斉唱の「強制」が，子どもの「思想・良心

の自由」を侵害するかどうか検討する (r主観法レ
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ベル」での議論)川)。そして I~君が代』を歌うこ

とには信仰告白行為としての意味」があれそれ

が反対する者の思想-良心と相容れないものであ

るから，彼らの「思想・良心を直接に侵害する }45)

のだ，と主張される。そうだとするならば，学校

は「反対している児童・生徒に対して……参加が

強制されないような制度的仕組みを用意」しなけ

ればならず(4ヘ着席，退席，不参加などの「拒否

権」が，子どもに保障されなければならない，と

いう (4η。そして，この「拒否権」は，行使の「可

能性が保障されねばならず，拒否権行使に事実上

あるいは法的な不利益が結びついていてはならな

し>J とされる (48)。

ともあれ I主観法レベル」からは I~君が代』

の斉唱を強制されることにより，自己の思想・良

心を侵害される，あるいは，思想・良心の自由な

形成が妨害されると訴える者に対しては，歌うこ

との強制は憲法上許されない}49)ということにな

る(50)。

(2) 客観法レベルでの検討

次に，西原は I思想・良心の自由」を保障した

憲法を持つ国家には，信条的問題について中立性

が求められているのであり，個人の「思想・良心

の自由」を侵害するかどうかとは別次元で，そも

そも国家は I愛国心」の養成のために「日の丸」

敬礼「君が代」斉唱を求めることが許されるのか，

ということを問題にする。これが「客観法レベル」

での議論である。

第一に I特定内容の道徳的・イデオロギー的な

立場を受け容れさせることそれ自体を目的とした

働きかけは，国家の信条的中立性という原理の下，

国家や学校に対して憲法上禁じられる」こと，第

二に「何らかの価値観を含んだ教育内容を，他の

選択肢を排除しながら一面的に提示して，特定の

態度を生じさせようとするイデオロギ一的教化

は，寛容の原理の下，憲法 19条の客観法的意義に

反する」というこつの要件を示し(51)，結果，現在

の学校における「君が代」斉唱指導は I国民個人

の愛国心に直接介入し，これを操作しようとする

行政の意思」に支えられて実施されているという

疑念があり，こうした状況で展開されている『君

が代」斉唱指導は，憲法違反である疑いが極めて

強い，と結論付ける(問。

また，以上に概観した「君が代」斉唱の強制に

関する 19条論は I日の丸」掲揚・敬礼指導にも

あてはまる，とする (53)。

2 佐々木弘通の議論

(1) 議論の前提一一西原の見解に対する批判をは

じめとして一一一

西原に続いて，学校現場における「日の丸J I君

が代」問題，とりわけ「君が代」斉唱問題につき，

憲法 19条から詳細な検討を加えたのが佐々木弘

通である(問。佐々木によれば，西原の展開する，

憲法 19条の「主観法レベル」の議論につき，二つ

の疑問を提示する。それは，第一に「憲法論とし

ては強制』の意味が広げられすぎてはいないか」

という点，第二に「自らの思想良心の自由が侵害

されたと主張する個々人に対して個別的に救済を

与えるというのではなく，儀式全体が違憲となる

という効果まで，はたして導き出せるものか」と

いう点である (55)。そして，その疑問については，

西原の議論が「客観法原則の違反」を問題とする

議論だとすれば Iさしあたりクリアされる」とす

る(56)。

しかし，それでもなお，西原が説いている I政

教分離の原則」のように明文の規定が憲法上用意

されているわけではない憲法 19条の「客観法レベ

lレ」での議論に，どれだけの説得力があるのか，

憲法「解釈論として脆弱である」と疑問を呈す

る(57)。そこで，佐々木は，憲法 19条を根拠にした

「国家権力の限界」論を展開する前に，憲法 19条

を根拠とした「人権」論で「堅実に主張できるは

ずのこと」を論じようではないか，というのであ

る(問。

では，佐々木が展開する憲法 19条の「人権」論

から，どのようなことが帰結されるのか。彼は，

「人権」論として検討対象の前提になる「場面」を，

「君が代」斉唱に伴って何らかの身体的表現が求め
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られる場合を想定し，学校側の生徒に対するその

「求め」が「強制」にわたるものかどうかを検討す

る(5九これが，佐々木の議論の枠組みである。

(2) 思想・良心の自由の「人権」論 生徒の場

メ主
口

そのような議論の枠組みの中で，佐々木は「生

徒個々人に対して~国歌の斉唱」行為を強制する

ことは，その個人の思想・良心の自由を侵害する」

という法命題を掲げる(刷。そして，その法命題は，

1 )強制してはならない「国歌の斉唱」とは具体

的にどの行為を指すのか， 2) その具体的な行為

の強制が，生徒個人の思想良心を侵害すると説明

できるか， 3) ここで言われる「強制」とは伺か，

という三つの論点を検討することによって論証す

る過程をとる例。

まず，1)については，文字通り歌を歌う行為

を指すのではなし号令に呼応して起立する行為

を指す」とする(問。 2)については，その「起立

行為」が「自発的行為」なのか否かで議論を分け

る。それが「自発的行為」だとするならば，それ

は「自発的行為の強制」型に属するから，儀式で

の「君が代」斉唱部分が生徒全員との関係で違憲

無効となる，とされる。逆に，起立行為」が「自

発的行為」ではないならば，それは「外面的行為

の強制」型に属するから，君が代」にコミットし

たくないと考えている生徒との関係で「強制」の

免除が問題になるが，儀式の国歌斉唱部分は有効

だとする (63)。

次に， 3) については，不起立に対して不利益

措置(懲戒処分や成績評価での不利益取り扱い)

の実行が予定されている場合と，不利益措置の実

行予定はないけれども，不起立に対して逸脱行為

として事後的に不利益措置が実行された場合とに

分類する。前者の場合には，儀式での「国歌の斉

日目」全体が違憲無効となり，後者の場合には，そ

の不利益措置のみが違憲無効になる，とされる。

さらに，伝統的な法学的思考」を越えて「強制」

概念を検討することを試みている刷。それによれ

ば，事実上の「強制」の例として西原が挙げてい
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る， '1巨否権」行使に伴って事後的に生じる「いじ

め」などに「強制」の要素を見いだすのではな

く(阿，起立行為」が行われる「正にその時・その

場所において~強制』の要素を見出していく」と

いうアプローチを採る (66)。すなわち，~一同起立』

などの号令がかけられ，大多数の列席者がそれに

呼応して立ち上がる中で，自分だけ着席したまま

でいる，ということは……それほどたやすいこと

ではな」しこのような「周囲に合わせて起立を

促す事実上の同調圧力に着目して国歌の斉唱』

行為を『強制』する力であると考えることは，十

分に可能である」とする(67)。

以上の点を踏まえて，佐々木は，学校側はどう

すれば，この点での違憲性の誘りを免れるとこが

できるのだろうか}68)との聞を発し，次のように

述べる。すなわち，生徒個々人が『国歌の斉唱』

行為を行わないことを自由に実践できるかたち

で，式次第のなかの国歌斉唱の部分を運営すれば

よ」く，~一同起立」という号令をかけて列席者

全員に起立させる，とし寸運営を削除し，ただ『国

歌斉唱』との号令をかけるだけにして列席者に着

席のまま歌わせる」という運営の仕方を提示す

る(69)。

(3) 小括 違憲の語りを免れる「国歌の斉唱」

について一一

佐々木は，違憲の誇りを免れる「国歌の斉唱」

の仕方として，~一同起立』という号令をかけて

列席者全員に起立させる，という運営を削除し，

ただ『国歌斉唱』との号令をかけるだけにして列

席者に着席のまま歌わせる」という運営の仕方を

提示した(7h 果たして，これで「違憲の語り」を

払拭できたと言えるのだろうか(71)。

「君が代」斉唱に対して特定の行動をするように

求めることを問題視する佐々木の主張に，それは

その通り」と首肯できるものの，しかし，思想・

良心形成の自由」が，精神的自由権の保障の基礎

的な前提である」とすれば(7刊より重要な問題は，

「君が代」斉唱に対して特定の行動を採るように要

求されるかどうかにあるのではない。できあがっ
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てしまった思想・良心がいくら国家から自由だと

いっても，それは国家にとって都合のよい思想・

良心でしかないから I思想・良心の自由」は，そ

の形成過程での，国家からの自由を前提として，

はじめて意味のある自由のはずでトある。この前提

を採れば，学校側が子どもたちに組織的・継続的

に発信し続ける I教育」という名の様々な「刺激」

から，一切影響されずに子どもの「思想」や「良

心」が形成されなければならないとすることは非

現実的だとしても，少なくとも国家=学校から発

せられた「刺激」を，自己の思想・良心形成の「素

材」として受容するかしないかといった選択可能

性が，子どもたちに聞かれていなければならな

い(問。このように考えれば I着席のまま歌わせ

る」という運営は I刺激」の受容段階での選択可

能性が制度的に保障されたとは言えず，したがっ

て，このような学校側の「国歌斉唱」は「違憲性

の誘り」を免れたとまで言えるか疑問である。

また I国歌斉唱」という表現にも問題がある。

これは，言うまでもなく卒入学式に列席した者が

「歌うこと」を前提にした表現である o 言葉の問題

として I国歌斉唱」の後に続く言葉は，国歌の斉

唱をするから「歌え」という命令であって，間違っ

ても I歌いたくない方は歌わなくて結構です」と

は続かないはずである (74)。卒入学式の場におい

て I日の丸」や「君が代」という「刺激」を受容

するか否か，その決断の価値は，互いに同価値で

ある。「思想・良心の自由」を保障した憲法をもっ

国家二学校は，一切の価値に拠って立つてはなら

ないとは言えないけれども，しかし，そのような

「刺激」の受容段階で、の選択可能性を認めなければ

ならない。この点については，次章で詳しく検討

する予定だが，いずれにしても I国歌斉唱」とい

う表現は I一同起立」が削除されたからといって，

そうそう肯定してよいものか，私は疑問である。

第 3章子どもの「思想・良心の自由J と「日の

丸J r君が代」

第 l節 「思想・良心の自由」とは?

| 概説

日本国憲法 19条は I思想及び良心の自由は，

これを侵してはならない」として I思想・良心の

自由」を定める。周知のごとし比較憲法的には，

日本国憲法 19条のように「思想・良心の自由」を

定める憲法は多くない(問。

日本国憲法が「思想・良心の自由」をあえて明

文の規定をもって定めたのは，明治憲法下におい

て I危険思想，反国家思想，反戦思想等の名を以

て思想の弾圧が行われた経験に鑑み，再びかかる

ことなからしめようと」したためである (76)。とり

わけ，天皇制との関係で言えば，日本においては，

明治憲法の下で，万世一系の天皇制という「国体」

が唯一絶対のものとされ I教育勅語」によって国

民道徳の統制がなされ，天皇制国家に対する忠誠

が徹底されるといった状況があり，日本国憲法が

あえて「思想・良心の自由」を定めたのは，こう

した天皇の道徳的権威からの解放と国家の価値中

立性を宣言した意義がある (7九

「思想・良心の自由」は，伝統的に「未だ表現の

域に至らない内心の作用・状態はこれを侵すこと

は絶対に認められず，外部からの干渉に対して全

く自由であること J(78)を保障し，内在的な制約に

も服さない絶対的な保障が及ぶものと解されてい

る(79)。こうした「思想・良心の自由」は，憲法が

保障する各種の精神的自由の中でも I最も根本的

なもの」として位置づけられている削)。

2 r思想J r良心」の意味

日本国憲法 19条にいう「思想J I良心」とは，

何を意味するのか。人間の精神活動のうち，論理

的な側面が「思想」であり，倫理的な側面が「良

心」である，と区別したり，人間の精神活動のう

ち I良心」は「思想」よりも根源的なものである，

と理解したりすることも可能ではある。しかし，

不可視で移ろいやすい人間の精神活動を，このよ
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うに区別することは現実には困難であること，憲

法が「思想」と「良心」を並列的に保障している

ことなどから，通説は，両者のニュアンスの違い

を認めつつも i思想」と「良心」を一体として捉

えて，広く人の内心における精神活動の自由と解

している (81)。

第2節 「思想・良心の自由」の保障領域ないし射

程一一「日の丸」敬礼「君が代」斉唱問題は，憲

法 19条の保障する「思想・良心の自由」の射程

の問題と言えるか?一一

国境線は，地図上に書かれているだけのもので，

実際に上空から地球を見下ろしでも，国境線は引

かれていない。そのような目に見えないものを前

提として成り立っている「国家」は，極めて抽象

的な存在である(問。

学校では，このような抽象的な「国家」を i日

本人」としての自覚や国家への帰属意識・愛国心

の醸成を目的とし i日の丸J i君が代」を用いて

具体化しようとする(問。

このように，学校における「日の丸」敬礼「君

が代」斉唱は，そこに居合わせる個人，とりわけ，

子どもが，自己の所属する抽象的な「閏家J をど

のようなものとして理解し，それとの距離をどの

ようにとるのか，という極めて抽象度の高い人格

形成の領域に踏み込んで行われる性格をも

つ(84)。

抽象的な「国家」を，どのようなものとして愛

するか(愛さないか)，どういうものとして受け入

れるか(受け入れないか)というのは，愛される

側にある「国家」が決定することではなく，愛す

る側にいる個人に委ねられるプライベートな領域

において，自由に育んでいくものである (85)。

このことは， 1992年 11月4日に出された i京

都君が代訴訟」京都地裁判決(いわゆる「吉川判

決J)においても，明快に示されている。すなわち，

判決の述べるところによれば，そもそも国歌とか，

それと同視される「ウタ」の問題は，個人それぞ

れの「心の深層に内在するシンボルの一つ」で、あっ

て，国歌として「君が代」の内容が適当かどうか，
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又は，それを，自己が(多くの場合偶然)所属し

ている抽象的な「国家」を象徴する「ウタ」とし

て受容するかしないか，という事柄は，個人それ

ぞれの「内心に潜在するシンボルの適否の問題」

であり，したがって「それは，もともと，国民ひ

とりひとりの感性と良心による慣習の帰すうに委

ねられるべき性質のもの」だ，というのである (86)。

ともあれ，筆者は i日の丸」敬礼「君が代」斉

唱問題は，個人と「国家」との距離をどうとるの

か，という個人の生き方の根幹，あるいは，生き

方の根幹に極めて近い領域にかかわる問題だ，と

理解する。したがって，この問題が，信条説から

言われる「信何に準ずる世界観・人生観」にかか

わるものかどうかはさておくとしても，少なくと

も，卒入学式での「日の丸」敬礼「君が代」斉唱

という具体的な場面では，それと向き合わなけれ

ばならない個人の，生き方の根幹に迫る「真撃な

世界観・人生観」にかかわる問題だ，と言っても

そう大過はないと考える。そのように考えれば，

信条説，内心説のどちらに立っても i日の丸Ji君

が代」問題は，勝れて日本国憲法 19条の「思想・

良心の自由」の領域ないし射程内で論じてよい問

題だ，と言える (8九

しかし，だからといって i日の丸」掲揚「君が

代」斉唱を実施する学校に対して i思想・良心の

自由」の侵害を根拠として，あらゆることを「違

憲である」と主張することは困難である。それは，

「思想・良心の自由」の侵害が，性質上，不可視で

あり，客観的にその侵害を認識することができな

い，ということに大きく起因する(結果 i日の丸

敬礼君が代斉唱は子どもの思想・良心の自由を侵

すものではない」という教育行政当局の屈理屈を

許容することになる)。したがって，子どもの「思

想・良心の自由」の実効的な保障を図るためには，

①客観的に認識可能な「思想・良心の自由」の侵

害を検出し，かっ，②その(客観的に認識された)

侵害を放置することで，憲法が「思想・良心の自

由」を保障したことの意義を根底から否定するこ

とと同義と解される，重大な侵害態様を憲法解釈

上導き出すこと，この二点を満たすことである。



次節では，以上の諸点を満たすような憲法 19条の

解釈を導くことを主要な目的として検討を進めた

しコ。

第 3節憲法 19条の保障する自由ないし権利と

「日の丸J r君が代」一一子どもの「思想・良心の

自由」の実効的な保障のために

憲法学の通説的見解によれば，憲法 19条の保障

効果として，①「思想」を理由とする不利益取り

扱いの禁止，②沈黙の自由，③特定の「思想」の

強制の禁止，を挙げる。以下，それぞれについて

検討を進める。

「思想Jを理由とする不利益取り扱いの禁止と

「日の丸J r君が代」

これは，国家権力が，特定の「思想」を有して

いること，あるいは，有していないことを理由と

して，国民に対して，刑事罰その他の不利益な取

り扱いを加えることは許されない，というもので

ある。

ドイツでは，いわゆる「たたかう民主制」の名

の下で，民主主義を否定したり，現憲法体制を否

定したりするような「危険思想」をもっ者に対し

ては，-基本権を喪失するJ (ドイツ基本法 18条)

とされている。しかし，-思想や信条の領域におい

て，多数者の賛同するものは特に憲法上の保障が

なくても侵害されるおそれはな」く (8刊「精神的自

由にかかわる問題を考える場合には少数者の保護

という観点に立つ必要があ}帥)るから，日本の憲

法学では，多数者から否定・憎悪・排除されるよ

うな少数者の「思想」に対しても，それが内心に

とどまる限り，不利益な取り扱いは許されな

い(90)，と考えられている。また，内心の「思想」

が外部的行為として表明された場合でも，外部的

行為の基礎になった「思想」それ自体を理由とし

て不利益な取り扱いをすることは許されず，ただ，

外部的行為が現実具体的な害悪を発生させた場合

に，それを理由として外部的行為を規制できるに

過ぎない(9九

したがって，子どもが「日の丸J ，-君が代Jに反
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対の「思想」を持っていること，あるいは，-日の

丸」起立敬礼「君が代」斉唱時に，自己の「思想」

に従い現実具体的な害悪を生じさせない方法で，

起立・敬礼・斉唱しなかったり，卒入学式に参加

しなかったりしたことを理由にして，学校は退

学・停学などの懲戒処分や教務上の不利益な措置

を講ずることは許されない(92)。

しかし，学校が積極的に不利益措置を講じな

かったとしても問題は残る。容易に想像できるよ

うに，-日の丸J ，-君が代」に対して，起立・敬礼・

斉唱できなかった(しなかった)子どもが，周囲

からイジメという不利益を受ける場合もあ

る(9九また，卒入学式に参加できなかった(しな

かった)子どもは，-家族や生徒に近しい者にとっ

て学業成就を祝い，感謝と敬意を表しあう機

会}94)を奪われるという不利益を被ることにもな

る(9九

ともあれ「参加を拒否することによって不利益

が及ぶことを心配する必要のない状態があって初

めて，学校教育に国歌斉唱〔あるいは国旗敬礼〕

を採り入れることが憲法上許される}附とすれ

ば，子どもは，学校当局に対し，参加できないこ

と(しないこと)によって，不利益(懲戒処分や

教務上の不利益措置はもとよりイジメなどの事実

上の不利益をも含めて)が発生しないように，要

求することができると考えられる。そして，学校

当局は，不起立・不斉唱も起立・斉唱と同様，正

当に成り立ちうる態度決定であることを子どもた

ちに説明をし，-学校の中に日の丸』・『君が代」

に賛成する生徒と，反対し拒否する生徒がいて，

バラバラであってかまわないし，むしろそれは自

然}97)なことであるという環境を整えることが求

められる(98)。

しかし，停退学処分のような法的な不利益措置

以外の不利益につき，理解の進んでいない日本の

状況にあっては，これを理由に憲法 19条違反を主

張することに，どれほどの問題解決可能性がある

かは甚だ疑問のあるところである仰)。
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2 r沈黙の自由」と「日の丸J r君が代」

(1) 概説

憲法 19条が「沈黙の自由」を保障している，と

いうことは，代表的な憲法学の注解書(100)や体系

書(101)の認めるところであるが，その意味内容に

ついては，必ずしも共通した理解があるとは言え

ない。通説によれば r沈黙の自由」とは，国家権

力が，何らかの手段を用いて，国民の内心にある

に思想」を強制的に告白させたり，あるいは，推知

したりすることは許されない(10刊すなわち，国民

の「内心の状態を知られない権利」を保障したも

のと解されている(川)。

このような通説の説く「沈黙の自由」からは，

「日の丸」敬礼「君が代」斉唱が憲法上許されない

のは，その場に居合わせる者に，国家の権威的象

徴物に対していかなる「思想」を有するかについ

ての告白を迫り，内心の状態を露見させるからだ，

とされる。

(2) r沈黙の自由」二「思想的・良心的行為の自

由J?一一内心の絶対的自由を保障したとされ

る憲法 19条の前提と不整合問題と「弱い個人」

の人権保障一一

しかし，通説の説く「沈黙の自由」の理解に対

しては，西原博史によって，次のような疑問が投

げかけられている。すなわち，良心的兵役拒否権

を認める憲法をもっドイツの判例・学説でも r兵

役に反対する者が良心的兵役拒否権を行使するこ

とによって良心内容が明らかになることには問題

がない」と考えられているし，また r何らかの思

想的・良心的な立場から特定状況で受け容れられ

ないものと感じられる法規範ということでは，国

民個人を名宛人とするすべての法律がそれに該当

する」から r自分が抱いている思想・良心の内容

が明らかになるような場に立たされない権利とし

て沈黙の自由を構成することには，現実上，困難

が多い}'04)というのである。

そこで西原は，憲法 19条の保障効果として「沈

黙の自由」が含まれることを前提として r沈黙の

自由」を次のように理解するo すなわち r沈黙の
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自由は，内心の状態を推知しようとすることを国

家に禁じる沈黙の自由という枠組みで扱うより

も，内心における思想・良心を侵害する行為を強

制されない権利が憲法 19条に含まれるとする立

場を採りながら，そうした思想的・良心的行為の

自由の一環」と解した方が整合的だ，とする (10九

しかし，このような「沈黙の自由」の理解に関

しては，次の二つの疑問が生じる。第ーに r沈黙

の自由」を「思想的・良心的行為の自由」と解す

る見解は，内心の絶対的自由を保障したとされる

憲法 19条の前提と，論理的に整合するか。第二に，

そのような解釈を採ることによって，憲法 19条が

保障する「沈黙の自由」の枠組みで本来考えなけ

ればならない「弱い個人」の人権保障を，事実上，

蚊帳の外に放り出すことになっているのではない

か，ということのこ点であるo

まず，第一の点についてo

西原は r日本の 19条解釈論でも，外部行為の

領域に思想・良心の自由の保障を及ぽす必要性は

すでトに指摘」されているとし，思想・良心を侵害

する外部行為の規制は許されないという理解を越

え，いわゆる「良心的兵役拒否」を念頭に置いた

議論，すなわち「良心に反する義務を課されない

権利という形における良心的行為の自由を憲法

19条に取り込む見解」があることを指摘する(1刷。

このような議論は非常に「魅力的」である。し

かし，思想・良心を理由とする法への不服従は，

典型的には「良心的兵役拒否」に見られるように，

「戦争における殺人行為にかかわるという異常

性}'聞が伴う状況を前提として語られているも

のである。さらに r良心的兵役拒否」は「たやす

くは……認められることがなく，宗教的信念以外

の信条による戦争反対者にはほとんど」認められ

ない(附という状況を考膚すれば，たとえ「思想・

良心に従ってさえいれば，何をしてもいい」とい

うことではなく「ただ，思想・良心を侵害する法

的義務を強制された場合に，自らの一貫的人格が

国家の手によって破壊されることになるような事

例で，そうした法的義務を拒否する権利}'09)とし

て消極に解したとしても r思想的・良心的行為の
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自由」を，学校現場における「日の丸」敬礼「君

が代」斉唱に対崎させられる子ども人権救済の場

面に適応可能なのかは疑問がないで、はない。

ともあれ r思想的・良心的行為の自由」も，最

終的には「利益較量」の問題として扱われるか

ら(110)，「内心は絶対的に保障されるとの命題に立

ちつつ w沈黙の自由』を 19条に含めながらその

限界を問うことは，背理となる }11J)と思われるo

すなわち，西原の「沈黙の自由」の解釈を採用す

れば，明治憲法・治安維持法体制下で展開された

思想弾圧の反省から，内心の絶対的自由を保障す

るために，あえて明文の規定を持って「思想・良

心の自由」を定めた憲法の立場と不整合を生じる

ものと思われる。したがって，その解釈を貫徹し

ようとするならば，憲法 19条の前述した大前提を

捨て去る方途しかないことになる。仮に，その方

途を選択するなら，それは，憲法 19条の理解とし

ては大きな損失を伴う理解ではないか，と思うの

である。

次に，第二の点について検討する。

「沈黙の自由」を「思想的・良心的行為の自由」

と捉える見解にかかわって生じてくる，上記の不

整合問題は，原理的には，そこで暗黙のうちに前

提とされている「個人像J(すなわち r強い個人J)

に起因している (11九そして r強い個人」を前提と

した議論は，終局的には，憲法 19条の「沈黙の自

由」の枠組みで取りこぽしではならない「弱い個

人」の人権を，保障のらち外に放り出すことになっ

ている，という問題にまで発展している，と思わ

れるのである。

憲法学では r人格的自律」を基底にして人権体

系を組み立てる立場がある(1問。そのような立場か

らは，日本国憲法が前提とする個人像は，自らが，

自らの思想、・良心に基づいて自己決定をし，その

責任を自ら引き受ける「強い個人」として理解さ

れる。「日の丸J r君が代」問題について r思想・

良心の自由」が持ち出される場面では， (意識的か

どうかはさておくとしても) r強い個人」が念頭に

おかれ，議論が展開される傾向がある。卒入学式

の「日の丸J r君が代」に対時させられる子どもの

中には r日の丸」に敬礼しない r君が代」を斉

唱しないという「強い個人」ばかりではなし敬

礼・斉唱できないという「弱い個人」も少なから

ず存在する。そのような「弱い個人」は，物理的

に敬礼・斉唱できないのであり，その結果として，

自己の思想・良心の有り様が，周囲に露見してし

まうことを恐れているのである。「強い個人」のよ

うに r日の丸J r君が代」に反対である，という

自己の思想・良心の有り様を，周囲に知られでも

かまわない，あるいは，より積極的に言えば，知

らせたい，というのとは，全く正反対なのである。

結果 r強い個人」を(暗黙のうちに?)前提と

した憲法 19条解釈は，自己の内心を知られたくな

いと考えている，物理的に，敬礼・斉唱できない

「弱い個人」の内心の，やむを得ざる外部的表出を，

自己の内心を積極的に示したいと考える「強い個

人」の「表現の自由」の問題と混同して理解(誤

解?)させることに貢献する。すなわち r弱い個

人」のやむを得ざる内心の表出が r内心は絶対的

に保障されるが，それが外部行為として表れた場

合には，合理的な制約を受ける」という姐上に引

きずり出され，その枠組みの中で一緒くたに論じ

られる結果を招くことにつながっているO

憲法 19条の下で，まず考えなければならない個

人像は r強い個人」なのだろうか。そしてまた，

「日の丸J r君が代」に反対する側は，しばしば「強

い個人」を所与のものとして，憲法 19条を根拠に

した議論を展開するが，果たしてそれでよいのだ

ろうか。無論 r強い個人」を，憲法 19条の保障

のらち外におくべきだ，と言いたいわけではない。

ただ r強い個人」を前提とした議論が，時として，

「弱い個人」の人権保障をどう考えるのか，という

憲法学上の重要な問題を，脇に追いやっているの

ではないかとの疑念を，私は払拭することができ

ないのである。「沈黙の自由」を「思想的・良心的

行為の自由」とする西原の解釈も，自己の思想・

良心に基づいた行動を採ることのできる「強い個

人」を前提としなければ，成り立たない(114)。

したがって，私は，憲法 19条の「沈黙の自由」

を「思想的・良心的行為の自由」と解する見解を
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採用することはできない。敬礼・斉唱できない者 特定の「思想」を国民に押しつけることに他なら

の人権保障と敬礼・斉唱しない者の人権保障とを， ない。したがって，特定「思想」の「奨励」行為

同じく憲法 19条の「沈黙の自由」の問題として扱 も本条によって禁止されている。

うのは妥当でなく，憲法 19条(とりわけ「沈黙の

自由J) の枠組みでまず中心的に扱われるべきは，

「日の丸J r君が代」に敬礼・斉唱できない「弱い

個人」の，内心の望まぬ外部への結果的表出に，

どのような憲法上の保障を及ぼすか，である。結

論を言えば，私は，このような「弱い個人」のや

むを得ざる内心の結果的表出には r内心にとどま

る限りにおいては，絶対的に自由だが，外部に表

れた場合には合理的制約を受ける」という理屈は

妥当せず，憲法 19条の「沈黙の自由」の下で絶対

的に保護されなければならない，と考えてい

る(1日)。

また，敬礼・斉唱しないという選択のできる「強

い個人」の積極的な内心の外部的表出は，憲法 21

条の「表現の自由」の問題として論じられるのが

妥当ではないか，と考えるo なぜならば，このよ

うな「強い個人」の着退席行為は r表現しない(歌

わない，敬礼しない)Jという消極的な自由として

認識するよりは，むしろ r~ 日の丸~ ~君が代』に

は反対なのだ」という自己の思想・良心を r着席」

や「退席」という「行動」によって積極的に表現

するという観点(象徴的表現)から捉えた方が，

現状適合的だと思われるからである(11九そして，

「強い個人」による内心の積極的な外部的表出は，

他者の存在を前提としているから，無制約ではな

く r表現の自由」に対する制約の法理が妥当しょ

う(117)。

3 国家による特定の「思想」の強制の禁止と「日

の丸J r君が代」

(1) 一般的意義

これは，国家が特定の「思想」を正統なものと

してそれに従うように国民に強制することは，憲

法 19条によって禁止される，というものである。

また，特定の「思想」を国家が「奨励」すること

も，国家によって奨励されない「思想」に対する

抑圧になり，それは，結果的に，国家が奨励する
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(2) 公立学校教育制度と子どもの「思想・良心形

成の自由J

憲法 19条が国家に課した「特定『思想』の強制

の禁止」は，また r思想・良心形成の自由」をも

保障する。一般に「思想・良心形成の自由」は，

「自己の思想の形成につき自由であり，国権の干渉

を受けぬ自由」として理解されてきた(118)。それは，

「人聞の人格形成のための精神活動は，人聞の本質

に基づく最高の価値」を有するものであり，その

精神活動の基礎たる「思想・良心」の形成が，国

家権力から強制・干渉されずに形成されなければ

ならないことは r精神的自由権の保障の基礎的な

前提}119)なのである。つまり r思想・良心Jは個

人の自律の基礎であるから，個人の「思想・良心」

の形成過程に国家が無制約に介入をすることが許

されるならば rいくら形成し終わった良心が国家

の侵害から自由」だといってみても，それは無意

味であり，そのような思想・良心の自由が認めら

れでも，それはただ「心の底から支配者に忠誠を

誓う義務」でしかない(凶)。

このような個人の思想・良心形成過程への国家

の介入による r思想・良心形成の自由」の侵害が

発生する場として，西原は「公立学校制度」を想

定する (12九それは r国家権力が国民の精神をコン

トロールしようと思った場合，思想・良心の形成

過程を直接に支配し，そこで都合のいいイデオロ

ギーを子どもに注入することが最も効率的な手段

であ」り，そうした目的を達成するためには I他

者の精神に働きかけ，それを一定の方向に誘導す

る}122)性質を持つ教育は，非常に有効な手段と考

えられるからである。そうした場合 r個人の価値

観に対する働きかけは，親や子どもの良心の自由

との関係で，どのような場合に，どのような範囲

で許される」のかという重要な問題が，憲法学上，

未解決で残されている(山)。
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(3) 公立学校教育制度と子どもの「思想・良心形

成の自由」との相周 子どもの「思想、・良心

形成の自由」を取り巻く前提状況一一

西原は，この点につき，次のような議論を展開

する。すなわち，-子どもの人格的発達について責

任を負うのは，まず、第ーに親で、あ」り(12ぺ学校で

はないとする。そして，学校の教育活動は，憲法

核心の領域を例外として，-原則として人格的教育

の領域に踏み込んではなら」ず(125h 学校がそのよ

うな教科教育以外の領域に属する教育活動に関わ

らざるを得ない場合には，-一面的なイデオロギー

的教化は，子どもの良心形成の自由を侵害し，憲

法上禁じられ，……許されるのは，問題提起と，

子どもが自ら答えをみつけるための素材の提供の

み」だ，というのである(126)。

しかし，このような西原の見解に対しては，佐々

木弘通によって疑問が投げかけられている(127)。す

なわち，人格教育の場面に限らず，教科教育の領

域においても，学校の基本的任務は，問題提起と

思考の素材の提供にあるのではないか，というの

である。

「学校の基本的任務は，問題提起と思考の素材の

提供に限られる」とする以上の見解に，筆者も「一

般論」としては首肯できる。しかし，はたして，

日本全国の様々な環境にある小中高等学校のそれ

ぞれにおいて，様々な環境にある子どもたちの存

在を考えた場合，-問題提起と思考素材の提供」を

することのみで，学校における教育活動が展開で

きるとは考え難い(学級崩壊の例を想起されたい。

また，いわゆる「底辺校」に通学する子どもたち

は，怠学によって分数ができないのはもちろん，

九九すらできない子どもたちも存在し，授業自体

が成り立たない状況の中で，学校は「問題提起と

思想素材の提供」に徹することは不可能だろう)。

「問題提起と思考素材の提供」に徹しながらも，現

実的には，ある程度教科教育方法上の「強制」が

必要になる (12% そしてまた，国家=学校の展開す

る教育活動は，世の中に存在する様々な価値を並

列的・横断的に扱うわけではないから(それは，

言うまでもなく，時間的にも教師の能力的にも，

無理である)，その扱いきれない価値の中から，い

くつかを抽出し扱うほかなしその抽出時点で，

すでに国家権力による「価値判断」が介入せざる

を得ない。

以上のことから，子どもたちの「思想・良心形

成の自由」に(良い意味でも悪い意味でも)深刻

な影響を与える可能性(ないし危険性?)が，教

科教育か人格教育かにかかわらず，とにかく，学

校が展開する教育活動には常に伴うと考えてよ

い(129)。したがって，学校における，子どもの「思

想・良心形成の自由」を検討する際には，次のよ

うなことを念頭におく必要があると思われる。

第ーに，公立学校教育制度を前提とするかぎり，

個人の「思想、・良心形成」が国家の様々な働きか

けを一切受けずに自由でなければならないと考え

ることは現実的ではない，ということである。第

二に，学校の教育活動は「教科教育」であっても

「人格教育」に触れる場合があれ区別・分離が困

難な場合が少なからず存在するということ，第三

に，そのような現実の下で，学校が展開する教育

活動は，-問題提起と思考素材の提供」に加えて，

教科教育方法上の何らかの「強制」を伴って展開

せざるを得ない面をもちながら，子どもの「思想・

良心形成」に継続的に働きかける活動であること，

以上三点である。

これらの点を踏まえて，-教育」という名の下，

学校が何らかの「意図」をもって送り出す様々な

「刺激」から，子どもの思想・良心形成が自由であ

るということは一体どういう状態を意味するの

か，そしてまた，そのような「刺激」から，子ど

もの「思想・良心形成の自由」を守るためには，

どのような思考枠組みが必要なのか，検討しなけ

ればならない。

(4) 学校における子どもの思想・良心形成が自由

である， ということの意味

① 思想・良心形成の素材としての「刺激」の

受容選択の自由が保障されているか?

思想・良心の形成は，個人が外界から送られて

くる様々な「刺激」を受容した後に，当該個人の
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「内心」において，様々に岨輯・加工され，自己の

思想・良心の一部として形成される。「思想・良心

の自由」の保障にとって，ある「刺激」を自己の

「思想・良心」の形成の素材として受容するか否か

につき，国家の干渉を受けない，選択の自由が保

障されているか，ということは，原理的に重大な

意味を持つ(なぜならば，国家にとって都合のよ

い「刺激」だけを送信することが仮に許されるの

ならば，そのような「刺激」を素材として形成さ

れた「思想・良心」は，自由だとは言えず，憲法

があえて明文の規定をもって「思想・良心の自由」

を保障した意義が真っ向から否定されるからであ

る)。

「思想・良心形成の自由」に関する従来からの理

解は，あくまで「内心」での思想・良心の自由な

形成を主として意味している(したがって，必ず

しも，自己の思想・良心に影響を及ぽす「刺激」

を受容するかしないかといった r刺激」の受容時

点における選択の自由に自覚的ではない)から，

その侵害の客観的認識は容易ではない。この困難

さこそが r日の丸」掲揚「君が代」斉唱は子ども

たちの思想・良心を侵害するものではない，との

教育行政当局の抗弁を誘発し，それを許容するの

に貢献する。

これに対抗するために，まず r思想・良心形成

の自由」の侵害を客観的に認識しようとすれば，

「思想・良心形成の自由」を，専ら「内心」におけ

る rw刺激』の形成段階=W刺激」の意味づけ段階」

に対する国家の介入・干渉からの自由と考えるだ

けではなく，個人と「刺激」が接する，まさにそ

の時点，すなわち r思想・良心」の形成の素材と

なる「刺激」を受容するかしないか， といった選

択の自由の有無を r思想・良心形成の自由」の侵

害の，客観的認識基準として考慮すべきなのであ

る(130)。

学校における「日の丸」敬礼「君が代」斉唱は，

究極的には，子どもたちの「愛国心」を養成する

ために実施されていることから(山、個人に委ねら

れているはずの r刺激」に対する内心領域におけ

る「意味づけ」が，特定の国家像を受け容れるこ
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とと不可分であり，国家=学校が敷いた「愛国心」

というゴールに行き着くレーノレの上に，子どもの

思想・良心形成が乗せられている。そこでは，も

はや，個人の内心領域に委ねられたはず、のrw刺激」

の意味づけ」は自由ではあり得ない。多くの場合，

子どもたちは，その「実践」の場たる卒入学式に

参加して，起立斉唱せざるを得ない立場に追いや

られる(山)。彼らは，まさに，逃げ場を失った「囚

われの聴衆captiveaudience}133)の立場に立た

されるのである。

このような場に置かれる「囚われの聴衆」たる

子どもたちの思想・良心形成が自由であるために

は，思想・良心形成が活発に行われる段階にある

子どもの生き方の根幹ないし生き方の根幹に極め

て肉薄する事柄につき，一定の意味づけ (r国を愛

する心J) を前提として学校から送られる「刺激」

(政府言論といってもよい)について，自己の思

想・良心形成の素材として必要かどうかの選択の

自由が保障され，一旦，不適格・不必要な「刺激」

だと判断した場合には r刺激」の提供を受ける前

に，あるいは，そのような不必要な「刺激」に接

する前に，それを回避・拒否する権利が保障され

なければならない(134)。

何故ならば，仮に，そのような選択の自由ない

し「刺激」を拒否する権利が認められないとすれ

ば r外部からの干渉〔刺激〕に対して全く自由で

あること}'町を保障した「思想・良心の自由」の

意義が根底から否定されることになると考えられ

るし，また r個人の自由な価値選択を幸福追求権

(l3条)，ならびに思想良心の自由 (19条)として

保障し，価値観における多元'性を志向}'制してい

る憲法の基本原理とも整合しない。したがって，

憲法上，子どもには，自らの思想・良心形成の「素

材J として，ある「刺激」を受容するかしないか

といった選択の自由が保障されていると考えてよ

し〉。

一方，国家ニ学校は，憲法 19条の「思想・良心

の自由」の解釈として導き出される子どもたちの

「刺激の受容選択の自由」の保障のために，ある「刺

激」を受け取るか否かといった選択を可能にする
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環境を，子どもに対して制度的に準備する義務を

負うと考えられる(13九

学校が，こうした憲法上の要請から目を背け，

一同起立敬礼斉唱を前提として行う「日の丸」掲

揚「君が代」斉唱は，式場を，国家=学校が要求

する価値以外を排除する非寛容な場と変容させ，

もはや子どもの思想・良心形成は自由だとは言え

ない。そして，そのような「日の丸」起立敬礼「君

が代」斉唱は，国家=学校による一面的な特定の

イデオロギーの注入行為であると考えられ n刺

激」の受容選択の自由」を奪われたすべての子ど

もとの関係において，違憲の問題(憲法 19条違反)

を生ずるものと考える。

② 「囚われの聴衆」からの解放可能性が保障さ

れているか?

一一「強制」概念の検討を含めて一一

1) r強制」概念の明確化の必要性

卒入学式における「日の丸J r君が代」の「強制」

は，子どもたちの精神的自由を侵害する，としば

しば言われる。また，先に取り上げた，畑川学力

テスト事件最高裁大法廷判決でも，子どもに一方

的な観念を「強制」することは許されない，と述

べられている。「強制」は許されない，ということ

は，それはその通りなのである。しかし，この「強

制」という概念が掘り下げて明らかにされている

かと言えば，必ずしもそうとは言えない。このこ

とは r京都 r君が代』訴訟」の原告で，関西大学

教授である岡村達雄が，当該訴訟を通して「強制

の事実を法的に論証できるか。それが問われた」

と述べ(13ヘ被告からも「誰の誰に対するものなの

かJ r如何なる内容のもの」であるか，といった強

制概念を明確にするよう求められた，と綴ってい

ることからもうかがえる(139)。「日の丸Jr君が代」

の「強制」に反対する場合には，何をもって「強

制」とするのかを明らかにすることが必要である。

ここでは，子どもに対する「強制」とはいかなる

ものなのか，その概念について検討することにす

る。

2 )物理的強制・法的強命卜「密やかな強制」

「強制」の概念として，真っ先に考えられるのは，

「殴るJ r蹴る」そして「口をこじ開けて歌わせる」

などの物理的な「強制」である。次に，法的な「強

制」であるが，不利益処分を前提にして起立・敬

礼・斉唱させたり，あるいは，起立・敬礼・斉唱

しなかった子どもを事後的に不利益処分にしたり

する場合も，法的な意味での「強制」が存在する

ものと考えられる。しかし，問題は，以上のよう

な物理的あるいは法的な意味での「強制」が存在

していなくても，実は，卒入学式の「場」には，

「強制」と考えられるような「力」ないし「作用」

があるのではないか，ということである。そして，

子どもが参加を「強制」されるような，あるいは，

周囲に同調して起立・敬礼・斉唱をせざるを得な

いような「力」ないし「作用」を「強制」の概念

に含めて考えられるか，ということである。実際

の卒入学式では，この意味での「強制」が，正に

その「場」を支配していると言ってよい(140)。

この点， rLee v. Weisman， 505 U.S. 577 

(1992)}凶)における，アメリカ連邦最高裁判決で

は，法的な意味での「強制」だけではなく，卒業

式ないし入学式に「出席した生徒が，祈祷の問，

起立しあるいは敬意をもって沈黙を守るよう，仲

間から，また公的にも，圧力を受けたこと」をも

「強制」の概念に含められている。そして，この種

の「強制」は，判決の言葉を借りれば r密やかな

強制 subtlecoercive pressureJと呼ばれ，差別・

偏見・イジメなどを背景にしながら，周囲から同

調を求められる「事実上の圧力」を意味する(凶)。

3) r密やかな強制」の中に包囲される「囚われ

の聴衆」たる子ども

「密やかな強制」の支配する中におかれている子

どもは，まさに r囚われの聴衆captive audi-

ence}凶)と呼ぶに相応しい。「囚われの聴衆」の立

場に立たされた子どもは，卒入学式の場で r学習

指導要領」の定めと職務命令，その違反に対する

懲戒処分を背景として r日の丸J r君が代」に込

められた「政府言論governmentspeechJを伝え
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るよう強いられた教育公務員という名の「道具J=

教師によって，参加・起立・敬礼・斉唱するよう

に「指導」される(144)。この状況は，教育」という

ものが，まさに，w囚われの聴衆」に宛てられた

government speechに対し，政府が冠した美称」

であることの証左である(1刷。

卒入学式が，政府言論」を，その「受け手」で

ある，囚われの聴衆」性を色濃く持つ子どもに向

けて，大量かつ組織的に送信するための場だとす

れば(14ヘ憲法上，国家=学校が「特定の内心の形

成を狙って特定の思想、を大規模かつ組織・継続的

に宣伝」することは，憲法 19条によって禁じられ

るものと考えられる (147)。

また，子どもは，囚われの聴衆」の立場に追い

やられた上，教師の発言(政府言論)によって，

自己の人格を傷つけられたり，思想的に著しく教

化されたりしたような場合には，違憲の人権侵害

になりうる」のであり (148h 場合によっては，自ら

選ばずして〔そのような政府言論のJW受け手』と

ならない利益}凶)の侵害を主張し，登校や授業

出席を拒否するなどの仕方で公教育から脱出す

るJ(150)権利を行使できる，と考える余地もある。

第4節子どもの「思想・良心の自由」の保障と

学校の責務 小括にかえて一一

| 学校の義務一一「実施する側」の責任論一一

前節までの検討で，子どもには，学校が送り出

す「刺激J (，日の丸J '君が代J，以下同じ)を受

け取るかどうかといった選択の自由(不参加権な

いし拒否権)が，憲法上保障されなければならな

いことが明らかになった(151)。また，卒入学式に参

加する子どもは「囚われの聴衆」性を強く帯びて

いるから，彼らの「思想・良心の自由」が保障さ

れるためには，囚われ」状態から解放される選択

肢がこれまた用意されなければならない。

そこで，学校が，卒入学式で「日の丸」掲揚「君

が代」斉唱を実施しようと思えば，子どもが不参

加権ないし拒否権を行使する上での障害になる，

差別，偏見，イジメなどの事実上の不利益が発生

しないような「環境」を整える義務が生じる。こ
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の義務は，日の丸」掲揚「君が代」斉唱を実施す

ることによって，思想，良心，信仰の違いを理由

とする差別，偏見などが生じる危険性が極めて高

い「場」を，自ら進んで、創出する側の責任として

生じるものである。

では，私は，ここに「環境を整える」とはどう

いうことを念頭においているか。それは，第ーに，

不参加や拒否の選択が，起立・斉唱する選択と同

じように憲法上合理的に成り立ちうることを，式

に参加する全ての者(子ども，親，教職員，来賓)

に対して，学校長が十分に説明を尽くすこと，で

ある。そして，第二に，その説明によって，拒否

の選択をした者に不利益が及ばないことを，子ど

もや親に対して合理的な根拠を示して説明するこ

と，である。ここで言われる「合理的な根拠を示

して説明する」とは，いじめや偏見は起きないと

思う，また，そう願いたいJ '最大限努力した」と

いう主観的・抽象的なものではなし学校がいじ

めや偏見を防止するために，どのような議論を経

て，どのような目標・計画を作り，それをどのよ

うに実施し，その結果，どのように不利益が発生

しない「環境」が整ったのかといった，客観的・

具体的な事実の問題として，論理立てて説明する

こと，を意味する。第三に，そのような学校側の

努力にもかかわらず，拒否の姿勢を選択した子ど

もが，不利益を被った場合，学校として， どのよ

うな権利回復のための方策を用意し，どのような

責任を誰がどのようにとるのかを説明すること，

である。

2 '実施する側」としての教師の責務 最も身

近な「侵害者」へ一一

また，前述の「環境を整える」責任・義務を負

うのは，校長のみならず，教師」も負う，という

ことを忘れてはならない。たとえ，日の丸J '君

が代」問題は，自分にはよく分からない， として

も，だから，関係がない，ということにはならず，

そのことを根拠として，上述した義務を，子ども

と親との関係でなんら免れうるものではない。

公立学校は，様々な価値観を持った子どもたち
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が存在する「場」であり，また，存在してよい「場」

である。したがって，教育公務員たる「教師」は，

子どもたちの持つ多様な価値に対して，聞かれた

存在であることが要請され，特定の思想、・良心・

信何を排斥するような力が学校を支配するときに

は，教師」は，憲法の要請である価値の多元性や

寛容の原理を否定する教育活動には関わらない不

作為の義務を負う (15九その理由は，一律な国家教

育は，国民を鋳型に入れて完全に相等しいものに

しようとする仕組みであるに過ぎ」ず，国家教育

が国民をその中に流し込む鋳型は・・・・・・支配勢力の

喜ぶようなものであって，かような国家教育が効

率よく成功すればするほど，ますますそれは精神

に対する専制政治を確立し，また自然の傾向とし

て，肉体に対する専制政治をも生み出すように

なってゆく J{l聞のであり，それは教育基本法の精

神(前文，第 1条，第2条)からも許されないか

らである。

いずれにしても，子どもたちゃ親にとって，そ

して，法制度上も，教師」は，校長とともに「学

校側」の存在である。「言い過ぎだ」という批判を

恐れずに言えば，教師」は，子どもたちにとって

最も身近にいて，深刻な人権侵害を引き起こす可

能性のある立場にいる者，すなわち，侵害者」で

ある。なぜ私がこのようなことを敢えて主張しな

ければならないかと言えば，とかく教師を演じる

「自国人」は，子どもの人権の「守護神」だとは思っ

ていても，侵害者」だ、とは自覚していないからで

ある。したがって，自己が担う「教師」の，子ど

もに対する働きかけのすべてが，子どもの人権を

守り育てるもの，として疑わないからである。本

稿で検討した子どもの「思想・良心の自由」につ

いての論述は，裏返せば，最大の人権侵害者にな

る危険を有する「教師」が，そしてまた，国民に

対して直接責任を負って子どもの教育をつかさど

る「教師」が，やってはならないこと，ないし，

{可をしなければならないか，を示すものでもある。

おわりに

以上，学校における「日の丸J '君が代」問題に

ついて，強制」の根拠たる学習指導要領の法的性

質を明らかにする，という古くて新しい問題の検

討からはじめ，その後，従来の教育法学，憲法学

での議論や近時の憲法学での議論を見，思想・良

心の自由」の侵害の不可視d性に注意を払いながら，

「日の丸J '君が代」に対時できない「弱い個人」

というものを中心に据え，彼らのやむを得ざる内

心の結果的表出は，憲法 19条のもとで，絶対的な

保障を受けるものであることを主張した。

本稿は，子どもの「思想・良心の自由」に焦点

を絞って検討を進めたけれども，しかし，残され

た課題も少なくない(子どもの，w刺激』の受容選

択の自由」の限界ないし射程はどこにあるのか，

あるいは，ないのか，など)。さらに，広く，学校

現場における「日の丸J '君が代」問題に苦悩する

人々(特に，学校教育と親の「教育の自由」との

関係，教師」の精神的自由または職務の独立性と

職務命令との相姐問題)の精神的自由をどう保障

するかということになれば，検討しなければなら

ない課題は山積みである。これらの点については，

別稿に譲ることにして，ひとまず本稿での検討を

終えたいと思う。
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(試案)昭和 22年度J 1 頁~2 頁国立教育研

究所内戦後教育改革資料研究会編『文部省学習

指導要領全 21巻 1一般編』日本図書センター

1980年を参照。

(13) なお I学習指導要領」から「試案」の文字が

初めて消されたのは， 1955年の「高等学校学習

指導要領一般編」の改訂からである。
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同林部一二「学習指導要領の基準性(法的拘束

力)J第一法規出版 1959年 2月号 35頁。 1999

年7月 30日，参議院の国旗及び国歌に関する特

別委員会における有馬朗人文部大臣は「学習指

導要領は学校教育法等の委任に基づいて教育課

程の基準として定められているもの」であるか

ら I法規としての'性質を持っておりま」す，と

述べている。

(15) 下村哲夫「学習指導要領の法的拘束力」月刊

高校教育 1990年4月号 100頁は，旭川学力テス

ト事件 1976年 5月 21日最高裁大法廷判決を引

用する形で出された，伝習館高校事件 1990年 1

月 18日最高裁一小法廷判決を持ち出し，これら

の判決が，学習指導要領の法的拘束力を認め

「あっさりケリをつけている」と見ているようで

ある。しかし，憲法学や行政法学，教育法学で

は，前提となっている旭川学力テスト事件の最

高裁大法廷判決を慎重に検討した上で，この問

題が「あっきりケリ」をつけられている問題だ

とは，通常，考えられていない。この点につい

ては，後ですぐ検討する。また，下村哲夫『学

校と国旗・国歌』 ぎょうせい 2000年 44頁

~45 頁も参照。

(16) 原田尚彦『行政法要論全訂第4版増補版』学

陽書房 2000年 108頁。

(17) 原田向上 108頁。郵便局の名称が変わったり，

移転したりした場合にも「告示」という形式が

採られるのであり I告示」という形式は法的拘

束力の発生を意味しない。

(18) 兼子仁『教育法(新版)~有斐閣 1978 年 33 頁

~34 頁。この点に関しては，行政法学上の議論

や，法規としての性質を持たないはずの「行政

規則」に属する告示は，法規としての性質を持

つ場合もあるとされる「変わり種」であり I学

習指導要領」はまさにその「変わり種」である

とする元文部官僚の興味深い議論からも明らか

なように I告示」という形式のみによって法的

拘束力の有無を判断することはできない。この

点に関する筆者の見解は紙面の都合上割愛せざ

るを得ないが，今村武俊・別府哲『学校教育法
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解説~ 280 頁~281 頁，田中二郎『行政法総論』

有斐閣 1957年 373頁，有倉遼吉編『教育と法

律(増訂)~ [鈴木英一執筆]新評社 193 頁~200

頁， 1999年 7月30日，参議院，国旗及び国歌に

関する特別委員会の御手洗康文部省初等中等教

育局長の答弁が参照になる。

(19) 東京高判 1987年 12月24日(確定)行裁集 38

巻 12号 1807(77)頁

側有倉遼吉編『教育と法律(増訂)~ [鈴木英一

執筆]新評社 193 頁~200 頁。

(2]) 林部一二『学校管理の本質J明治図書 1966年

144 頁~145 頁。

(22) 兼子前掲書 382頁

(23) 兼子前掲書 383頁

(24) 兼子前掲書 383頁。傍点は引用者

(25) 最大判 1976年 5月21日 判例時報 814号。

この判決に対する評釈などは多数あるが，特に，

兼子仁「最高裁学テ判決(北海道学テ事件)の

読みとり方」季刊教育法 21 号 74 頁~97 頁は詳

細な検討を行っている。

(26) 渡辺洋三『人権と市民的自由』労働旬報社

1992年 193頁。

(幻) この点を裏付けるものとして r君が代」訴訟

をすすめる会編『資料「君が代」訴訟」緑風出

版 433 頁~434 頁の元文部事務次官高石邦男の

証言を参照。

(28) 最小一判 1990年 1月18日判例時報 1337号

(29) この点， 1989年 2月 10日，当時の文部大臣西

岡武夫は「国旗掲揚・国歌斉唱」について，卒

入学式で必ずやってもらう，学校の裁量は認め

ない，従わない教師は指導要領違反になる，と

した(~日の丸・君が代と新学習指導要領』エイ

デル研究所 1990年 20頁)。しかし，学習指導

要領の国旗国歌条項の定めから，そのような効

果が導出可能なのかについては，疑問がある。

問題点だけを指摘しておく。

第一に，現行の学習指導要領は r入学式や卒

業式などにおいては，その意義を踏まえ，国旗

を掲揚するとともに，国歌を斉唱するよう指導

するものとする」と書かれているのであって，

「しなければならない」としているわけではない

ことに留意する必要がある。第二に，学習指導

要領が「するものとする」としていることは，

国旗の掲揚・国歌の斉唱そのものではなく，国

旗を掲揚し，国歌を斉唱するように子どもに「指

導」する，この「指導」を「するものとする」

として，教師に求めているのである。第三に，

当該「指導」も，国旗の掲揚と国歌の斉唱それ

自体をする指導ではなく，国旗の掲揚と国歌の

斉唱をするように促すことの r1旨導」である。

このことからも，学習指導要領の国旗国歌条項

の定めから，上記の元文部大臣のような効果を

導出可能なのか疑問がある。この点につき，石

崎誠也「日の丸・君が代の『義務づけ』と教師

の懲戒処分」季刊教育法 1991 年 87 号 41 頁~42

頁，室井力『現代行政法の展開』有斐閣 1978年

257 頁を参照。朝日新聞 1989 年 5 月 24 日~日

の丸・君が代と新学習指導要領」エイデlレ研究

所 1990 年 148 頁~151 頁などを参照された

し〉。

側 データは，岡村達雄『処分論「日の丸J r君が

fi;J と公教育』インパクト出版会 16 頁~21 頁

による。

(3]) この点，永井憲ーが r教育法学の領域で，野

上修市「憲法と教育政策一一君が代・日の丸問

題などを含めてJ (日本教育法学会年報 11号，

有斐閣， 1979年)，星野安三郎「君が代・元号と

学校教育」ほかの特集『君が代・元号と学校教

育~ (季刊教育法 33号， 1979年)のほか，論争

としては，季刊教育法臨増『日の丸・君が代』

(1985年)，山住正己・堀尾輝久「学校現場で、日

の丸・君が代'は本当に必要かJ (対談) (季刊

教育法 81号， 1990年)などがみられるにすぎな

い」と指摘している通りである(永井憲一著『教

育法学』エイデル研究所 1993年 134 頁~135

頁)。。2) 野上修市 r~君が代』問題の法的検討」季刊教

育法 25号エイデル研究所 1977年 27頁

~34 頁。。3) 野上向上論文 27頁。
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(3~ r元号法」が制定された当時の憲法学教科書と

しては，清水睦『憲法(改訂新版)~南雲堂深山

社 1979 年 432 頁~433 頁の記述がある。こ

こでも r日の丸」や「君が代」が r日本国憲

法の定める国家の体制に適合するかどうかJ が

問題とされている。また， 1981年に出版された，

奥平康弘『憲法一一学習と実践のために』弘文

堂 1981 年 32 頁~33 頁， 239 頁~240 頁な

ど。

(35) 永井憲一著『教育法学」エイデル研究所 1993 

年 134 頁~135 頁。

(36) 西原博史「思想・良心の自由と教育課程」日

本教育法学会編『教育法学の展開と 21世紀の

展望」三省堂 2000年 222頁。

(37) 宗像誠也『教育と教育政策』岩波書居 1961年

46頁，同 53頁。

(38) この点につき，西原博史「思想・良心の自由

と教育課程」日本教育法学会編『教育法学の展

開と 21世紀の展望』三省堂 2000年 220頁を参

照。

(39) 兼子仁「君が代，学校教育，情報人権」日本

教育法学会編『子どもの権利条約と教育法』第

21号有斐閣 1992年 33頁。

(39) このような危険性を指摘する論文として，西

原博史「国旗・国歌法」ジュリスト 1166号 44 

頁，同「学校における国旗・国歌指導と思想・

良心の自由」季刊人間と教育 24号 127頁，同

rF国旗・国歌法』と思想・良心の自由」法学セ

ミナー541号 57頁がある。

(4D 長岡徹「国旗・国歌法 国家意識の強化」 法

学セミナー542号 38頁。

仰)西原博史『良心の自由』 成文堂 1995年

2 頁~3 頁。氏の近著として，西原博史『学校

が「愛国心」を教えるとき』 日本評論社 2003 

年。

ω)西原博史『良心の自由』 成文堂 1995年

1頁。

附西原博史 rF君が代』斉唱と憲法 19条J r君が

イ'tJ訴訟をすすめる会編『資料「君が代」訴訟」

緑風出版 1999年 502頁， 同「国旗・国歌
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法」 ジュリスト 1166号 48頁。なお，西原の

「思想・良心形成の自由」についての議論は，便

宜上，後章で扱う。

仙) 西原博史「国旗・国歌法」ジュリスト 1166号

47頁。

陥) 西原博史 rF君が代」斉唱と憲法 19条J r君が

代」訴訟をすすめる会編『資料「君が代」訴訟』

緑風出版 1999年 502頁。

仰) この「拒否権」を憲法 19条の中でどう位置づ

けるかについての西原の見解とそれに対する私

の批判的検討は，第 3章第 3節 2に譲る。

倒) 西原博史「国旗・国歌法」ジュリスト 1166 

号有斐閣 47頁。

仰) 西原博史 rF君が代』斉唱と憲法 19条J r君が

代」訴訟をすすめる会編「資料「君が代」訴訟』

緑風出版 1999年 519頁。

側西原博史『良心の自由』成文堂 1995年

250頁は rイデオロギー的教化に当たると感

じ，自らの良心的立場からこれに参加できない，

あるいは子を参加させてはならないと考える生

徒・親が一人でもいるなら F君が代』斉唱の強

制は良心の自由を侵害し，憲法に反する」と主

張する。ただし，この点に関しては，佐々木弘

通 rF人権』論・思想良心の自由・国歌斉唱j 成

城法学 66号 2001年 3頁の疑問・批判があ

るが，詳細は後述することにする。

仙 西 原 博 史 rF君が代」斉唱と憲法 19条J r君が

{~J 訴訟をすすめる会編『資料「君が代」訴訟』

緑風出版 1999年 519頁。

(52) 西原博史 rF君が代』斉唱と憲法 19条J r君が

代」訴訟をすすめる会編『資料「君が代」訴訟』

緑風出版 1999年 519頁。また，学校が，正

当な教育保障権限の枠内で行うことができる国

旗・国歌の取り扱い方について，同「国旗・国

歌法J ジュリスト 1166号 48頁は r国旗・国

歌という既存の制度との対決を通じて，生徒が

自ら自分と国家との距離を反省し，自己了解を

形成することを助ける狙いだろう」とし r唯一

正当化できる国旗・国歌に関連した教育の目的

は，押しつけでなく，自己省察のきっかけを提
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供することにある」とする。

側 西原博史「国旗・国歌法」ジュリスト 1166号

48頁，西原博史著『良心の自由J成文堂 1995 

年 250頁。

(54) 具体的な検討対象としては，公立高校」を想

定する。なお，本稿では，佐々木の「教師の人

権論」についての検討は，紙面の都合上，割愛

する。

(55) 佐々木弘通，~人権』論・思想良心の自由・閏

歌斉唱」成城法学 66号 2001年 3頁。

(56) 佐々木前掲論文 4頁。

(57) 佐々木前掲論文 5頁。

側佐々木のいう「人権」論とは，w個人』に定

礎し，その個人が w人間の尊厳」という価値に

鑑みて，何をどこまで自由になしうるとされる

べきかJ，すなわち，w個々人の具体的な行動の

自由』の保障範囲を考える」こと n人聞の尊

厳』という基本価値からその自由の内容そのも

のを「積極的に根拠づける』ことを目指す」議

論である。そこから導き出される自由は通常

なら公共の福祉に則っているゆえをもって正当

とされるような国家活動を，なお制約する強い

通用力をもっ」とされる(佐々木前掲論文 17

頁)。

(59) したがって，佐々木前掲論文 57 頁~59 頁は，

国旗国歌法の制定自体が，個人の精神的自由を

何らかの形で侵害していると立論するのは困

難」だとする。

側佐々木前掲論文 59頁。

刷佐々木前掲論文 59頁。

仰) 佐々木前掲論文 60頁0

(63) 佐々木前掲論文 60頁。

制佐々木前掲論文 62頁以下。この点，佐々木は，

「現代的状況が提起する問題に・即応したかたち

で『強制』の中味を新たにどのように理論的に

構成できるかは，憲法学に提起されている喫緊

の課題」だとする。「強制」概念については，本

稿 26 頁~28 頁と関係の註を参照されたい。

(65) もちろん，佐々木向上論文 63頁にあっても，

「いじめ」の発生を防止し，いじめ」が発生し

た場合には，その解決に向けて学校側が責任を

持つことは当然だ、，としている。

剛佐々木前掲論文 64頁。

仰) 佐々木前掲論文 64頁。なお，このような事実

上の強制概念は，リー対ワイズマン事件 Lee 

v. Weisman， 505 U.S. 577 (1992)でも，密やか

な強制」という概念で示されている。

側佐々木前掲論文 64頁。

(69) 佐々木前掲論文 64頁'"'"'65頁。

(70) 佐々木向上論文 64頁'"'"'65頁。傍点は引用者。

(7D 卒業生が入場し，自分の席の前に立ち続けた

状態で，卒業式の開式が宣言され，国歌斉唱」

が実施される場合が少なくない。この場合には，

「歌えない」という消極的な意思をもっ者が，多

数が起立している中で，着席する」という積極

的な行為を採らざるを得ない，という不整合が

生じる。

(72) 浦部法穂『全訂憲法学教室』 日本評論社

2000年 125頁。

附 したがって，西原博史「思想・良心の自由と

教育課程」 日本教育法学会編『教育法学の展

開と 21世紀の展望』 三省堂 2001年 226頁

は，学校の目的は「個人が自らの立場から取捨

選択を加えて自らの人格に取り込むことができ

る多用な情報を提供することであり，その情報

の総体から人聞が形成すべき価値観を教え込む

ことではない」とする。

(74) この点，卒業式の「君が代」斉唱に際して，

生徒の自主性を重んじ退席を認めた校長が，県

教育委員会から，学習指導要領」に指導するこ

とが明記されている「国歌斉唱」を，生徒の判

断に任せたことが，地方公務員法(，法令を守る

義務J) に違反するとして懲戒処分(戒告処分)

を受けた，となれば，なおさらである。朝日新

聞 1995年 3月 25日(滋賀県大津高校長「戒告

処分」の事例)。

(75) 樋口陽一・佐藤幸治・中村睦男・浦部法穂『注

解法律学全集憲法 1~ [浦部執筆]青林書院

1994年 374頁。

(76) 法学協会『註解日本国憲法上巻(2)~ 有斐閣
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1953年 397頁。芦部信喜『憲法学III人権各論

(1)~ 有斐閣 1998年 99頁。

(77)佐藤功『日本国憲法全訂第 4版』学陽書房

1991 年 175 頁~176 頁。

同)法学協会『註解日本国憲法上巻(2)~ 有斐閣

1953年 400頁。

仰) 樋口陽一・佐藤幸治・中村睦男・浦部法穂『注

解法律学全集憲法 1~ [浦部執筆]青林書院

1994年 378頁。

(80) 芦部信喜『憲法学 III人権各論(1)~ 有斐閣

1998年 98頁。

制法学協会『註解日本国憲法上巻(2)~ 有斐閣

1953年 399頁。宮津俊義・芦部信喜補訂『全

訂日本国憲法』 日本評論社 1978年 235頁。

芦部信喜『憲法学 III人権各論(I)~ 有斐閣 1998 

年 103頁。

(82) 浦部法穂は w全訂憲法学教室』日本評論社

2000 年 8 頁~9 頁において， w国」というもの

を何か所与の存在のように考えがちである」が，

しかし，それは「自然的な実体として存在する

ものではなく，人為的に作られた「イメージ~J

であって，w地図』を通じて，人々の想像の中

に入り込んだとき w国』は存在を始める」のだ，

と述べる。

側 この点につき，文部省(現文部科学省)，学習

指導要領解説特別活動編J (1999年 5月31

日)88頁を参照。

制 この点，中川明も学校に市民社会の風を』

筑摩書房 1991年 216頁で次のように述べてい

る。「国旗・国歌の問題は，すぐれて人間という

ものを拘束してきた国家に対して，一人ひとり

の個人がどのような距離をとるかという問題だ

といいかえてもよしりと(傍点は原文のママ)。

(85) 同旨，奥平康弘『憲法にこだわる』日本評論

社 1988年 93頁。学校における「日の丸」掲揚

敬礼「君が代」斉唱問題の文脈では，特に，国

家」は愛される側にある存在として観念される。

このことを前提とすれば，愛される側にある「国

家」の一機関である学校が，愛する側にある子

どもたちに「国を愛する心」を抱くように求め
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ることは，偶然出会った異性に対して「自分の

ことを好きになれ」と迫るに等しい愚行だ，と

言える。

側 1992年 11月4日「京都君が代訴訟」京都地裁

判決いわゆる「吉川判決」。判決の全文は「君が

イ"¥':J訴訟をすすめる会『資料『君が代』訴訟』

緑風出版 1999年 149 頁~165 頁に掲載。同判

決では，結論的には憲法判断を回避し原告の訴

えも棄却(一部却下)しているが，その意義は

小さくない。同判決の意義については，同書 27

頁以下を参照されたい。また["日の丸J '君が

イ吃」にかかわる判例研究として，成嶋隆「日の

丸・君が代をめぐる裁判例について」季刊教育

法 137号 101頁以下参照。

他7) 北九州市教育委員会の行った不起立「懲戒処

分」に対して福岡県弁護士会から北九州市教育

委員会教育長石田紘一郎に出された 2000年 6

月28日付けの「警告書」も，君が代」斉唱に

関わって，仮に信条説(又は狭義説)に立った

としても「君が代斉唱の是非についての態度決

定は，君が代の歌調内容の政治性，君が代の歴

史的経緯等の評価にかかわって，明らかに政治

性・思想性を帯びた問題であり，狭義説によっ

ても人格形成の核心にかかわるものとして 19

条の保障対象と解される」から「君が代斉唱問

題は憲法 19条の保障対象に関わる問題」だとす

る。

側:) ["殉職自衛官合前E訴訟」最高裁大法廷判決での

伊藤正己裁判官の反対意見。最大判 1988年6月

1日民集 42巻 5号 277頁。。9) 伊藤正己『憲法第 3版』弘文堂 1995年263頁。

(90) 伊藤正己「憲法第 3版』弘文堂 1995年 261頁。

側 樋口陽一・佐藤幸治・中村睦男・浦部法穂『注

解法律学全集憲法 1~ [浦部執筆]青林書院

1994年 381頁。

仰) この点については，政府も["単に従わなかっ

た，あるいは単に起立をしなかった，あるいは

歌わなかったといったようなことのみをもっ

て，何らかの不利益を被るようなこと……は

あってはならない」し(衆議院内閣委員会文教
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委員会連合審査会 1999年 7月21日富田委員

の質問に対する御手洗政府委員の答弁)，また，

「単に歌わなかったあるいは起立しなかったと

いうことがそのまま指導要録等に記載されるこ

とには通常ならない」と答弁している(衆議院

内閣委員会 1999年 7月21日)。

(93) 成嶋隆「講演『日の丸・君が代』と『内心の

自由~J 日本基督教団靖国・天皇制問題情報セン

ター運営委員会編『宣教の課題としての天皇制

~，日の丸・君が代」問題~~ 2000年 11頁で，

「ある子どもが入学式で君が代を歌わず着席し

たり，日の丸掲揚の際にそれを無視したりしま

すと，ほかの子どもから『ガイジン』という言

葉が投げつけられるという現象がすでにおきて

いる」という事例が紹介されている。

(94) Lee v. Weisman， 505 U.S. 577 (1992)。なお，

この判決についての評釈は，憲法訴訟研究会・

芦部信喜編『アメリカ憲法判例』有斐閣 162頁

以下， [1993~2J アメリカ法 298頁以下。。5) 子どもは，好き好んで不参加という選択肢を

選択するのではなし欠席せざるを得ない状況

があって仕方なく欠席するのである。この点，

Lee v. Weisman， 505 U.S. 577 (1992)も r卒入

学式は人生の中で特に重要な行事であ」り，そ

れを欠席するということは r少年時代そして高

校時代を通じて楽しみにしていた無形の恩恵を

放棄しなければならない」ことを意味するから，

「生徒には真の意味で『自発的に』卒業式に欠席

する自由はない」と判示している。

(96) 西原博史，F国旗・国歌法』と思想・良心の白

由」法学セミナー541号 59頁， C J内は引用

者加筆。ただし，このような論理は，西原によ

れば「国旗との関係でも……同じように妥当す

る」と考えられている。

仰) 中川明「学校に市民社会の風を』 筑摩書房

1991年 239頁。

(98) ただ，中川明前掲書 239頁も指摘するように，

子どもたちの教育にあたる教師が，このような

「不統一・不一致」をどこまで引き受けることが

でき，それをどこまで貫徹できるか，が重要に

なってくる。日本の学校・教師は，私の経験か

らも，往々にして rみんなで仲良く J 'クラス

は団結して」などということを何の批判検討も

なく絶対善と思い込み，そのスローガンを振り

かざしながら一一これに違和感をもっ少数の教

師の反論を学校特有の文化で封じ込めながら

一一，結果として，全体とは「異なるもの」を排

除する全体主義的な行動に陥る傾向が強い。

側) 例えば，京都「君が代訴訟」第一審判決。註

(86)参照。

白川法学協会『註解日本国憲法上巻(2)~ 有斐閣

1953年 400頁，宮津俊義著・芦部信喜補訂『全

訂日本国憲法』日本評論社 1978年 236頁な

ど。

刷芦部信喜『新版補訂版憲法』 岩波書庖 1999 

年 139頁，伊藤正己『憲法第 3版』 弘文堂

1995年 262頁など。

ω したがって，卒入学式での「君が代」斉唱時

に着席した子どもに対し，学校側が，着席の理

由を尋問するなどは許されない。この点につき，

週刊金曜日 2000年 4月7日310号を参照。

側法学協会 r註解日本国憲法上巻(2)~ 有斐閣

1953年 400頁，宮津俊義著・芦部信喜補訂『全

訂日本国憲法』日本評論社 1978年 236頁な

ど。

帥西原博史 n君が代J斉唱と憲法 19条J r君が

イ~J 訴訟をすすめる会編『資料「君が代」訴訟J

緑風出版 1999年 505頁。

側西原同上 506頁。こうした理解に至る過程に

ついては，西原向上 504 頁~506 頁を参照され

たい。また，西原博史著『良心の自由』成文堂

1995年 23頁以下参照。

側西原同上 508頁。同種の見解として，浦部法

穂『全訂憲法学教室』 日本評論社 2000年

125 頁~126 頁。

Q~l) 佐藤幸治『憲法第 3 版』 青林書院 1995年

488頁。

帥伊藤正己『憲法第 3版』弘文堂 1995年

264頁。

帥西原前掲書 508頁。

261 



北大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナル No.102003 

010) 伊藤正己「憲法第 3版』 弘文堂 1995年

263頁。この点，西原も，この「思想的・良心的

行為の自由といえども，絶対的な保障を要求で

きるわけではな」く，どうしても公権力が実現

しなければならない目的を果たす唯一の手段と

して，この思想的・良心的行為の自由に対する

規制が正当化される場合はあり得る」とする(西

原前掲書 509頁)。

。lJ)阪本昌成『憲法理論 II~ 成文堂 1993年

316頁0

ow このような「強い個人」を前提にした議論は，

「国旗・国歌法」案の国会審議での質疑応答過程

でも，日の丸」に「敬礼しなしミJ，あるいは「君

が代」を「歌わない」という選択のできる「強

い個人」が想定されていた。

。13) 代表的には，佐藤幸治「憲法第 3版』 青林書

院 1995年 392頁。

。w同様の指摘として，西原博史・市川正人「思

想、・良心の自由と国家」法学セミナー556号 46 

頁で，立命館大学教授市川正人の発言を参照。

ω それ以前の問題として，本来的には，自己の

内心を表出せざるを得ないような場に立たされ

ない権利，ないし，自己の内心を知られない権

利としての「沈黙の自由」から，卒入学式への

参加を拒否することが保障されなければならな

い， と私は考える 0

ol自類似の整理の仕方として，土屋英雄 r自由と

忠誠」尚学社 2002年117頁がある。しかし，憲

法 19条の保障対象として考えている思想・良心

の外部的表出の範囲は，私見よりも広い。すな

わち，土屋の説くところによれば，憲法 19条の

保障対象とされる思想・良心の外部的表出は，

「自己の思想・良心の領域が侵害されようとして

いる場合に，その思想・良心を保衛するため，

外部からのそうした作用，働きかけに対して対

応的，受動的にとる拒否の外的行為」とされる

(傍点は引用者)。ここには，外部からの働きか

けによって自己の思想・良心が侵害されないよ

うに「保衛する」ことが意識され，その目的達

成のために，何らかの対抗行為あるいは防衛行
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為を意識的に選び取ることができる「強い個人」

が前提とされている。

om '強い個人」と「弱い個人」という概念を用い

た整理の仕方は，子どもが反対行動を採る「動

機」ないし「理由」とも整合的である。

子どもが反対行動に出る「背景」には，第一

に，思想・良心」の叫びとして反対行動に出る

場合で，物理的に起立・斉唱できない場合であ

る。このような子どもに対して，学校側が起立・

斉唱を求めることは，足を骨折している子ども

にスキーをしろと迫るのと同様の行為である。

また，明示的に起立・斉唱を求めなくとも，代

替的選択肢を保障せず，子どもを放置すること

は，やはり足を骨折した子どもにスキーを履か

せ，山頂まで連れて行き，滑りたくなかったら

滑らなくてもいいよ」と言い放ちそこに放置す

るのと同様の行為である。このような場合に学

校は，代替的な選択肢を保障し，物理的に起立・

斉唱できないというような場面に，子どもを放

置しないようにする義務を負う。そのような義

務を履行せず，結果，内心をやむを得なく表出

してしまった子どもに対して，外部行為として

表出した内心は制約される」とは言えるはずが

ない。

第二に，日の丸J '君が代」自体に，あるい

は，それらを導入した学校の運営に対する抗議

の意思表示として反対行動を採る場合がある。

具体的な事例としては，ゲ、ルニカ事件」や所沢

高校での子どもたちの取り組みを挙げることが

できるが，直近の事例としては，北海道南高等

学校の例がある。この場合の反対行動は，一方

的に「君が代」斉唱を導入した学校に対して，

それには従えないのだ， という強い意思を表示

するためのものである。したがって，そこには，

'f也者」を観念しているのであって，一定の場合

には制約されることが予定される「表現の自由」

の問題だと言える。

。lro 法学協会『註解日本国憲法上巻(2)~ 有斐閣

1953年 400頁。

日19) 浦部法穂『全訂憲法学教室~ 2000年 125頁。
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帥西原博史『良心の自由』成文堂 1995年 3頁。

ω 西原同上 3頁。

ω 西原博史「思想・良心の自由と教育課程」日

本教育法学会編『教育法学の展開と 21世紀の

展望』 三省堂 2001年 216頁。

ω 西原前掲書3頁。学校における，子どもの「思

想・思想良心形成の自由」を考える場合，親の

「教育の自由」から，検討することも重要である

が，それについては，別稿に譲る。

ω 西原博史「国旗・国歌法」 ジュリスト 1166号

47頁。

ω 西原前掲書 308頁。

印 西原博史「国旗・国歌法」 ジュリスト 1166 

号 47頁。

仰佐々木前掲論文 6頁注(8)。また，西原博史・

市川正人「憲法学を問う 思想・良心の自由と

国家」 法学セミナー556号 43頁以下の市川

教授の発言参照。

帥 この点に関して，文部省は iいずれの教育活

動におきましでも，子どもにとってなにがしか

の苦痛を伴う教育的なプロセスを行うというこ

とは，例えば体育の指導でも……あるわけでご

ざいまして，どこまでが強制になるのかという

のはぞれぞれの具体の教育活動の場面に即して

判断される」などと答弁し(1999年 7月21日，

衆議院内閣委員会)，卒入学式での「日の丸」掲

揚敬礼「君が代」斉唱の「指導」にかかわる「強

制」を i教科教育」に伴う教科教育方法上の何

かしらの「強制」と同種のものとしている。し

かし，教科教育方法上の何かしらの「苦痛」や

「強制」は，子どもの成長・発達に対応・配慮し

てなされるものであるが，卒入学式における「日

の丸」掲揚敬礼「君が代」斉唱の「指導」は，

小学生から高校生まで，成長・発達段階をまっ

たく度外視して，一律に一同「起立J i敬礼J i斉

唱」の方法で行われていることから，これを，

私も許容する教科教育方法上の何かしらの「強

制」と同一視することはできないのである。

帥 同旨として，西原博史「思想・良心の自由と

教育課程」 日本教育法学会編「講座現代教育法

1教育法学の展開と 21世紀の展望」 三省堂

2001年 225頁。

帥 この「思想・良心形成の自由」の理解は，阪

本昌成の『憲法理論II~ に示唆を受けた。詳し

くは，阪本昌成『憲法理論 II~ 成文堂 1993年

309頁を参照。

ω 註側参照。また，小野善康「国旗・国歌法の

立法過程の検討一一憲法学の立場から一一」ア

ルテスリベラレス(岩手大学人文社会科学部紀

要)第 68号 2001年 6月 157頁以下。

a3~ 着席する場合には，事前に連絡を求められた

り(北海道新聞 2002年 3月 15日)，起立斉唱し

なかった場合には，事後，その理由を問われた

りする(朝日新聞 2000年 3月14日)状況の中

で，子どもが不起立不斉唱を選択することはか

なり困難なことである。

印) 公共交通機関が車内放送をする場合，それを

利用して目的地に行かざるを得ない者にとって

は，その車内放送を聞かざるを得ないことにな

り，聞かない自由をその限りにおいて奪われる

ことになる。このように，自由を奪われ逃げ場

を失った立場に立たされた者を「囚われの聴衆」

と呼ぶ。詳細については，竹中勲「囚われの聴

衆」ジュリスト 1037号 148頁，松井茂記 n聞

きたくない表現を聞かされない自由』について」

法律のひろば 42 巻 38 頁~51 頁，塚本重頼n と

らわれの聴衆』と基本的人権」法律のひろば 10

巻 7 号 37 頁~38 頁などを参照。

帥 この点を裏付けるものとして， J.S.ミルの次

の主張は重要である。

「人の異なるに従って，その精神的成長のため

に必要な諸条件もまた異なるのであって，すべ

ての人が同ーの精神的環境と風土との中では健

全な生存を保ちえないことは，あらゆる種類の

植物が同ーの物理的環境と風土との中では健全

な生存を保ちえないのと同様である。J O.S.ミ

ル(塩尻公明・木村健康訳) w自由論』岩波文庫

1971年 137頁)。

(lゆ法学協会『註解日本国憲法上巻(2)~ 有斐閣

1953年400頁。なお， C J内と傍点は引用者。
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帥棟居快行「学校教育における少数者の人権

公教育と国家の中立性 」日本教育法学会

年報第 24号『国際化時代と教育法』有斐閣 1995

年 70頁。

OJ1) 棟居快行も，国家による特定の価値選択が許

されるとしても，それと同時に個人の自由な価

値選択が十全に保障されている必要がある」と

する(棟居快行前掲論文 70頁)。

OJ@ 岡村達雄「教育裁判としての『君が代』訴訟

の位置づけと特色J '君が代」訴訟をすすめる会

編『資料「君が代」訴訟」 緑風出版 1999年

75頁。

側岡村向上論文 80頁。

。ゆ ただし，この種の「強制」は，先にも言及し

た「京都『君が代』訴訟」の第一審判決では，

退学や停学などの処分をもってするのが「強制」

だとの判断を示している。

04J) 事実の概要については，長谷部恭男「公立学

校卒業式での祈祷 Leev. Weisman， 505 U.S. 

577 (l992)J憲法訴訟研究会・芦部信喜編『アメ

リカ憲法判例』有斐閣 1998年 162頁参照。

ω 浦部法穂は，事実上の強制」は「日の丸J '君

が代」を強制するに適したものだとする。詳し

くは「国旗・国歌法」ジュリスト 232号 25頁参

H召。

ω 中川明も「囚われの聴衆」という概念の重要

性を指摘する。詳しくは，田中伸尚，w君が代』

強制を問い続けた札幌南高校卒業生の果敢なた

たかい」週刊金曜日 2002年 10月4日(430号)

63頁。

同藤井樹也「政府の言論と個人の自律一一思想
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の自由・教科書検定・教育の自由」法学教室 212

号 42頁によれば，小中学校に子どもを就学させ

る義務を負っている親も，政府言論を生徒に注

入する制度を保全するための『道具』となるよ

う強制されているといえる」とみる。

045) 蟻川恒正「思想、の自由」樋口陽一編『講座・

憲法学第 3巻』日本評論社 1994年 123頁

帥蟻川前掲論文 121頁。

帥佐藤幸治『憲法第 3版』青林書院 1995年 486

頁。同旨，内野正幸「教育権から教育を受ける

権利へ」ジュリスト 1222号 103 頁~104 頁参

照。

側内野向上論文 104頁。

帥蟻川前掲論文 108頁( )内は引用者。

帥内野前掲論文 104頁。

ω 西原も，沈黙の自由」を「思想的・良心的行

為の自由」と解釈することから，子どもの選択

の自由を導き出しているが，本稿ではそれに示

唆を受けながらも，沈黙の自由」をそのように

解してはいない。

ω 佐藤幸治『憲法(第 3 版)~青林書院 1995 年

46頁。なお，憲法 99条の「憲法尊重擁護義務」

の法的性格については，阪口正二郎「憲法尊重

擁護の義務」高橋和之・大石員編『憲法の争点

(第 3 版)~有斐閣 1999 年 28 頁~29 頁参

照。

帥 J.S.ミル著，塩尻公明・木村健康訳『自由論』

岩波文庫 1971年 212頁。

(にいおか まさゆき 北海道大学大学院教育学

研究科博士後期課程 I年)
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