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ドイツにおける国家と教会
1その現状とルター神学からする
若干のコメソトー

軏{法の構造とルター神学

前文および第一撃茎一条

前文︵U℃N似鋤ヨげΦ隔︶の冒頭に︑ドイツ国民は基本法を

﹁神と人間に対する責任を自覚して︵ぎ︒コ︒壽︒︒ω轡器貯

純?臼く2零響霞2口αqく自Oo僻茸自傷︒瓢窯︒器︒げop⁝げ象

る︒注目したいのは︑この神が冠詞を持っていないこと

魯ω∪⑰葺︒︒o冨く︒野⁝げ①︒︒o霞8︒︒o戸︶・・⁝・決定した︒﹂とあ

第二次世界大戦後のドイツにおける国家と教会の関係

本文第一章は基本権︵一︶陣0

その神の被造物としての人間全体を意味する︒

と教会の鼠ハ体的接点ないし局面は︑種々存在するが︑こ

一条は﹁ω人間の尊厳は不可侵である︵Uδ≦母殴傷8

じ︑次いで前記二つの国家と教会との接点の現状を瞥見

げることにする︒考察の順序として︑基本法の構造を論

信奉する︵：：げの寄潟艮︒︒8ず審巨8鐸彰く︒同冨巨圃︒匿口髭α

国民はそれゆえに⁝⁝不可侵にして譲渡しえない人権を

の尊厳を﹁尊重し︑保護する︵8窪窪毒傷︒︒魯嘗N寒ご

毒く︒鐵島︒︒o義︒審口竃︒旨ω︒曇霞︒︒茸︒鯵：：︶︒﹂である︒人間

︵閃9σq凶︒研き8鼠︒馨︶と教会税︵蓉ぎ蛍窓①蓬︶を取り上 ζΦ器︒冨⇒巨￠葺ρ︒︒ま舞︶﹂で始まる︒次いで﹁②ドイツ

︵甲コ﹂口α門OOげ酔O︶と題され︑第

こでは公立学校における宗教︵キリスト教︶教育

︵以下基本法と略す︶である︒基本法に基づくと︑国家

法︵母︒︒O達乙σqo︒・o詩捜﹃90￠u煽昌昌︒︒︒器陰σ葵︼︶①三︒︒︒謹9︒隣O神
︶ である︒従って︑﹁神と人間に対する⁝⁝﹂の人間は

である︒それゆえ︑これはユダヤ・キリスト教︑聖書の

松

一．

を法的に基礎付けているものは︑ドイツ連邦共和国基本

倉

。。

し︑それら基本法の構造と国家と教会との現状について
ルター神学から若干のコメントを付してみたい︒
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功

ために︵基本的︶人権︵ζ2︒︒︒冨霞︒︒ぽ︒︶を﹁信奉する

すれば︑この第一条がどれほど神学的構造において人間

の尊厳と人権を論じているか︑今少しく説明を要するで

造を持った憲法はドイツのみではないかと思われる︒し

れを守るために基本的人権を信奉する︑という組織的構

た人間としての品質において︑したがって品位︵尊厳︶

の似鯉として創造された人間は︑﹁そのように創造され

教倫理学者の諸説を参照してみたい︒胃瓢ξo冨は︑神

oo繭07︶という構造をとっている︒

︵げ0脚O護賢併

あろう︒その説明のために︑今日の旧約学者やキリスト

かも﹁信奉する﹂は︑英訳では鋤︒ざ︒≦圃︒σQoとなってい

において人間の間に何の差別もない︒︵団︒︒σq凶窪々8唖

の

人間の尊厳︵黛︒q馬匹︒騰§p︒昌︶という価値を尊び︑そ

るが︑丁寧に言えば﹁信じると表明する﹂というべき言

ぎ 冒費 ﹂o≦o⁝σqoコ

ζo霧9曾

C簿︒冨︒臨巴

葉である︒このように﹁︵創造者なる︶神と︵その似像

X9旨お︒・ヨ舘︒・おgρg一苺酔琶心痛巨二四二興≦儲aρ

冨ぎ窪

としての︶人間に対する責任﹂といい︑﹁︵創造者の︑似

おける人闘︑更に救いの希望における人間との関連にお

：：︶﹂という︒これに続いて㊧救い主イエスとの関連に

組織的構造に留まらず︑神学的構造と雷って差し支えな

いて人権の基礎づけを試みている︒Dの根拠として

像としての人間の︶基本的人権﹂という文脈は︑単なる

いであろう︒

はなく︑天皇に始まり︑人間の尊厳に触れることなく国

ように列挙している︒﹁殺してはならない﹂は生命と身

世界人権宣言に編う基本的人権と十戒との関係を下記の

○￠P計b︒◎メ①などをあげている︒そして特に国連の

民の権利及び義務︵第三章︶へという流れである︒わが

体の安全︵問第三条︶︑﹁姦淫してはならない﹂は婚姻の

因みに日本国憲法は︑人間の尊厳と基本的人権からで

国の場合︑人聞の尊厳についての言及は憲法にはなく︑

自由︑婚姻及び家族の保護︵第一六条︶︑﹁盗んではなら

﹁偽証してはならない﹂は裁判所の裁判における法的保

ない﹂は奴隷の禁止︑私有財産権︵第四条︑一七条︶︑

教育基本法で初めて出現する︒

とは言え︑基本法第一章第一条が︑どの程度基本的人
権ないしはキリスト教的人間観と関係しているか︒換言

一33一

。。

聴入のものをむさぼってはならない﹂は私生活︑家庭︑

〇条︑ 一一条︶︑﹁隣人の家︑妻︑しもべ⁝⁝またすべて

護の要求と独立した公述な審理を受ける権利など︵第一

厳を究極的には理解できない︵Oδ甑8ω︒＜o琶舅津醒酔

邑西α︒︒疑σ①αQ慈目窪蹄ω酔︶故に︑単なる理性は人間の尊

拠づけられるべきもの︵：：を貯血︒郎霞§窃N①巳︒葺り

ある︒即ち︑人間の尊厳はただ超越的︑宗教的にのみ根

ている︒

：﹂O翼嗣警ざぎO謀房一〇半可蝕0ζO湧筈窪毒aO◎︶と論じ
の

住居︑名誉︑職業に対す恣意的な侵害に対する保護︑恣
意的略奪に対する保護︵第一一一条︶︒同じくカトリック
の神学者中︒︒90︒寄夢︒喚はまた︑旧約聖書の掟と法︵例

W

曽︶︒

厳の根拠を見ながら︑人権を根拠づける概念の意味︑射

このホーネカーの所見は︑他の福音主義神学者の論議

．

さ︒−㎝など︶は神によって創られたすべての国

えばピ︒＜μc︒

お

●

においても︑例えば︑を．譲与巽においても賂々同様な

り

く︒下位

︒

民に及ぶ聖なる法と解している︒旧約聖書O

心

ものが見られる︒即ち︑彼は創世記一る鈎に人間の尊

一ωu一〇

によれば︑十戒は﹁神の選びの保証︵①貯Oo窺緊α黒
滝嚢似蔦きαQ︶である︵団× GO心 b◇OQ﹂︶︹ 心

その上で頃魯禽は人間自身によって明示されるものでは

程としては不明確で議論の余地があるという︒しかし︑

しておく︒ζ．国︒器︒冨﹃によれば︑キリスト教の伝統は︑

ないが︑神が義と認める思断として示される人間の尊厳

次に代表的な福音主義の倫理学者の意見を二︑三紹介

ストア哲学に由来する人間の尊厳の概念を︑神の似像

このような今日のカトリック︑福音主義倫理学者の議

をルターに基づいて語っている︒

承認することは普遍的人間の倫理にとって基本的前提で

論に対して︑ルターの人権論は入間の尊厳の根拠を特に

︵謬︒︒αQo山巴と結びつけて考え︑すべての人間の尊厳を

あることを認めている︒しかし︑ホーネカーは人間の尊

信仰義認に求めることなく︑神の被造物としての人間す

べてのものに与えられた神の賜物︑人間

厳が明確な神学的根拠と正当化をどの程度必要とするか
については議論の余地があるとする︒従って︑人間の尊

るものとしている︒その点で︑頃︒器鼻巽や頃昏段は創

般に認められ

厳を承認することは国家の法や実定法を超える考え方で
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造の秩序そのものを︑あるいは自然法をキリスト教倫理

には自然法の市民生活︑特に政治的生活における役割を

≦Φ議︒げ90ぴ駄σq閃集三μG月b︒ω︶﹄もあるのである︒

はそれにどこまで服従しなければならないか︵＜8

広く認めた周知の文書﹃世俗の︵公︶権力について︑人

げ醇のように人間の尊

の基礎にしない今日の福音主義神学倫理の通例に従って
いるように思われる︒論者は︑＝

厳をい三げ2の信仰義認論︑恩寵のみによる義盗に従っ

いずれにしても︑本項のわれわれの課題はルターにお

竃0誰ωOげO旨ROOげ榊0︶とする神学的解釈それ自体
ける人権論の要点を述べ︑それと基本法との関係を明ら

て︑その恩寵に対応する信仰と良心の自由を人権の核
傷0円

かにすることである︒以下において︑ルターにおける創

︵内￠西口

を否定するものではない︒しかし︑ルターの人権論の構

造の賜物︑自然権としての人権を明らかにしてみたい︒

の

信仰義認の観点から解していることは事実である︒また

ば︑ルタ⁝は﹃善き業についての説教臨のように十戒を

たのがルターと言わなければならない︒繰り返して醤え

の後半はすべての人間に及ぶ基本的保証︵権利︶と解し

毫厘と勧解﹄である︒本書でルターは︑二極的な人権

文章として知られているのは﹃マグニフィカート︑その

まった形で︑人権について

文書はない︒しかし︑単なる言及ではなく︑少しくまと

ルターがすべての人間一般の人権を主題として論じた

ルターの人権論一創造の賜物・自然権としての人権

造は︑現代の福音主義神学者の所論とは必ずしも同じ
ではない︒むしろ後述するように︑神の似像として創造
された人間ゆえに与えられている一般的権利という考え

ルターは初期聖書諸講義の段階から良心を信仰と置き換

に関する一般に明らかな例﹂

方がルターの人権論である︒その意味から十戒は特にそ

えている程である︒その点で国暮窪の所論は福音主義神

ヨ︒蕊︒藍魯睾お︒馨︒貯噸︒σσq鼠斡一二︒×oヨで巴として︑

以下のようなものを列挙している︒金銭︑財産︑身体︑

︵＜自留oqδげ︒ロ

忙した論理を展開している

学の伝統にあることは確かである︒しかし︑その構造を
ルターのすべてに適応させることは妥当でない︒ルター

一35一

れは神自身によって創造され︑与えられた善いもの︑神

名誉︑女性︑子供︑友人などについての権利である︒そ

じ︑定め︑設けた︑神の業であり︑創造の秩序である

結婚である︒すなわち︑ルターによれば︑結婚は神が命

︵σq8a器ぐσq・ω瓢簿⑰号着αQ︒︒︒︒蒙：：kg壽﹁艮貯αQo︒︒︒冨℃験︶︒

キリストも結婚を確認している︒結婚は︑両親の強制に

の賜物︵αq隻︒αヨ︒貰σqo露ωσqゆσ窪︶である︒そのような

権利は︑理性や知恵といった神の賜物と岡様に神の賜物

よらず︑神の賜物として与えられている結婚への自由な

意志によるべきである︒結婚の権利について︑さらに

であり︑正しく︑善であった︒

また︑ルターは︑世俗的統治の秩序︑賜物︑仕事と名

注目すべきことは︑第一に︑結婚の社会的職分は

︵ω齢食◎コ傷舞唖￠Oび件︶塁帝︑諸侯︑司教に優先し︑それを越え︑

誉︵紆ω≦o壼圃︒げ2器αq首①昌榊︒︒壽﹁︒犀⊆巳︒ぼ︒︶という文

脈の中で次のように主張している︒すべての者が各人の

最も普選的・気高い職分︵＜地質α＝σ2︒︒冨睾︒σqoげ仲⁝：

ユ2σqo諺︒貯︒ω轡︒＼o琶︒︒・一〇︒︒＄魏α︶であった︒第二に︑結婚

≦①δび︒拍子αδo簿︒蒔纂￠謬≦①a窪︶という次第である︒

に属している︒したがって︑結婚は︑私有権と共にモー

身体とこの世の生活を愛し︑養い︑管理するという秩序

一36一

身体︑妻︑子供︑家︑畑︑家畜︑各種の財産︑各人に属
するものを保有し︵o臣︒剛F：：oぎ器冨ミ︿鰹︒きα9︒滞円冷冤

だれもができる︒飲食︑起居就床︑商売︑会話と同様︑

はキリスト者も非キリスト者も︑信仰者も無信仰者も︑

取られたり︑盗まれたり︑侵害されたり︑損害をうけた

異教徒︑トルコ人︑異端者その他書もが行なうことがで

X史︒ミ審︒︒象︒の色窯αQoコ︶︑それらが誘拐されたり︑奪い

りする︵①三㌘おミ〇三≦窪α0ミ9・コαq﹁魚藩識≧OωO冨蝕㈹窪︶こと

きるように︑結婚し︑その状態でありうる︑ということ

上述のような自己の生命および身体に対する権利また

セの十戒の後半︑第二の板の中に位置づけられる︒そ

このように結婚は︑神の法と普遍的自然法に従って︑

私有財産権に並んで︑ルターが繰り返し主張した権利が

恵と法によって保持されねばならない︵ヨ器︒︒ω三戸ξ蝕

る︵o貯Oo魯剛ざびooお⇔欝門︒葺儀oa自二α︒︶︒それらは知である︒

のないようにすることが︑神の被造物であり︑秩序であ

αq

のように公権力︵ヨ9︒αq繭︒︒露舅︶は︑第二の板を守らねば

ならず︑もしこれに反することを命じる場合には︑人々

ルターにおける福音と人権

によれば︑﹁この世の公権力は︑世俗的であれ︑不信佛

いのは︑ルターにあっては人間の尊厳の保障として十戒

次に︑十戒と人権との関係から付言しなければならな

ーキリスト教倫理の実践的指針としての十戒1

であれ︑︵あるいは信仰に敵しようが︶︑われわれに反す

は︑単に人の尊厳の保障としての人権に留まらず︑問時

はそれに反抗しなければならない︒このように︑ルタ⁝

るものでなく︑第二の板によって︑われわれとともにあ

ω＆ 味するものであったことである︒これはルターのキリス

にそれはキリスト教倫理の積極的方向︑福音の勧めを意
きρ

り︑われわれのためのものである︵O武器ヨ9σq翼筍ヨω
ｭ︒ 窯8冨鼠 ︒・才Φ 陣ヨ℃臨 コ8 ︒︒琶吟8巨鑓

ぎ銘︒︒象§o沖鳴︒き玄︒︒貯︒︒Φo謡扇霞9冨110段冨冨99ト
0教倫理の現実的方向を示すものとしても注目しなけれ

ばならない︒なぜなら︑われわれはそこにルターにおけ
0げ︒時︒牌g曽ωδ︒・oδaαQ互︒げ︒お一〇9剛αQ︾oα費号︒︒Q霊げ︒器

神の愛の保障が人権であり︑そのように︑人間の尊厳を

う神との関係における人間の尊厳ないしは人闇に対する

を持っている︒それは︑人間が神に似せて造られたとい

このルターの 単葉は彼の人権論理解に関して重要な意味

の戒めによって︑各人を人々の悪事や暴力から守り︑解

連して次のように記している︒﹁要約すると︑神は︑こ

ルターは︑そこにおいて︑例えば︑﹁殺すなかれ﹂に関

の︵詳細な︶客将﹄は極めて重要であり︑説得的である︒

その点に関するルターの文書として﹃大教理問答の十戒

る文化形成の神学を確認することができるからである︒

保護し︑侵害したり︑されることのないようにと定めら

放し︑各人に平和を与えることを欲し︑この戒めが︑人々

鍵匿︾ωoぎα︒・δ畠︒魯坤毒α黛曽ao碧玉繊駄馬鼠α2膨昌︒︒●︶﹂︒

れたものが十戒の後半であると解しうるからである︒

が隣人に危害を加えず︑身体に損傷を与えないように︑

隣人を囲む城壁︑砦︑自由︵留旨︒騨︶となることを欲
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。・陣

持つ︑その神の言葉とは︑神がそれによってわれわれを

しているのである﹂︒﹁ここでわれわれは再び神の言葉を

福音の倫理として善きわざが主張されているのである︒

神への愛︑さらに︑キリストを媒介とするキリスト者の

地上の生に適合すべき正しさであると同時に︑第一戒や

ンテキストの中で論議されていることに注目すべきであ

刺激し動かして︑柔和と忍耐︑要するに︑われわれの敵

一戒を顧みて︑⁝⁝われわれが復讐したい欲望を抑制す

ろう︒そして︑そのようなルターの文化と福音の一見直

しかも︑そのことが十戒の後半や第一戒︑父なる神との

るように︑われわれを助け︑支援し︑保護する方である

接的ともいえる関係の中に︑ルターの文化形成の神学︑

に対する愛と親切な行為といった正しく・尊く・気高い

ことを想い起こさせようとしておられる︒われわれは︑

普遍的人権やその倫理への一般的関心を見ることができ

関係でひろく地上の人間の鼠然権や普遍的正義というコ

そのことを駆り立て反復して描かなければならない︒そ

るであろう︒それはまた特殊エリートの社会形成でなく

行為をさせる神の言葉である︒神は︑われわれに常に第

うすれば︑われわれは両手一杯のなすべき善きわざを持

臼

仁⇔o自

器騨NO欝

￠口α

嘗魚げ0昌

≦凸＼N質

張であったともいうことができよう︒これらのことの背

つことになろう︒︵09冨げ︒ロ≦ヰ§毒忌§鉱Oo榊8︒・ 一般市民の社会の形成とそのための〜般的市民倫理の主
≦Oミ畠9ヨ詳

σ♂芝︒ミωo

ぐ§a窪

≦騨

鵯ε

≦臼︒ざ

亀︒

び︒匿

さらにルターによれば︑自然法は愛はどう行為すべきか

されている律法と同じものと見ていたことが考えられる︒

して︑ルターが十戒の後半はすべての人間の心に記
おO窪Oミ0巳0診070謬≦霞O界①臣：⁝︒60一〇7︒︒o弓O聞簿9鐸コロ嘗O景
まと
①昌
仁a
く︒冨9げ§冨ぴ①艮︶﹂︒

理解においてしばしば議論の的となる律法の第三用法︑

﹁正当な権利を奪うことはできない⁝⁝﹂というのであ

て愛と自然法を無視したり︑それに反して他の人間の

を教えるものであったこともそれを裏付ける︒したがっ

具体的倫理の指示︑善きわざへの勧めが︑十戒の講中に

る︵87電路駄0ヨ9三雌器00昌旦80ミ≦δαq蓉簿おO緊陣Oげ

前野⑳︑⑳の引用に明らかなように︑ルタ⁝の律法の

おいて語られている︒自然的人権としてすべての人々の
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愛によって判断するようにキリストが勧めているからで

利があっても︑その権利を主張して他人の財産を奪わず︑

冨げ︒︶︒なぜなら︑自然法による財産に対する正当な権

針の展開として認めることができるであろう︒

理解を彼の﹃善きわざについての説教﹄以上に実践的指

じることは出来ないにしても︑少なくともルターの十戒

とだけでルターの第三の用法︵実践的指針︶すべてを論

親の教育権と宗教教育

二．基本法第六条︑同第七尊

ある︒それは他人の財産を尊重すると共に権利を理性
と愛によって用いることであった︒この正当な権利の使
用に当たっての愛の適用は︑愛と自然法を豊かに具備し
ている法の源泉としての理性によってなされるべきで︑

非キリスト者にも妥当する勧めであった︒しかし︑キ
リスト者に対しては︑自然法としての律法を完全に成就

め︑それに従うことが求められる︒そこに福音と自然

と思われるのは︑親の教育権︑即ち親の子供に対する教

諸国のそれに比して︑基本法において明確な特色がある

﹁ドイツにおける国家と教会﹂という場合︑他のEU

権としての人権との究極的関係をみることができる︒そ

育優先権と初等・中等教育における宗教教育である︒前

した唯一人のキリストの中にその戒めの実行の模範を認

れが福音による自然法︑あるいは自然権の理解であり︑

者について記すのが基本法第六条②︑後者は第七条㈲で
ある︒

ルタ⁝における律法の第三の用法ともいうべき︑福音の
勧め︑ということになる︒

第六条︵婚姻と家族︶

以上の福音と人権︑とりわけ十戒理解に見る律法の第
三の用法は注目に価する︒特にこのような十戒︵律法︶

囲

り︑かつ︑まず第一に︵廻くαao鴇一−℃ユヨ①三︽︶両親

子供の育成および教育は︑両親の自然的権利であ

理解が他ならぬ彼の欄小教理問答﹄の注解書ともいうべ

き﹃大教理問答﹄で開陳されているからである︒このこ
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に課せられている義務である︒この義務の実行につ
うる︒

機関の︸つという観点である︒それは次のように総括し

︿神はご自身が創造したものである信仰者と不信

いては︑国家共岡体がこれを監視する︒

連の当該条文は全体主義国家の特徴︑即ち子供の被教育

に国家の教育権を主張したものであろう︒とりわけ旧ソ

国憲法︵第四六条︶のように︑子供の被教育権とセット

張に対して対極にあるのは︑旧ソ連や現行中華入民共和

育権と親の教育義務を謳っている︒親の教育優先権の主

である︒ 〜般的には︑わが国の憲法のように子供の被教

う憲法は︑論者の知る限り︑ドイツの基本法のみのよう

この第六条②に相当する両親の子供の教育優先権を謳

る︒これがルターの家政・親権と教育論に関する重要な

なのである︑といわゆる三機構手の中で論じられてい

おいて特定の課題が与えられている︶まさしく神的統治

説教職・教会︑世俗的統治︒困家とともに︑︵救済史に

親権という秩序を設定された︒それゆえ︑家政・親権は︑

神は両親を通して︑両親とともに教育を行なおうと家政・

庭なしに子供を教育しようと欲していない︒すなわち︑

ておられる︒神は子供に対する親権なしに︑もしくは家

り︑ふやすために︑外的に治めるもの・職務・手段を持っ

仰者︵診ヨ︒彰ασooω︒︶を養い︑保持し︑配慮し︑守

権とそれに対する国家の教育権を明らかにしていて興味

神学的意味づけなのである︒

を教育しなければならない︶最大の理由︵霞︒︒曽︒げ︶は︑

に対する勧告﹄の中の言葉であろう︒﹁︵両親が子供たち

いる︒中でも有名なのは︑﹃ドイツ全都市の市参事会員

中で︑神は両親に子供を教育するように命じたと言って

ら晩年のものにいたるまで︑きわめて多種多様な文書の

このような神学的構造の中で︑ルターは初期の著作か

深い︵旧ソ連憲法第四五条︶︒

ルターにおける両親の教育優先権

ルターは両親の子供に対する教育優先権を二つの観点
から基礎づけている︒

一つは︑神の世界統治の救済史において神と協働する
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それが神の命令であるからである︒神は︑モtセを通し
て︑両親に子供を教える︵一20郎︶ようにとしばしば促し

漿してい㍉﹂・それのみならず︑享供たちに対して

一①騰．︶

両親以上の権威はない﹂と親の優先的教育権を主張して
いるのである︒︵♂︿﹀一覧・ωO回

に至った・とに対するルタあ三日で霧・後者の影

響については︑たとえば︑第二次世界大戦後︑ボン連邦

議会に対するドイツ福音主義教会の意見書やドイツ．ル

ター派教会連盟の声明の中にも明らかである︒意見書の

中で・H．リルエは︑﹁神の前における両親の責任は︑

ら両親の教育権に書及することが多い︒しかし︑ルター

声明文の方は直接ルマに訴えて︑﹁神の雷葉に聴くこ

に対する責任と権利の領域が教育にあると言及している︒

国家の形態の転換に左右されない﹂と記し︑両親の子旗

は両親の教育権の根拠を第四誠のみから得たのではない︒

とに仕える学校と子供たちの激庸に配慮する観両親と教

ルターは︑前記のように第四誠﹁父と母とを敬え﹂か

興味深いのは︑﹃子供たちを学校へ遣るべきこと﹄では︑

会の権利に注意を喚起している︒これらはいずれも︑

ルターの教育観︑特にかれの両親の教育権の主張の影響

漫も第四誠への言及は見当たらないのである︒第四誠
以外にルターが重んじた重要な聖句は︑詩編七八．五

と見なしえよう︒

ところで︑ルターの両親の教育権は︑そのまま両親を

以下同一二七・二︑三およびエペソ人への手紙六︒一〜
四であった︒

いた︒一つは︑ルター自身が強調しているように︑ルタ⁝

教育権を基礎つけたことは︑二つの歴史的意義を持︒て

弟を教育すればよい﹂とは考えなかった︒かれは学校な

ものであることを聖書から学んだが︑﹁各人が自分の子

すなわち・ル字は︑両親の教育権は神から賦与された

教育者とするものではなかったことは周知の通りである︒

以前には︑教会が一般教育の権利を掌握していたことに

しで家庭で行なわれる教育は︑個人の経験的な事柄に基

ルターが︑これらの聖句と第四誠とによって︑両親の

対比するとそれは重大な変革であった︒Aヱつは︑ル
ター以後︑教会が宗教教育権と両親の教育権を主張する
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それに対して︑確かにルタ⁝は︑既述のように﹁︵両

場合︑それに代わることは殆ど不可能なほどである﹀と

必要とすると見ていた︒さらに︑ルターによれば︑両親

親が子供たちを教育しなければならない︶最大の理由は︑

つく限られたものであり︑有効で正しい︵≦︒露巷ユ

には教育に必要な手段︑知識︑経験のみならず時と場所

それが神の命令︵Ooヨ︒︒α︒︒σoεであるからである﹂と

両親の教育の義務と権利を自然法的に主張している︒

を欠いており︑公権の学校の助けが必要であった︒そ

述べている︵なお︑Ω﹀卜︒ 薩少b︒⑩誉を﹀ωO囲 一㎝伊○︒PG︒卜︒

お︒ε教育をするためには学識ある有能な男女の教師を

れゆえ︑ルターは︑国家や都市が︑青少年の教育のため

参照︶︒この点はルターの特色として明確にしておかね

ける親権と学校﹂と題して協議会を開き発表した﹁親権

に配慮するよう訴え︑そうすることが神の要求に答える

ルターの創造の秩序に即した子供に対する親の教育優

と学校の問題に対する声明﹂によってカトリック神学と

ばならない︒さらに一九四九年ルター派の教育学者︑神

先権の主張は︑自然法的なものであり︑カトリックと共

啓蒙主義の哲学に基礎づけられた自然法から親権が導き

ことであるのみならず︑それはまた彼らの職域上の義務

通のものである︒特にこの点について︑注目すべきは︑

出されることに反対している︒それにも拘らず︑ルター

学者が上記のルターの見解を踏襲して︑﹁現代国家にお

芝草ヴァティカン公会議の閉会直前に出された﹃キリス

自身が創造︵の秩序︶を重んじていたこと︑カトリック

でもあると述べたのである︒

ト教教育に関する宣言﹄︵∪Φ巳鋤謎樽㎞o亀ΦΦ曾8ぎ謎o

を念頭に置き︑國家によるあらゆる種類の学校の独占を

の﹃教育宣言﹄なのである︒﹁国家は︑相互補足の原理

由を鮮明に確固として宣言しているのが前記カトリック

は︑今日特に注目しなければならないであろう︒その理

と同様に子供に対する教育優先権を主張している共通点
≦ぎ①︒︒︒︒8哨葺7竈︒︒さ︒︶

Oぴ話響き9︒δ①㎝︶第三項および﹃学校に働く信徒の使命﹄
︵英訳ピ契O驕︒開毛8貯︒︒︒ぎ︒一︒・

第一二項である︒それによると次のように述べている︒
︿両親は︑子供に生命を授けたゆえに︑子供を教育する

義務があり︑第一の主たる教育者であり︑それが欠ける
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排除しなければならない︒学校教育の独占は︑生まれな

社会生活︑さらに今日︑きわめて多くの社会に見られる

い学校を除いて︵三二﹀仁︒︒ロ魯ヨ︒α醇σ舞︒馨併巳︒︒帥︒δ昌

﹁⑧宗教教育は公立学校においては︑教派に属しな

第七条︵学校制度︶

多元性に反するものである﹂︵﹃教育宣言﹄第六項︶︒今

尢垂Q︶︑正規の教科目である︒﹂

がらの人権と文化そのものの進歩と普及︑市民の平和な

日多元的社会・国家において︑この宣言の持つ意味は大
きいと言わねばならないであろう︒いずれにしても︑ル

＝二
七︑

本項は︑﹁ワイマール憲法の宗教規定第一三六︑

張は︑自然法的性格を有している︒カトりックとの共通

構成部分である﹂という基本法第一四〇条に基づいてワ

ターの創造の秩序に即した子供に対する親の教育権の主

のものである︒この自然法的︑かつカトリックとの共通

イマール共和国以来実施されているものである︒例えば︑

一三九条及び第一四一条の規定は基本法の

なものということから︑前述のドイツルター派教会連盟

﹁ワイマール憲法第＝二七条⑤宗教団体は従来公法上の

九四頁︶ではなく︑

ロテスタント︶教会を明示する﹁教派に︵属しない︶︑

カトリック教会︑領空教会とそれに準ずる福音主義︵プ

︵樋口︑吉田編﹃解説世界憲法集﹄

宮澤編﹃世界憲法集﹄＝ハ一頁︶や﹁無宗教︵学校︶﹂

れゆえ他の邦訳のように﹁宗教に関係ない﹂︵岩波文庫︑

イツ福音主義教会およびヘルンフート兄弟団である︒そ

る︒ここでいう公法上の団体とは︑カトリック教会︑ド

団体であった限り︑公法上の団体として存続する﹂とあ

一三八︑

の当時の意見書は︑当時の基本法作成のボン政府におい
ても受け入れ易かったことは想像に難くない︒

第七条︵学校制度︶

﹁②教育権者は子を宗教教育に参加させることにつ
いて決定する権利を有する︒﹂

これは第六条の両親における子供の教育の優先権を受
けていることは明らかである︒
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。。

俗の﹂学校︑もしくは基本法第七条⑤にあるように門世

教派に︵関係のないごとか﹁非宗教的﹂学校とか﹁世

るものとして乏︒石塁20§9︵諸価値と諸規範︶が導

一九九三年になって正課の教科としての宗教教育に代わ

元性の導入︑教会側にとっては特権の喪失という大きな

しうる科目となった︒これは︑公教育における宗教の多

目と同様に﹀げぎ附︵高校卒業〜大学入学〜資格︶を取得

入され︑その諸価値と諸規範がこれまでの宗教教育科

ドイツにおける親の教育優先権と宗教教育の現状

界観﹂学校と訳することが可能であろう︒

附

−特にニーダーザクセン州の場合1

変化を意味する︒諸価値と諸規範というのは︑現在ドイ

は哲学的︑世界観的︑宗教的問題に近づくための媒介と

ツの社会で一般化している価値︑考え方と規範︑あるい

われている宗教はどのようなものであるか︑それをプロ

なっているもののことである︒そして︑ギムナジウムの

の監督権に関係なく︑宗教圃体の教義と一致して行なわ

限られていた︒また︑基本法第七条⑧に﹁宗教教育は国

急の課題となっており︑教師の補充が追いつかなくなっ

が多いので︑その科目の教師になるための養成教育が緊

う背景がある︒また﹁諸価値・諸規範﹂の科目の選択者
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既述の公立学校での正課授業の規定に従って実際行な

テスタントの代表的領邦教会と言ってもよいニーダーザ

カレジで専攻者が一番多く選ぶ正課になっている︒諸価

上級生︑実業専門ギムナジウム︑夜間ギムナジウム及び

一九九〇年の初めまで公立学校における宗教教育は︑

値と諸規範がそれだけ一般受けしているということにな

クセン州の例によって考察してみたい︒

カトリックとドイツ福音主義教会に属する領邦教会

れる︵三aヨま20︷蕊賦ヨヨ魏嵩αQ簿諄位︒ロO毎巳︒︒簿N窪ユ︒﹁

ているようである︒理由の一つとして︑基本法第七営造

ろう︒それには教会からの離反者が多くなっているとい

菊︒︸凶αQδ郡甲㈹￠ヨ08ωo訂ゆ︒鵠︒泣︒警︶﹂と記されているよう

に基づいて︑子供が一三歳までは親に子供にどの宗教教

t鋤昌αΦ匂亀㎞︿一触OげO︶とそれに類するヘルンフート兄弟団など

に︑それら上述の教団の自由に任されていた︒それが

（】

不満が起こっていたということでもある︒さらに二〇

行なう宗教教育だけであった︒教会離脱の人々の間では

︵代替科目︶はなかった︒カトリック教会か領邦教会が

ない子供にとって︑正課としての宗教教育に代わるもの

るからである︒ところが正課としての宗教教育を選択し

ての宗教教育を受けるか受けないか︑決めることが出来

子供が

である場合はなおさら民主主義的政治的要求として︑正

け︑国民あるいは当該地域の市民の多数がキリスト教徒

教会が発言権を持つことは当然の権利であろう︒とりわ

ると︑今日のドイツにおいても子弟の宗教教育について

会の教育責任と親の子供に対する教育優先権とから考え

教育に対する教会の責任を語っている︒そのような教

宗教改革に基づく教会︵ゲマインデ︶形成の中で子弟の

以前の﹁ライスニク教会規定砿において︑ルターはその

捌
教育政策として推進された︒しかし︑それら教派体制化

〇二年以降宗教教育参与決定権は一二歳まで両親に︑一

課としての宗教教育の実施を求めることは当然ありうる

育を受けさせるか︑受けさせないかの選択権があるが︑

三歳からは子供の岡意を必要とするといった議論がなさ

ことであろう︒その点でも教派体制化以来のこととはい

基本法の邦訳は岩波文庫︑宮澤編﹃世界憲法集﹄第
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四歳になると︵中等教育では︶自分で正課とし

れている︒これはつまり子供の自由な宗教選択権を一

え︑今日ドイツのキリスト教徒が多数を占める州におい

認しうることであろう︒

旧両派の教会によって行なわれていることは政治的に容

て︑キリスト教教育が﹁宗教教育﹂という名目で︑新・

年春めるという議論が起こっているということである︒

ルターの教会論から見た公立学校における宗教教育

宗教改革後の教派体制化︵内8瀞塗8農のδ把瓢αQ︶の一

ピ碧母︒︒ぎげ象︵領邦高権︶の独立性によって地方分権が

四版一九九六︑樋口︑吉田編﹃解説世界憲法集随

七世紀以降ドイツにおいては領邦別に︑いわゆる
進んだ︒それは学校教育制度においては領邦君主の学校

注

二〇〇二の他︑独英日対訳須郷登世治﹃ドイツ憲法の

えば︑﹁ルター著作集﹂第一集︑第四巻︑露文舎︑

のすべてのレヒトを正義と解している邦訳もある︵例

一二履頁以下参照︒︶しかし︑われわれは上記の原文及

解説﹄〜九九一を参照した︒
英訳はドイツ政府公認の英訳による︒

び下記注働︑⑤の原文などによって権︵利︶と解した︒

ルターは上の引用にいう﹁一般に明らかな人権﹂の例
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﹀宥爵一碧齢藁⑩⑩劃︒︒μ︒︒㎝跨および60旨参照︒

として︑本官の引用のように︑金銭︑財産︑身体︑名

ン
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1）
2）
3）

4）
5）
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7）
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9）

≦o訴＜oユ窪αQ累年傷禽傷︒︒︒おぐ傷臼傷︒︒︒おミoo簿︒︒3σQ9．

﹁同様にわれわれもまた権利や様々の理性や知恵の諸財

言葉自

に対して対処しなければならない︒権利はよいもの︑
神の賜物である ︒ 誰 が そ れ を 疑 う も の か ︒ 神 の

身︑権利は善であるという⁝⁝神は権利は善である︑
と語っている﹂︒
Q＞心し①︒︒るh︵⑩︶﹀．9．ρ湊㎝り鍔

．

18）

19）
一㎝ω一︶参

ω一︒︒w昏︒㎝−b︒ρΩ﹀昏︒響G︒α押b︒需この他例えば

﹀・拶・O

︵O一﹀一く曽bob◎心塗け﹀ oqOぎ0翫0げ0昌00鼠︒︒Oぴ⑳ロ：己
照︒
Ω﹀企Ooお冒b◎qn●bo◎Ω﹀ひ◎りQQ⊂隠滑b◎①h

暴富㈲の他︑特に︑＜o嵩両げ︒鶏07＄一㎝ωρ石井正己訳
﹁結婚について﹂︵﹁ルター著作集﹂︑第一集︑第九巻︶

聖文舎︑一九七 三 年 ︑ 三 〇 三 頁 以 下 ︒

≦﹀一bo曽一b◎ρミめ

Ω﹀♪Qo卜⇒ N㎝h

≦﹀δ戸ひ︒Q︒Q︒り○︒めなお︑ルタ；はしばしば㎝鐙巳を器︒窪

と解した︒その詳細については︑拙著﹃ルター神学と
その社会教説の基礎構造﹄三文社︑三七七頁以下参照︒

心㎝ ○◎○◎h

曽

︾︶

≦＞Q︒P心ρ込︒㎝h︵鼻ρさ︒Q︒怖︶ルターはここで︑神の

oa剛§ぎ︵﹀ロoaコ琴σq︶といっている︒

一ωh

﹀■9■O G︒ρωb︵念︾一鳶︶参照︒
﹀ pO G︒Pδ詐轟ρb︒鍔︵心㎝

﹀．PO．曽心どb︒o︒h︵三口ωG︒h︶ルターがモーセの十戒の

第二の板に反することを強制する俗権に対する抵抗の

義務を論じたものとして︑ 一五二〇年の﹃善きわざに

ついて﹄は︑注目に価する︵Ω﹀滑b︒︒︒メb︒b︒h参照︶︒

≦﹀ω⑩戸念堕一翼︵ミ︾込︒鍔︶

人権が人間の尊厳の思想から導き出されることは周知

o冨鼓ぽ70隅

閃￠o匿の︒聾醐貫

O窪︒話問︒芦

おΦ①︾
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層

G◎O

﹀．勲O噸

6︒︒露参照︶︒なお︑日溜昔︒芦︒Q■Φ①塗参照︒

特にM・ホーネカーの指摘は適切である︵Oo誘︒まP

02巳﹁8げ8ぎO⑦︒︒亀ωoず践⊆a霞﹃9Pお︒︒Pの﹁Q︒b︒第︶︒
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ll）

20）
21）
22）
24）

23）
25）

12）
13）
14）
16）

15）
17）

㊦

ルターは︑十戒の講解の結論において﹁ところで︑こ

のように︑われわれは神の教えの精華としての十戒を
有しているが︑それは︑われわれの全生活が神に嘉さ
れるためになすべきことであり︑善きわざたるべきす

りα舘毒︒︒鐙

べてのものが︑そこからまたそこにおいて湧き出る泉︑
管なのである︵⁝≦舘≦マ号垢コ︒・o酬δ

αqp罠N①の冨σoコOo簿oGq麟欝旧す：鉱δ︒・≦霧σQ三〇≦﹁oo騨器ぎ

ωo密冥Ω﹀倉駆メb︒角ごとか︑第一心に関して︑﹁神の

意志に反するすべてのことはせず︑むしろ︑神にのみ
信頼し︑神を愛し︑⁝神を欲することを行なう⁝よう
に︵⁝塾︒︒︒δω︒︒2≦窃≦置匹︒﹃︒・oヨ￠欝≦農︒コ剛︒・r9︒篇跨儀9

おh︶と述べている︒そのよ

ω⁝共鏡⇔＝・ぎく・葺望①ぐ＝巳善ヨN二竃げΦ讐蚤壽ω醇

冨σoコ三﹃︾ ． 斜 O ﹂ 轟 ⑩

うに︑禁止条項︵律法︶としての十蔵を福音の実践の
指針︑律法の第三用法︵霧粒箕碧膏二︒︒o＜窒σqo＝一婬器￠ω

δ町Q匿8ヨ話︶として︑実践の三段論法︵豊δ町q鍔露蕊

の．ご第参照︶︒また一般的発言であるが︑ルターは︑嘱

約の律法を遵徳的範例として説いたというものもいる

ω①ω
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特に︑ペータース︑前掲書︑七七頁以下参照︒

M・ヘッケルは︑ルターはキリストを媒介にした律法

の解釈によって︑すべての神の律法の同一性と内的一
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