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第五項　在学関係
　今まで見てきたように、中華民国体制下の『中華民国憲法』の規定に
従い、台湾に住む六歳に達した子どもたちの多数は国民小学校に入り、
国民教育を受けることになる。その就学率を見ると、一九八三年の時点
において既に約一〇〇％に達し、現在まで続いてきた1。かような現状に
おいて、子どもの自己決定は対「学校」、或いは対「教員」の関係の中で
如何に位置づけられているのであろうか。更に、より根本的な問題とし

1 野上修市編『子どもの人権と現代教育法の諸問題』（エイデル研究所・1997年）
91頁。『教育部統計處教育統計查詢網ホームページ：在學率』（2019年５月14日）

〈https://stats.moe.gov.tw/qframe.aspx?qno=MgA3AA2〉。
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て、子どもは教育を受ける主体であるとの認識は果して学校教育と関わ
る関係者（大人）達に意識されているのかどうかのことである。それら
の問題については次の項目に沿い検証していきたい。

　第一目　従来の「特別権力関係論」とその修正
　行政裁判所が出された判断を追うと、一九五九年の判字第一一号判決、
並びに一九九一年の裁字第九二三号決定2においては、公立学校におけ
る生徒等と学校設置者との間の在学関係は「特別権力関係」に属するこ
とが宣言されたことが分かる3。すなわち、公立学校の在学関係を公務員
の勤務関係や公立病院の利用関係と同様に、公立の「営造物」の利用関
係として公法上の「特別権力関係」であると解されてきたのである4。
　ところが、一九六〇年代から日本の行政法学界に巻き起こした特別権
力関係論の全般に対する批判論の展開を受け、台湾でも同論を見直すべ
きだという声が強まってきた5。例えば、林紀東は橋本公亘の学説を紹介
し、「…単なる特別権力関係に属することを理由として、（すべての者に
対し）裁判を通して救済を求める権利を否認してはいけない。（中華民
国）憲法に基づき国家の公権力により個人の権益に損害を与えてしまう
場合、裁判を通し救済を求める権利が保障されるため、特別権力関係に
置かれている者にも認められるべきだ」6、と主張する。また、かような
学界の動きと同調するように、一九八四年から大法官会議もいくつか公
務員の勤務関係を巡る争いを取り扱う解釈を通じ、微かに特別権力関係
論の修正を促す意見を公にした。
　要するに、大法官釈字第一八七号解釈において、大法官会議は「公務
員は法に基づいて定年退職に臨み、退職金の納付を要請することは憲法

2 『司法院大法官會議ホームページ』（2005年７月31日）〈http://cons.judicial.gov.
tw/jcc/zh-tw/jep03/show?expno=382〉。
3 謝瑞智『教育法學�增訂版』（文笙書局・1996年）61頁。
4 謝瑞智・前掲書注（３）64 ～ 65頁。
5 蔡茂寅「在學關係與司法審查─大法官會議釋字第三八二號解釋評釋」『月旦法
學雜誌�第４期』（1995年）61頁。謝瑞智・前掲書注（３）80頁。
6 林紀東『中華民國憲法逐條釋義』（三民書局・1970年）64頁。謝瑞智・前掲書
注（３）80頁。
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に従い制定された法律によって保障される権利である。従って、所属機
関に対し自分の勤務した期間や退職金の未受領を証明する書類の発行拒
否の争いにつき、法律に基づいて訴願や行政訴訟を提起することが認め
られるべきである」7、と言う。また、一九九二年の釈字第二九八号解釈
では、大法官会議が「憲法七七条に基づいて、公務員に対する懲戒の権
限は司法院に属する…が、（合理的な範囲から逸脱して）公務員の身分
自体の変動や重大な影響がもたらされる懲戒処分について、処分を受け
た公務員には懲戒権限を持つ主務官庁に対する不服申立てが認められる
べきであり、同主務官庁も原処分の違法性や妥当性を審査しなければな
らない」8、と述べている。このように、大法官会議は正面から特別権力
関係論に言及しない形で、従来特別権力関係に囚われる者に対する法的
救済を図ってきたのである。しかし、蔡茂寅が指摘するように、特別権
力関係論に対する大法官会議の曖昧な態度によって、反って同論を温存
させる解釈にも捉えられることになってしまう9。二〇〇三年に下された
大法官釈字第五六三号解釈においては、大法官会議はやはり正面から特
別権力関係論を否認していなかったが、賴英照大法官による補足意見に
申した「大学は学生に対して退学処分に処する手続について、デュー・
プロセスに服し、司法審査を受けなければならない。大学の自治を保障
するのは、直ちに大学と学生の間に存在する在学関係は特別権力関係だ
と見做すことではない」10、という説示を注意に値しよう。
　その一方、前記のように従来の特別権力関係論について変化があった
とは言っても、議論された争いの背景のほとんどは公務員制度や専門学
校が含まれる高等教育制度であった。その故、国民教育（基本教育）の

7 『司法院大法官會議ホームページ』（2008年11月27日）〈http://www.judicial.
gov.tw/constitutionalcourt/p03_01_printpage.asp?expno=187〉。蔡茂寅・前掲
論文注（５）62頁。謝瑞智・前掲書注（３）80頁。
8 『司法院大法官會議ホームページ』（200811月27日）〈http://www.judicial.gov.
tw/constitutionalcourt/p03_01_printpage.asp?expno=298〉。謝瑞智・前掲書注

（３）83頁。
9 蔡茂寅・前掲論文注（５）62頁。前掲注（２）全文。
10 『司法院大法官會議ホームページ』（2005年８月１日）〈http://cons.judicial.
gov.tw/jcc/zh-tw/jep03/show?expno=563〉。
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場合も特別権力関係論から脱却したと言えるかどうかは不明である。少
なくとも、『中華民国憲法』の番人である大法官会議はそこまで踏み込
んではいないと見せられている。

　第二目　教員による指導（体罰の認否を中心に）
　在学関係において学校側を主体としてみると、行政法規に基づく教員
に対する管理、或いは校則を以て生徒に対して行われる拘束などの場面
を見出せよう。そして、教員を主体にしてみれば、学校側からの指示や
命令に従う一方、生徒を管理する場面が出てくる。最後に、子どもを主
体として考えれば、学校の校則や教員の指導に対し服従しかできないこ
とになろう11。本項目において、二〇〇六年に『教育基本法』の二回目の
改正の中心となる生徒に対する教員が行う懲戒の行為、所謂「体罰」の
問題について整理する。

　一、教員の懲戒権
　生徒に対する教員の懲戒は、二〇〇三年までは教育部（文部科学省に
相当）の『教師輔導與管教學生辦法（教師による学生・生徒の指導及び
管理方針）』（以下、「管理方針」）によって具体的な枠組みが提示されて
いる。例えば、同方針九条には「教師が学生・生徒を懲戒する前に当該
不正行為の動機を究明し、懲戒を与える理由を学生・生徒に説明しなけ
ればならない。教師は心情的、悪意を抱くような懲罰行為をしてはなら
ない」12、と定められている。しかし、同方針は一九九七年に初めて制定
され、一九九九年と二〇〇〇年にかけて二回の改正が行われ、二〇〇三
年の『教師法』の改正に伴い廃止された経緯13を持つ。実施されてから
十年間も立たないうちに、教育現場における度を超えた体罰の禁止に当

11 吳清山『教育法規：理論與實務』（心理出版・2004年）150頁。
12 『全國法規資料庫ホームページ』（2008年11月26日）〈http://law.moj.gov.tw/
Scripts/PQuery4B.asp?Lcode=H0020042&LCC=2&LCNO=1〉。
13 『全國法規資料庫ホームページ』（2008年11月26日）〈http://law.moj.gov.tw/
Scripts/PQuery4 .asp?B2=%AAu%A1@%A1@%AD%B2&FNAME
=H0020042〉。
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たって、果たして具体的な改善効果がどこまであげられたのかは疑わし
い14。
　そして、部分的ではあるが、前述した規定の内容から見ても分かるよ
うに、同方針は教員による不正で悪意のある懲罰行為を禁止しているが、
全面的に如何なる懲戒をも否定することではなかった。実際、学説にお
いても全面的に教員を持つ懲戒権を否定するような見解がほとんどな
く、識者は概ね「権利説」、「義務説」及び「責任説」それぞれの立場に立
ちながら、教員の懲戒権を認めてきたのである。
　その中、『教師法』一七条一項四款に定められる「教師は学生・生徒の
適正的な発達、健全な人格の発展を図り、同人に対する指導や管理の義
務を負う」という文言から派生してきた「義務説」の見解15は、法律の留
保を以て、教員による懲戒権の行使に制限を付けられるが、管理方針が
制定された法的根拠もこの『教師法』一七条に求められるため、政府の
公的見解は「義務説」に近いと見られる16。しかし、学生・生徒に対し、
教員がその仕事の専門性から指導や管理の義務が生じることは法的に認
めたことにしても、管理の内容や方法が直ちに懲戒（体罰）と同一視す
ることができるかどうかの問題が依然に存在することになろう。この問
題に関しては、「親代わり」論という教員が有する「教育関係的プロフェ
ショナル性」の論理から教員の懲戒権を認められるとの「権利説」17の立
場からも解決策を見いだせない。蓋し、「身分権」の譲渡不可能原則に
従い、「親代わり」論を批判し、従来の「権利説」の再検討を促す見解に
よれば、如何なる教育活動が行なわれても「師弟関係」が発生し、上位
者対下位者の管理責任も随伴的に派生すると考えられる18ため、教員に

14 例えば、同方針が廃止される直前に台北市や台中市における公立小学校と
中学校では、教員による体罰のニュースが大きく報道されていた。立法院公報
第94巻第53期委員会記録100 ～ 101頁。
15 吳清山・前掲書注（11）105頁。『全國法規資料庫ホームページ』（2008年11月
26日）〈http://law.moj.gov.tw/Scripts/PQuery4B.asp?Lcode=H0020040&LCC=2
&LCNO=16〉。
16 吳清山・前掲書注（11）105頁。前掲注（14）96頁。
17 吳清山・前掲書注（11）104頁。
18 実際、この観点はやや「責任説」に近い。すなわち、国家試験に合格した者
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よる教育活動の中で、生徒に対する懲戒権が自然に賦与されるという。
もっとも同見解はかような理屈で認める教員の懲戒権の中には、生徒に
対する体罰を行える権利がやはり含まれていないとも述べている19。

　二、司法府の判断
　一九九一年に高雄地方裁判所は、教員の生徒に対する懲罰行為が検察
によって刑事責任として追及される事件を取扱い、初めて現職の教員に
対して実刑判決を言い渡した（同裁判所八〇年度易字第四三一六号判
決）20。要するに、事件と係わった両名の教員と生徒の親は法廷において
和解に達したが、検察は事件の発生当時に両名の教員が公務員として勤
務中にもかかわらず、生徒に対し度を超えた懲罰行為（棒を持って生徒
の太ももを叩くなど）を与えたことが刑法の傷害罪の成立条件を満たす
として公訴の提起を取り消さなかった。そして、裁判所は検察側の主張
を認め、両名の教員に対して執行猶予付きで三〇日間の禁固刑を下し
た21。
　一方、二〇〇七年に公立学校で起きた体罰事件ではないが、台北地方
裁判所はある私立の保育園で起こった教員による園児の懲戒事件（九五
年度店労簡字第一七号判決）に対して、次のように述べている。すなわち、
同裁判所は「…幼児教育を専攻する教員であるにもかかわらず、大きな
声で園児を叱ることや、…園児の身体を乱暴に扱うことなどの体罰の事
実を認める。…当該行為により園児に心理的な不安を抱かせることは教

が学校の「教員」となれば、学生・生徒を管理し、懲戒する責任が自然に発生
するため、教員には学生・生徒に対する懲罰行為が「権利」や「義務」ではなく、

「責任」だと見られるべきことが、「責任説」の中心的理解である。吳清山・前
掲書注（11）105 ～ 106頁。前掲注（14）97頁。
19 顏厥安「當前教育法制改革的幾個重點�─一個初步的反省」『中央研究院ホー
ムページ』（2005年８月８日）〈http://www.sinica.edu.tw/info/edu-reform/farea3/
gt3_a2-1.html〉。
20 謝瑞智・前掲書注（３）511頁。立法院公報第94巻第74期委員会記録（2005年）
167頁。『YAHOO 奇 摩 知 識 ホ ー ム ペ ー ジ 』（2008年11月28日 ）〈http://tw.
knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1205072302230〉。
21 謝瑞智・前掲書注（３）549頁。
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育を行う精神や理念に反し、前記（同保育園の懲戒条例）の規定に従い、
同人を解雇するのは正当だ」、と判断した22。この判決では、子どもの「心
理的な不安」が配慮されているが、それを如何なる客観的条件によって
判定すべきであるかどうかが同裁判所からより一歩踏み込んだ判断が示
されていなかった。
　なお、果たして生徒や学生に対し、教員が有する権限の具体的内容と
は何かの問題について、教員が予告なしに生徒の所持物検査を行い、同
人のプライバシーの権利を不当に侵害することになるかどうかの事案に
おき、台北地方裁判所が九六年度訴字第五三五六号判決を下し、一つの
手がかりを見せていたのである。すなわち、同判決において、裁判所は
まず『中華民国民法』一八四条一項に定められた「故意又は過失により
不法に他人の権利を侵害した者は損害賠償の責任を負う」という不法行
為の規定を述べた後、大法官釈字第三八二解釈に依拠しながら、「学校
で行なわれる教育活動は知識の伝授に限られるのではなく、学生・生徒
の人格の全面的な発達を図り、…道徳観を育む行いも含まれている。…、
前記の教育の目的を実現させ、校内の秩序や学生・生徒の安全を保護す
るため、教育活動の実行中、教師には授業を行なう自由、学生・生徒の
成績を評価する権利及び生活指導権などの権益が認められるべきであ
る。教師は学生・生徒に対して指導や管理活動を行なうためになされた
教育的な措置或いは秩序維持的な措置がいずれも教師が有する専門的裁
量権の行使だと認定することができる。当該裁量は明らかに違法や不正
な事実が発見されていない限り、教師や学校側が教育専門性に基づいて
行った諸決定を裁判所として尊重しなければならない」、と本事案の違
法性阻却事由について検討を行った。このように、本件事案の教員が生
徒の所持物を捜索する行為について、裁判所は教員の学生・生徒に対す
る生活指導権を行使したものだと認め、例え生徒のプライバシーの権利
を侵害する疑いがあったとしても当該行為の違法性を阻却され得ると判

22 『法源法律網ホームページ』（2008年11月14日）〈http://fyjud.lawbank.com.tw/
Print.aspx?jrecno=95%2c%e5%ba%97%e5%8b%9e%e7%b0%a1%2c17%2c200705
09%2c1&courtFullName=TPDV&jyear=95&jcase=%e5%ba%97%e5%8b%9e%e
7%b0%a1&jno=17&jdate=960509&jcheck=1&switchfrom=1&issimple=-1〉。
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断した23。しかしながら、教員のプロフェショナル性（責任）から派生す
る学生・生徒に対する生活指導権が憲法に保障される個人のプライバ
シーの権利の権益より上回れるかどうかの憲法学的疑問がある外、教員
の学生・生徒に対する懲戒や体罰を行う権限もその生活指導権の中に含
まれるかどうかの問題が残される。

　三、体罰の全面的禁止（二〇〇六年の教育基本法改正）
　既に言及したように、一九九七年に教育部の法令として作られた管理
方針は、二〇〇三年の『教師法』一七条の改正に伴い廃止された。現に『教
師法』一七条には、「教師は法令を遵守し、雇用契約の内容を履行する他、
次の各号に掲げる義務を負う。…四、教師は学生・生徒の適正的な発達、
健全な人格の発展を図り、同人に対する指導や管理の義務を負うこと。
…。但し、前記の四号…の詳しい内容については、各校の校務会議によっ
て定められるとする」、と規定される24ため、学校における教員の学生・
生徒に対する管理・懲戒行為の内容や制限は各学校の自主的な決定に任
されている。しかしながら、当時教員による体罰の問題をめぐりいくつ
かの事件が起こしてしまった故25、民間においては体罰を全面的に禁止
すべきだという草の根運動が展開されることになっていた。それを受け
て二〇〇五年一〇月に立法院（国会に相当）の教育及び文化小委員会も
何人かの参考人を招き、『教育基本法』を改正し、体罰を全面的に禁止
することの認否について公聴会を開き、議論を行ったのである26。

23 『法源法律網ホームページ』（2008年11月14日）〈http://fyjud.lawbank.com.tw/
Print.aspx?jrecno=96%2c%e8%a8%b4%2c5356%2c20071214%2c1&courtFullNa
me=TPDV&jyear=96&jcase=%e8%a8%b4&jno=5356&jdate=961214&jcheck=1
&switchfrom=1&issimple=-1〉。
24 『全國法規資料庫ホームページ』（2008年11月26日）〈http://law.moj.gov.tw/
Scripts/PQuery4B.asp?Lcode=H0020040&LCC=2&LCNO=16〉。
25 例えば、長期的に全人教育の発展及びその実践に関心を持つ民間団体の人
本教育基金会の報告によると、2003年には学生・生徒に対する教員からの体罰
事件が報じられるのは194件もあったという。『人本教育基金会ホームページ』

（2008年11月30日）〈http://hef.yam.org.tw/service/index01.htm〉。
26 前掲注（14）45 ～ 119頁。
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　後に公開される公聴会の記録を見ると、民間団体や何人かの立法委員
は体罰の禁止を法文化することに賛成するが、教育現場に携わる実務家
の声は消極的だと分かった27。にもかかわらず、当時の教育部側は『教育
基本法』の法改正を用いて体罰を全面的に禁止する規定を定めようとの
積極的な意図がある外28、公聴会の結果を受けて立法院側にも同じよう
な動きが見せられていたのである29。そして、立法院から提出される法
改正の草案の中では、立法委員の管碧玲が提出されたものがより多くの
委員から支持を受けられるため、特筆すべきだと考える。同氏による法
案説明の中では、『教育基本法』は宣言的な法律であるため、単に体罰
を禁止するのではなく、より積極的に学生の権益（同草案に持ち込まれ
たのは学生・生徒の身体的自主権及び人格発達権である）を保障すべき
だという持論が展開された。勿論、草案の提出を受けて教育及び文化小
委員会の席においては、いくつか疑問のあるところが提起された30が、
その後、更なる議論が見られず、概ね政治的協商の方法を通じて物事を
運んでいた31。二〇〇六年五月に開かれた立法院の院会において、改正
案は再び協商に回し、教育部と全国教師組合と共同して六ヵ月以内『學
校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項（学校は教師による学生・生徒
の指導及び管理方針を制定する際の心得）』を制定すべきだという提案
は採択された後、同改正案は三読会まで交付され、成立を認められたの
である32。こうして、一年二ヵ月間という早いスピードで『教育基本法』
の二度目の改正が採択され、台湾の公立学校における教員による学生・
生徒に対する体罰行為を全面的に法によって禁止されることとなった。
　しかし、まだ問題はやはり山積みである。特に、制定当初から「準憲
法的性格」を有することを厳重に宣言した『教育基本法』は施行から

27 前掲注（14）83 ～ 85頁；92 ～ 95頁。
28 前掲注（14）97頁。
29 立法院公報第94巻第52期院会記録（2005年）２頁。立法院議案関係文書院總
第1605号委員提案第6464号（2005年10月12日）委37頁。
30 前掲注（20・第94巻第74期）155 ～ 168頁。
31 立法院公報第95巻第３期委員会記録（2006年）205頁。立法院公報第95巻第32
期院会記録（2006年）289頁。
32 立法院公報第95巻第59期院会記録（2006年）208 ～ 210頁。
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一〇年も満たない間に二回も改正が行なわれ、単なる「宣言的な法律」
に落ちた危惧を拭えない。かような結末になってしまった場合、果たし
て学生・生徒の教育を受ける権益が実質的に保障されるかどうかの問題
については尚更疑わしいと思われる。

第三節　教育行政と子ども
　台湾における教育行政の様相を研究する論者によれば、行政府は教育
権限を存分に行使する一方で、人民には教育に関する選択権を行使する
余地が少ないのは一つの特徴だと指摘する33。このような現状の中で教
育を受ける主体である子どもは国家の教育行政の運用において対話が行
われる主動的な存在だと捉えられるのか、という問題に本論の関心であ
る。

第一項　論点の概要
　一九九〇年代の後半から台湾で展開されている教育改革の波におい
て、国家による教育行政からの離脱は一つの大きなテーマとして議論さ
れている。しかし、『中華民国憲法』一〇八条、第一〇九条及び第
一一〇条に示されたように、教育制度の運営は国と地方政府とが共同で
行うべき事項であるため、国からの関与が完全に離脱することを望んで
も叶えられないと考える。それもなぜ『教育基本法』九条において詳し
く中央政府の教育権限を定められた一因だと認識し得よう。従って、例
え中央政府は民間から巻き起こす教育改革の波を阻止することができな
くても、教育に関する権限の行使を放棄するのを宣言することは不可能
に近い34。
　ところが、教育の改革を求める声を無視することができない以上、行
政側としては何らかの対応を取らなければならない。かように、民間か
らの教育改革の要請に応えて国からもいくつかの変革を推し進めてき

33 王麗雲「教育行政的政治面向」『教育行政學：理論與案例』（五南圖書・2006年）
143頁。
34 立法院公報第86巻第43期委員会記録（1997年）307頁。立法院公報第86巻第57
期委員会記録（1997年）144頁。
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た。だが、子どもこそ教育を受ける主体だという位置づけが国として果
たしてどこまで意識されているのかが疑問である。その問題を検証する
ために、以下では『教育基本法』と殆ど同時期に進められた『原住民族
教育法』の制定、及び個人が教育事業を行なうこと、すなわち「私学の
自由」、という二つのテーマに絞って考察を行っていく。

第二項　『原住民族教育法』における子どもの主体性
　一九九六年に台湾の立法院で初めて「原住民族教育法草案」が提出さ
れた35。その翌年の一九九七年に教育部による草案も提出され、幾度も
の政治的協商を経て、そして、また約一年間の審議が行われた後、「原
住民族に属する子どもは、教育に関する優遇政策が適用される前に自民
族の母語試験に参加しなければならない。その方法は中央政府における
教育行政の主務官庁によって定められる」、及び「『認識臺灣』という郷
土教育の教科書において、原住民族の人々を「蕃人」と呼ぶ言葉の削除・
変更」という二つの附帯決議案を採択することに伴い、全三三ヵ条から
成る『原住民族教育法』は『教育基本法』に先立って一九九八年に成立・
施行されることとなった36。

　第一目　原住民族と「教育」
　論者の研究によると、オランダが台湾を統治していた時期には、性格
的に漢民族と異なり、人口数も漢民族より遥かに多い原住民族に対する
教化の事業が最大の政治課題となっていたようである37。また、台湾に
いる時間がオランダより短いスペインも同様の問題を抱えていたが、両
国はいずれも原住民族に対し宣教を目的とした教育事業を展開したので
ある38。その目的は、原住民族から得られる経済的な利益をより高くす

35 立法院公報第85巻63期院会記録（1996年）95頁。
36 但し、二〇〇四年の改正を経て、同法は全三五ヵ条から構成されることに
なった。立法院公報第87巻第31期院会記録（1998年）314頁。『全國法規資料庫
ホームページ』（2008年12月２日）〈http://law.moj.gov.tw/Scripts/PQuery4.asp?
B2=%AAu%A1@%A1@%AD%B2&FNAME=H0020037〉。
37 鍾清漢『日本植民地下における台湾教育史』（多賀出版・1993年）５～７頁。
38 鍾清漢・前掲書注（37）47 ～ 48頁。
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ることにあったと言われる39が、この時期における文教政策の展開に
よって、最初から文字をもたず、外国文化さえ知らない原住民族に近現
代の文明社会が認識される「知識」を与えたことは確かであろう。
　一六六二年に中国の住民である沈光文が台湾の原住民族と遭遇したこ
とによって、漢民族の文化や文学が初めて原住民族の間に移植し始め
た40。同氏は熱心に原住民族教育を行い、それは前後三〇余年にも及び、
教育に関する著書もかなり多く、学者の間では「台湾教育の父」41とも呼
ばれている。また、沈光文と殆ど同じ時期に台湾に進出してきた鄭成功
の政権は、各村落に漢民族だけではなく原住民族たちも対象にした「社
学」と呼ばれる初等教育機関を設けた42。両民族の共学が実行されたかど
うかは不明であるが、少なくとも一つの政権の下で両民族に同一の教育
制度が適用されていたという事実は注意すべきである。
　時期は一八九五年に入り、日清戦争の結果、台湾は日本による植民統
治時期が始まった43。翌年の一八九六年に台湾の南に所在する恒春に国
語伝習所猪朥束（テロソ社44）分所が設置され、これが日本による植民統
治時期において初等教育を行う最初の施設だと言われており、漢民族と
原住民族を問わずに一律入学させていたらしい45。本格的に原住民族の
子どもに対する教育を組織的に実施しようとしたのは、一九〇四年に各
警察官吏派出所に阿里山に住む原住民族の子どもを収容し授業を開始し

39 葉憲峻「台灣初等教育之演進」徐南號（編）『台灣教育史』（師大書苑・2002年）
87頁。
40 鍾清漢・前掲書注（37）53 ～ 54頁。葉憲峻・前掲論文注（39）89 ～ 90頁。林
田芳雄『鄭氏台湾史─鄭成功三代の興亡実記』（汲古書院・2003年）191 ～ 193頁。
41 葉憲峻・前掲論文注（39）89頁。
42 鍾清漢・前掲書注（37）53頁。林建福「台灣高等教育之演進」徐南號（編）『台
灣教育史』（師大書苑・2002年）161頁。
43 駒込武「台湾の教育」久保義三ほか編『現代教育史事典』（東京書籍・2001年）
377頁。
44 鍾清漢・前掲書注（37）101頁。
45 鍾清漢・前掲書注（37）101頁。台湾教育会編『台湾教育沿革誌』（青史社・1982年）
458頁。
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た時からだとされる46。一九一五年に『教育所に於ける教育所標準』が公
布・施行され、「国語又は台湾語を使用せざる子弟を教育する為、警察
官吏駐在所又は同派出所に教育所を置く」ことが定められた。そして、
教育所での修業年限を四年とし、教育内容は特に国語と実科（農業、手工、
裁縫）の占める割合が高く設定されていた。後に軍夫・軍人としての需
要の高まりに応じ、一九四三年には教育所の修業年限が六年間へと延長
されたと言われる47。
　戦後、中華民国政府が台湾まで撤退してきて、原住民族を漢民族と「同
化」させることが施政のポイントだとして、漢民族と同一の国民教育制
度に置いたことが指摘されている48が、教育に関する資源（教師や補助
金など）の分配に関しては、原住民族を軽んずる傾向にあった49。しかし、
一九八七年に教育部は『台灣地區原住民族族籍學生升學優待辦法（台湾
地域における原住民族族籍を持つ学生に対する進学優遇規則）』を定め、
原住民族の子どもたちに対して高等教育へ進学する入口を広く開放し
た50。また、原住民族にとって政治的場面にも一つの転換期を迎えてい
た。一九九二年に『中華民国憲法』に対する二回目の改正が行なわれ、「原
住民族」という言葉が正式に同法典に書き込まれただけではなく、原住
民族に対する様々な分野における保障も宣言されたのである51。これら
のことにより、現行の憲法追加改正条文一〇条九項には「国家は多元的
文化を肯定し、積極的に原住民族の言語および文化の維持と発展を擁護
する」、ことが記され、第一〇条一〇項には「国家は民族の意思に依拠し、
原住民族の地位および政治参加を保障し、その教育、文化、交通、水利、
衛生、医療、経済、土地および社会福祉事業に保障援助を与え、更なる

46 鍾清漢・前掲書注（37）135頁。
47 久保義三・米田俊彦・駒込武・児美川孝一郎編著『現代教育史事典』（東京書籍・
2001年）379頁。
48 陳仕蘭「論優惠性差別待遇（Affirmative�Action）於我國原住民族教育權之適
用」法務部司法官訓練所編『司法官45期法學研究報告合輯（第一輯）』（2006年）
81頁。
49 陳仕蘭・前掲論文注（48）85 ～ 86頁。
50 陳仕蘭・前掲論文注（48）87頁。
51 蘇嘉宏『增修中華民國憲法要義�第四版』（東華書局・2004年）21頁。
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発展を図らなければならない」52、ことが記された。このように改正され
た憲法の規定に従い、一九九五年に教育部は従来教育に関する資源が低
く分配され、且つ原住民族も多い地域を「教育優先区」として設定し、
経済的な支援をより多く提供することになった53。
　しかしながら、原住民族の固有的の文化の衰退は著しくなっており、
教育の問題と連動しながら、民族文化の保存をめぐる議論も重要視され
ているため、特別法を制定する必要性が関係者の間で認識されていた54。
すなわち、漢民族の知識伝授を主にする教育制度にいくら原住民族を優
遇して優先入学させたとしても民族文化の衰退には歯止めが効かないと
見て55、民族文化の保存と平行して原住民族を主体とする教育システム
の構築が重要だと考えられたのである。こうして、最終的に辿り着いた
のが『原住民族教育法』である。

　第二目　立法過程から提示された疑問点
　立法過程における議事録の内容を見ると、『原住民族教育法』の制定
に当たって様々な問題が提起されている。例えば、原住民族の教育に対
し教育部からの介入を拒否し得るかの問題56や、原住民族だけを対象と
する民族学校の設立の適否57などがある。その中『原住民族教育法』と『教
育基本法』との相互的関係が、最終的に前者を特別法にすることで決着
をつけたが58、同法一条の規定を憲法学の観点から考えると次のように
違和感を覚える。
　要するに、『原住民族教育法』一条には、「憲法追加改正条文一〇条に

52 小田美佐子「台湾」萩野芳夫・畑博行・畑中和夫編『アジア憲法集』（明石書店・
2004年）987頁。
53 陳仕蘭・前掲論文注（48）85頁。
54 前掲注（34・第86巻第57期）135 ～ 137頁。
55 前掲注（34・第86巻第57期）141頁。陳仕蘭・前掲論文注（48）86 ～ 87頁。
56 前掲注（34・第86巻第57期）141頁（巴燕達魯の発言）・143頁（簡錫堦の発言）・
156頁（翁金珠の発言）。立法院公報第87巻第１期委員会記録（1998年）190 ～
191頁。
57 前掲注（34・第86巻第57期）140頁。
58 前掲注（34・第86巻第57期）170頁。
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基づき、政府は原住民族の意思に従い、原住民族の民族教育権を保障し、
原住民族の民族や教育文化の振興を図る責務を負うため、本法を制定す
る。なお、本法に規定する事項のほか、関連法令も適用する」59と定め
られる60一方、『教育基本法』一条には、「すべて人民の学習及び教育を
受ける権利を保障し、教育の基本方針を確立し、教育体制を健全にする
ため、この法律を制定する」、と規定され、第二条において「すべての
人民は教育権の主体である」ことが定められた61故、『原住民族教育法』
に言う「民族教育権」を享有する主体には、子どもも含まれているのか
という問題があり、「民族教育権」の中身は単なる「民族教育内容決定権」
として理解されるべきであるのかなどの問題も存在している。また、『教
育基本法』によってすべての人民に対して「教育権」を保障することが
既に宣言されているにもかかわらず、原住民族の身分を持つ者に対し、
更に「民族教育権」が保障される意味を如何に評価すべきかという問題
もある。この諸々の問題に関する更なる検討については他日を期したい
が、以下では『中華民国憲法』によって構成される法的枠組みの中から
次のような疑問点を明確にしたい。
　要するに、子どもの教育を受ける権利が『中華民国憲法』によって確
認され、保障される基本的人権だと明確に主張することさえできない現
状において、子どもの「民族教育権」、「学習権」や「教育を受ける権利」
などの権利概念が下位法の中で乱立される状態が果たして好ましいこと
であろうかという問題である。言い換えれば、同法によって「教育を受
ける権利」が認められるのであれば、原住民族であれ、漢民族であれ、
すべての子どもに保障されるべきだと理解し得よう。そして、異なる民
族の文化に関する教育内容の編成をめぐって子どもの「教育を受ける権
利」やその背後に存在する「学習権」を充足させる形で議論を進めるこ

59 『全國法規資料庫ホームページ』（2008年12月２日）〈http://law.moj.gov.tw/
Scripts/PQuery4B.asp?Lcode=H0020037&LCC=2&LCNO=1〉。
60 立法院議案関係文書院總第1737号政府・委員提案第6037・1654・2004号之一

（1998年５月27日）討17頁。
61 『全國法規資料庫ホームページ』（2008年12月２日）〈http://law.moj.gov.tw/
Scripts/PQuery4A.asp?Fcode=H0020045&FLNO=1-17〉。
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とこそ筋だと思われる。前記の『原住民族教育法』一条の規定を見ると、
原住民族の手によって原住民族の教育を行おうとする意図から、原住民
族の「民族教育権」を明記することとなった印象を強く受け止めてい
る62。仮にこの憶測が正しいとすれば、果たして原住民族の子どもには、
自分の民族教育を拒否する選択権が認められるのであろうか。また、『教
育基本法』で唱えられる子どもの「学習権」や「教育を受ける権利」はこ
こでも保障されているのであろうか。一つの可能な解釈としては、同条
の「なお書き」の部分によって『教育基本法』の規定を読み込むことであ
ろう。かような場合、『教育基本法』八条の規定を以て、『中華民国憲法』
二一条の精神も合わせて持ち込まれるかもしれない。
　他方、『原住民族教育法』の立法過程を見ると、『中華民国憲法』二一
条の規定は殆ど意識されていなかったことが分かる。よって、原住民族
の民族教育というものが憲法によって保障される「教育を受ける権利」
の枠組みから外れるとの認識が生じる恐れがある。二〇〇八年に花蓮地
方裁判所は、九六年度親字第二六号判決において、原住民族の身分を取
得する子どもにとって如何なる権益を得られるのかという問題を説示す
る際、『原住民族教育法』の規定しか参照されない63のはまさに一つの実
例だと考える。従って、本論としては、やはり「…（原住民族の教育）
をめぐる制度的な設計の法的基礎が（『中華民国憲法』）二一条に示され
る国民教育基本権、第一五九条に定められる国民の教育を受ける機会均
等の原則、及び憲法追加改正条文一〇条一一、第一二項の規定に求めら
れる」べきだという学術的主張64に好意を示したい。

第三項　私学の自由
　台湾において個人が教育事業を行なう歴史は、清領時期まで遡ること

62 前掲注（34・第86巻第57期）141頁（巴燕達魯の発言）。
63 『法源法律網ホームページ』（2008年12月４日）〈http://fyjud.lawbank.com.tw/
Print.aspx?jrecno=96%2c%e8%a6%aa%2c26%2c20080124%2c2&courtFullName
=HLDV&jyear=96&jcase=%e8%a6%aa&jno=26&jdate=970124&jcheck=2&swi
tchfrom=1&issimple=-1〉。
64 毛妍懿「多元文化保障下原住民族教育的憲法理論基礎」法務部司法官訓練所
編『司法官45期法學研究報告合輯（第一輯）』（2006年）47頁。
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ができる。論者によると、清領時期に台湾では「書房」や「義塾」と呼ば
れた私立学校の数は千七百ヵ所にも及ぶ65。後に、日本による植民統治
時期に入っても、「…台湾人は最初『公学校』よりむしろ書房の方を好ん
だ。その理由として、書房では、とにかく自分の母国語である中国語で
授業がうけられ、中国の古典にしたしむことができること、また『科挙（考
試）に応ずる』ための朱子学の伝統的教育と『洋務運動』の一環である『実
学』教育が根づよく台湾人にこびりついていた」からだ66と言われる。
　しかし、日本政府はその傾向を好ましいとは考えていなかったため、
公学校に来る生徒に賞金を与えるような懐柔策を取る外、「…一八九八
年制定の『書房義務規則』によって、書房は必ず日本語、算術の二課程
を設けなければならないことや、『改定三字経』『教育勅語漢訳文』等を
修得させること、または書房教師の資格についての対策等、規則と禁圧」
も加えた。このようにして、「書房」や「義塾」の姿は少しずつ消えてい
くことになった67。では、戦後の台湾において、子どもや親にとって教
育に対する選択権の拡大にも繋がるこの問題に対し政府は如何に取り扱
われていたのか。以下では、「『中華民国憲法』が棚上げされた時期にお
いて」及び「『私立学校法』の改正」との二つの項目を分けて検討して行
きたい。
　なお、本項目で使われる「私学の自由」とは、米沢広一の「私学設置
の自由、私学運営・教育の自由」68を含むものを指す定義に従って理解
しても差し支えないと考える。

　第一目　『中華民国憲法』が棚上げされた時期において
　憲法において「私学」と関係を持つ条項は、第一一条、第一六二条及
び第一六七条の定めである69。まず、人民の「講学の自由」を保障する憲
法一一条の規定について、前節でも紹介したように、広義説によれば人

65 周志宏『教育法與教育改革』（高等教育・2003年）209頁。
66 鍾清漢・前掲書注（37）204頁。
67 鍾清漢・前掲書注（37）204頁。周志宏・前掲書注（65）209頁。
68 米沢広一『憲法と教育15講　［改訂版］』（北樹出版・2008年）196頁。
69 謝瑞智・前掲書注（３）281 ～ 282頁。周志宏・前掲書注（65）208 ～ 209頁。
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民には学校を設置し教授する自由を享有することになる。そして、後述
する憲法一六七条一項の規定と併せて理解すれば、私学設置の自由が保
障されると明言する見解がある70。次の第一六二条では、「全国の公私立
の教育文化機関は、法律によって国家の監督を受ける」、と定められて
いる。この条文に対し中華民国の教育制度が公教育だけではなく、私学
の教育も認める複線型の教育制度だと解し得ると説き、国による監督も
法律留保の原則を適用し、教育の内容にまで入り込んで「教育の妥当性」
をチェックするのではなく「教育の適法性」だけを検証する機能に止ま
るべきだと主張する見解がある71。最後に、第一六七条には「国内の私営
の教育事業で、成績の優れるもの」、「国外に居住する国民の教育事業で、
成績の優れるもの」、「学術または技術の発明者」及び「教育に従事し、
長くその職にあって、成績の優れるもの」に対して国家からの奨励また
は補助を与える文言が述べられる故、国として私学を奨励或いは補助す
る義務を負い、立法府にしては同条の目的を法文化する義務が課される
とみる見解がある72。
　ところが、学説により「私学の自由」は憲法に保障される一つの人権
だと理解し得るにもかかわらず、長い間台湾の教育行政は個人が教育事
業を行なうことに危惧感を抱き、その発展を抑圧してきたと指摘されて
いる73。

　一、私学に対する制限
　日本による殖民統治が終わった一九四五年には、台湾に残された私立
学校は一八ヵ所しかなかった。これらの私立学校は、最初は『私立学校
規程』によって台湾省政府の監督を受けていた74が、一九四六年に台湾

70 周志宏『學術自由與大學法』（蔚理法律出版・1989年）266 ～ 268頁。
71 周志宏・前掲書注（65）209頁。
72 周志宏・前掲書注（65）209頁。
73 謝瑞智・前掲書注（３）281頁。周志宏・前掲書注（65）210頁。許育典『教育
憲法與教育改革』（五南圖書・2005年）214頁。若林正丈『台湾─変容し躊躇す
るアイデンティティ』（筑摩書房・2001年）109 ～ 112頁。
74 薛化元・周志宏「百年來台灣教育法制史的考察─國家權力與教育內部事項為
中心」『台灣法制一百年論文集』（台灣法學會・1996年）474頁。
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省行政長官公署教育処は『台湾省私立中等学校管理規則』を制定し、私
立学校への監督を強化したのである75。
　その後、公立中学校の数が少ないことにより、国民（小）学校の卒業
生に十分な進学の機会を保障することができない上、教育自体は受験戦
争に勝ち残ることが目的となってしまった。その状況を改善するために、
政府は私学の設置を奨励する政策も打ち出していた。また、一九六六年
に経済界の要請に応えて職業学校の入学者数の増加を図るためにいくつ
かの法改正（例えば、『個人による中学校及び職業学校の設置を奨励す
る方法（獎助私人興辦中學及職業學校實施辦法）』への改正である）も行
なったため、私立の職業学校の数が一気に増加することになった。
一九六八年の九年国民教育制度の実施に伴い、政府は既存の私立中学校
に対して高等学校への転換を促すいくつかの奨励策を打ち出した。その
ため、多くの私立中学校が国家からの補助金を受けながら、高等学校に
転身したのである。このことにより、国民教育の一部となる中等教育の
段階における私学の姿は少なくなり、反対に高等教育に当たる高等学校
や職業学校の私学数の増加が明白となった76。
　ところが、一九七二年に行政院は改めて私学に対する監督を強化する
ために、台（六一）教字第七九一三号令を出し、私学設置の申請を一時
的に受理しないことにした。この行政命令の影響を受けて、私学の数は
増えることがなく、私立の中学校や小学校の数は反って減少することに
なった。そして、一九七四年に前記の行政命令に替わり『私立学校法』
が制定され、国家による監督の枠組みも正式に定められたのである。前
記の私学設置の申請に対する凍結は、一九八五年になり漸進的に解除さ
れていくことになった。また、一九九一年に政府は『私学の新設に関す
る処理要項（新設私立學校處理要點）』も公布し、私学の設置に対して緩
和的な姿勢をとったが、この時期において設置が認められたのは殆ど高
等教育以上の専門学校や大学などであり、私立小中学校の設立に対して
は厳格な審査を行なっていたのである77。

75 周志宏・前掲書注（65）209頁。
76 周志宏・前掲書注（65）210頁。
77 なお、古い統計ではあるが、一九九五年に報告された私立小学校の数は僅
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　二、一九七四年に公布した『私立学校法』四三条
　一九七四年に制定された『私立学校法』四三条には、「本法に基づいて
登記を得ず、学校やその類似する名称を用いて生徒を募集する組織に対
し、教育行政の主務官庁は当該組織の所在地にある地方自治団体に委託
し、検挙することができる。当該組織の責任者と見られる者は、三年以
下の懲役、五千元以上五万元以下の罰金または拘留に処する」、と定め
られていた。
　この条文に対し、論者は、憲法一一条と第一六七条の規定に照らし「…
政府に登記せずに生徒を募集し教育を行うことだけを見て、その教育の
成果を評価することもなく、一概に検挙し処罰するのは憲法の精神に違
反し、（「国民の就学機会の増加、私学設置の奨励及び私立学校の健全的
な発展を図るため、本法を制定する」と唱える）『私立学校法』一条の立
法趣旨にも反している」78、と主張している。また、私学の責任者に対し
て禁錮刑のような刑事罰を課することも法理に相反していると同氏によ
り指摘する。要するに、個人に刑事罰を課することには反道徳的・反社
会的な不法行為の実践が前提要件とされることで理解すれば、憲法に
よって提唱・奨励される私学の設置がたとえ行政府の登記を得なくても、
所謂「反道徳性」や「反社会性」も認められないはずだということであ
る79。実際に、同条に違反する高齢者向けの学院、教会学校や塾が乱立
されている事実がある80。特に、教会学校の問題について、多くの原住
民族が教会に通い教育を受けていた事実が存在するにもかかわらず、

『私立学校法』にいう登記を受けた教育機関ではないため、長い間教会
学校に通う子どもたちには正式な学籍が認められていなかった側面があ
る81。

かに一八ヵ所しかなかった。謝瑞智・前掲書注（３）142頁。周志宏・前掲書注
（65）210 ～ 211頁。許育典・前掲書注（73）214頁。立法院公報第84巻第42期委
員会記録272頁。
78 謝瑞智・前掲書注（３）281頁。
79 謝瑞智・前掲書注（３）281 ～ 282頁。
80 謝瑞智・前掲書注（３）282頁。
81 謝瑞智・前掲書注（３）282頁。前掲注（35）168頁。
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　第二目　『私立学校法』の改正
　『私立学校法』は、一九七四年に作られた後、何回かの改正が行われた。
中でも、一九九七年と二〇〇八年に公布・施行された改正案は、もっと
も広範囲に亘る修正が行われたものである。ここで、民間による教育改
革の気運が高まっていた時期と殆ど平行していた一九九七年の改正に注
目しなければならない。
　一九九七年に行う改正に直結するかどうかは不明であるが、一九九四
年に起きた「森林小学校」の事件は、『私立学校法』との関係において多
いに議論されている。同事件の経過については詳述しないが、当時体罰
をしないこと、子どもの自主的な学習を重視することなどを唱えていた
森林小学校の責任者が前記の『私立学校法』四三条に基づいて検察によっ
て起訴されたことが問題の中心となっている。事件の発生を受けて、時
の立法委員である李慶華は、憲法一一条と第一六二条の規定に基づいて

『私立学校法』四三条の改正案を提出したのである82。同改正案に対して、
多くの立法委員は殆ど前述した学界での見解と同様に、第四三条の違憲
性を認めた83が、特定の事件によって司法府の判断を待たずに、関連す
る法律の改正によって被害者を救済することは立法府の権限を逸脱する
ことにもなるとの声もあった84ため、改正案の可決は見送りにされた85。
　ところが、当初改正案を審議する際、『私立学校法』自体に対して全
面的な改正が必要だとする見解も所々提起されたため、第四三条の改正
案は見送りにされたが、今度は他の立法委員によって同法の全面改正を
要請する提案がなされたのである。しかし、戒厳後の政治的環境は、す
ぐに「党国体制」から離脱したとは言えないことに加えて、憲法におい
ていくら私学の自由が認められていても、国家の監督権限も同法によっ
て賦与されるため、同法の全面改正に対して慎重であるべきだとの声が

82 立法院公報第83巻第43期院会記録（1994年）45頁。
83 前掲注（82）48 ～ 52頁。
84 前掲注（82）53 ～ 54頁（洪冬桂の発言）。立法院公報第83巻第44期委員会記
録50頁（李源泉の書面意見）。
85 立法院公報第84巻第５期院会記録103頁。
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少なくなかった86。但し、やはり前記の第四三条改正案の提起の影響を
受け、立法院だけではなく教育部も『私立学校法』の全面改正の必要性
を認め、一九九七年の立法院の本会議において同法の部分改正案を含む
計五つの改正案が提出され、審議が行なわれたのである87。
　教育部による法案の説明では、五つの方向により同法の改正を検討し
たと言う。すなわち、「私学に対する客観的な評価制度の整備」、「私学
の理事会の健全的な構成や運営の向上」、「教育行政の主務官庁による監
督機能の強化及び緊急措置の実施要項の整備」、「私学運営の自主化の向
上」及び「私学教職員の権益と福祉の保障」などである88。そしていつも
のように、政治的な協商を経て一九九七年五月の立法院の本会議で「私
学の設置に対して一般からの意見を募集した上、校舎や設備などの外部
条件による制限を緩和しなければならない」という附帯決議案が可決さ
れたことに伴い、『私立学校法』の全面改正案が成立したのである89。そ
の中で、旧法四三条の条文は協商を経て改正法の第四五条となり、内容
に関しては三年間の禁錮刑である刑事罰が残されたものの、行政罰の先
行が新たに規定された90。しかし、前述した学界での見解に照らして考
えれば、刑事罰の存在自体が違憲状態を作り出す一因だと見做し得る91

ため、一九九七年の改正は不十分だったと理解することができよう。
　とはいえ、一九九四年の「森林小学校」事件を契機に教育を受ける権
利の重要性が意識され、国家教育権に対する国民教育権の再構築の必要
性までもが政治の場で提起されたこと92は評価に値しよう。勿論、私学
において憲法に定められた基本的人権の保障がどこまで認められ得るの
かという問題について憲法学の文脈から容易く解決することはできな
い。しかしながら、台湾では従来教育を受ける権利に対する議論が軽視
されてきた傾向があるため、世論に向けて問題提起することには一定の

86 前掲注（77・第84巻第42期）265 ～ 268頁。
87 立法院公報第86巻第20期院会記録57頁。
88 前掲注（87）252 ～ 253頁。
89 立法院公報第86巻第31期院会記録（1997年）97頁。
90 立法院公報第86巻第20期院会記録（1997年）267頁。
91 謝瑞智・前掲書注（３）283頁。
92 前掲注（82）52 ～ 56頁。
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効果があろう。
　なお、二〇〇三年に『行政手続法』の改正に伴い、『国民教育法』四条
が改正され、国民教育を行う私学の設置を奨励する規定が盛り込まれ
た93。このことは、子どもや両親にとって教育に対する選択権の拡大に
も繋がることになろう。そして、登記を得ていない私学に対する刑事罰
の規定は、二〇〇八年に成立した『私立学校法』の改正案において削除
されたのである。その代わりに、同法には「罰則」が一章節として設け
られ、その第七八条に基づき、行政府の登記を得ずに生徒を募集する教
育機関に対し、その状況が改善されるまでに二〇万元以上百万元以下の
罰金を処することができるようにした94。

第四節　小括
　一九八〇年代の後半から台湾人の主体意識の高揚により形成された

「台湾ナショナリズム」の展開を受けて、教育の分野においても国家の
専断的なコントロールとの決別を要請する声が広がった。一九九七年の

『私立学校法』の改正、一九九八年の『原住民族教育法』の制定、そして
一九九九年の『教育基本法』の制定は、台湾における教育の「質」の改善・
向上を促す原動力となろう。また、司法府の重鎮である大法官会議もそ
の声に応えて、限定される理論の可能性の中で人民の教育に関するいく
つかの権利概念を提示し、諸英知による検討の必要性を訴えたのである。
すなわち、「変化」は確かに引き起こされた。しかし、問題は前の各節
で言及したように依然として山積みである。
　繰り返しになるが、教育を受ける権利の基本的人権性格が未だに台湾
の憲法体制において確定されていない状況で、学習権を敢えて『教育基
本法』という法律で保障することは果たして良いことなのであろうか。
　許慶雄は、一九九六年に国際比較憲法会議で発表した「台湾憲法体制
の諸問題」において、まず憲法二三条に規定されている「以上の各条に
列挙する権利自由は、他人の自由の侵害を防止し、緊急の危難を回避し、
社会の秩序を維持し、公共の利益の増進のために必要な場合を除いては、

93 立法院公報第92巻第８期院会記録（2003年）395頁。
94 立法院公報第96巻第86期院会記録（2008年）713頁。
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法律でこれを制限することはできない」という人権留保条項は、「表面
上は立派な（規定）である」と述べながら、実質上そのような憲法条項
がある以上、社会権など基本的人権の枠にも属する権利は安易に「多数
決」の法理により剥奪し制限されることになると指摘した。このような
許氏の理解に立てば、『中華民国憲法』の構造において新しい人権も持っ
ているはずの「基本保障」や「譲与不可」という重要な本質が失われてし
まうことになりやすい。
　続いて、許氏は「中華民国憲法に定められる人権条項の問題点」に対し、
教育に関して「教育の義務の規定は削除すべきである。教育の範疇に属
する現代人権理念は、すでに学習者を主体として発展し、その教育に関
する学習権の保障として考えられている。ゆえに、義務性を強調するこ
とによって国家権力の教育への介入を正当化するのは時代遅れの人権観
念95」であると強く主張した。この見解は、簡単に無視することができ
ないと考えている。
　確かに、『教育基本法』により人民の教育的権利を保障する効果が全
くないとはいえない。しかし、一法律の形式で基本的人権として捉えな
ければならない教育を受ける権利や学習権を保障することに関しては、
空虚なスローガンになってしまう恐れがあるのではないかということを
再び付言したい。

第七章　日本

　現在、日本国憲法学において子どもも一人権の享有主体であるとの認
識が確立されている。しかし、第Ⅰ部の「家族」の部において考察して
きた通り、日本でもアメリカ合衆国及び台湾二つの国や地域と同様に子
どもの人権・権利一般について十分に保障されているとは言い難い。第
Ⅱ部の「教育」の部と関連して、本章では日本の憲法学、教育法学及び
法実務において「子どもの自己決定」を支えるソースが如何なるもので
あろうかの問題について考察を行いたい。

95 許慶雄「台湾憲法体制の諸問題」『人権の理想と現実－南北、とくにアジア
の視点から　国際比較憲法会議1996報告書』（比較憲法学会・1997年）286頁。
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第一節　子どもの自己決定を支える憲法・教育法的論点
　戦後五〇年の間に『日本国憲法』と教育をめぐり様々な問題が提起さ
れ、憲法学界並びに教育法学界の発展も牽引してきている。本節では、
その数多くの理論の中からいくつかのトピックを拾い上げ、未だ不完全
とされる「子どもの自己決定」論に資することができるような法理論的
手がかりを探究したい。

第一項　『日本国憲法』一三条・自己決定権
　『日本国憲法』（以下、「憲法」）一三条には、「すべての国民は、個人と
して尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利について
は、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重
を必要とする」、と定められている。そして、「自己決定権」について中
村睦男は、「プライバシーの権利…と同様に憲法一三条で保障された人
格権ないし『人格価値そのものにまつわる権利』の一つとして憲法学説
上位置づけられている」96、と説かれる。
　この中村説を基にすれば、自己決定権論の全体像を把握するために、
まず人格権やプライバシーの権利から着手しなければならないことにな
ろう。しかしながら、人格権（幸福追求権）97の概念やそれに関わる範囲
が多岐にわたるため98、「子どもの自己決定」を論じるにはこの一項目だ
けでは説明し尽せないと考えている。また、アメリカ合衆国におけるプ
ライバシーの権利は、自己決定権を指したり含んだりする文脈とは異な
り、日本で議論されるプライバシーの権利の「中核をなすのは、私生活
上の秘密領域を守る権利である」99、と認識される一方、自己決定権の本

96 中村睦男「科学技術の進歩と自己決定権」『ジュリスト　No.1016』（有斐閣・
1993年）29頁。
97 五十嵐清『人格権法概説』（有斐閣・2003年）15 ～ 16頁。高井裕之「幸福追求
権」高橋和之・大石真編『憲法の争点　［第３版］』（有斐閣・1999年）171頁。戸
波江二「幸福追求権の構造」『公法研究　58号』（有斐閣・1996年）25頁。
98 五十嵐清・前掲書注（97）９頁。
99 常本照樹も、「…アメリカにおけるプライバシー権の観念のなかには、妊娠
中絶を選択する自由のような、いわゆる自己決定権が含まれていることに留意
する必要がある」、と述べている。常本照樹「17　名誉とプライバシー　表現
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質はすくなくとも「自分で自分の私生活上のことを決める権利」という
側面が重視される以上、「…自己決定権は行為権に属するのに対し、プ
ライバシー権は状態権に属する」100、という主張が見られている。本論は
その後者の見解に附合しつつ、次に検討する内容はあくまでも憲法一三
条と自己決定権との繋がりに関する論議に集中したい。

　第一目　理論の系譜
　言うまでもなく憲法の条文には、「自己決定権」という文言がどこに
も書かれていない。しかし、憲法学界で流通されている学説のほとんど
が、「…自己決定権は日本国憲法の解釈によって認められる」101、として
いる。そして、自己決定権は憲法によって保障される一つの権利である
と捉えられるようになったのは、一九七三年にアメリカ合衆国の連邦最
高裁が Roe 判決の中で展開された自己決定権論の影響を受けたためだ
とされているらしい102。例えば、「（Roe 判決）を契機に、合衆国最高裁
判所は、妊娠、避妊、出産、妊娠中絶などを個人のプライヴァシーの権
利と認めるようになった。…学説は、髪型やマリファナの使用などパー
ソナルなライフスタイルに関わるような事柄もプライヴァシーの権利に
含ませようとする見解を発展させてきたのである。このプライヴァシー
の権利は、自律権とも呼ばれ、一定の私的事項についての自己決定を意
味する。…日本の学説はこれを『自己決定権』と捉え、その憲法的保護

の自由か、名誉、プライバシーか」中村睦男・常本照樹『憲法裁判50年』（悠々
社・1997年）183頁。内野正幸「自己決定権と平等」『岩波講座　現代の法14』（岩
波書店・1998年）12頁。
100 内野正幸・前掲論文注（99）13頁。
101 巻美矢紀「自己決定権の論点─アメリカにおける議論を手がかりとして」『レ
ファレンス664号』（2006年）77頁。
102 松井茂記「第３章　自己決定権」『リーディングズ現代の憲法』（日本評論社・
1995年）59頁。なお、巻美矢紀は、「…自己決定権に関する日本の有力説であ
る人格的利益説は、こうしたアメリカの議論、具体的には判例理論やとりわけ
アングロサクソンの道徳・政治哲学に影響を受けているものと思われる」、と
語っている。巻美矢紀・前掲論文注（101）78頁。
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を主張するようになったのであ」103るという見解がある。
　しかし、「一定の私事を自分の意思によって決める」ことが自己決定
権の内容にほぼ該当するとするならば、一九五〇年代から下されたいく
つかの最高裁判決の中には既に憲法一三条後段の規定と関わる「明文な
き権利」や「非列挙基本的人権」という枠組みの中で議論されていたも
のが存在し、関連する学説による検討も当時において活発に提出されて
いる。このような裁判例の流れも汲んだのではないかと思われ、「日本
の憲法学においては、一九八〇年代以降、憲法上の権利として『自己決
定権』という用語がクローズ・アップされる」104ようになったと述べる
論者がいる。以上の認識に沿いながら、判決や学説上展開される「自己
決定権」をめぐる理論の系譜を探りたい。

　一、最高裁判決から見られるもの
　まず初めに、一九五〇年一一月二二日の最高裁大法廷判決105の栗山茂
裁判官による少数意見を見たい。すなわち、同意見では、「もとより基
本的自由及び権利は『この憲法が保障する自由及び権利』以外に存しう
るのは言うをまたない」が、「…憲法一一条、一二条及び一三条は『この
憲法が保障する自由及び権利』の保障そのものではなく、保障は一四条
以下に列挙するものである」とし、憲法一三条を「公共の福祉に適合し
なければ違憲な法律であるという保障を与えているものではない。…同
条は寧ろ公共の福祉のために制定せられた法律ならば、生命、自由及び
幸福追求に対する国民の権利が制限せられる旨を規定しているのであ
る」、という解釈が示されている。その後、一九五六年に出され、覚せ
い剤の悪用事件を取り扱った最高裁判決106はその栗山氏の少数意見と同
調するように見えるが、一九五八年に最高裁は政府による旅券の発給を

103 松井茂記・前掲論文注（102）59頁。
104 竹中勲「自己決定権の意義」『公法研究　58号』（有斐閣・1996年）28頁。
105 最大判昭25・11・22刑集４巻11号2380頁。抱喜久雄「非列挙基本的人権の保
障根拠としての13条前段について」『法と政治　31巻１号』（関西大学法政学会・
1980年）67～68頁。巻美矢紀・前掲論文注（101）92頁。松井茂記・前掲論文注（102）
59頁。
106 最大判昭31・6・13刑集10巻６号830頁。抱喜久雄・前掲論文注（105）69～70頁。
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拒否した事案を取り扱う際、田中耕太郎・下飯坂潤夫両裁判官は、国民
が外国へ一時旅行するという自由の保障について、補足意見を述べ、そ
の中で「…憲法の人権と自由の保障リストは歴史的に認められた重要性
のあるものだけを拾ったもので、網羅的ではない。…我々が日常生活に
おいて享有している権利や自由は数かぎりなく存在している。それらは
とくに名称が附されていないだけである。それらは一般的な自由または
幸福追求の権利の一部分をなしている。本件の問題である旅行の自由の
ごときもその一部なのである」ことを語っていた107。
　そして、一九六九年に自己決定権と同様に人格権の文脈の下で論じら
れたプライバシーの権利が憲法上の権利として初めて承認された京都府
学連事件の最高裁判決108については、「憲法一三条…は、国民の私生活
上の自由が、警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべきこと
を規定しているものということができる。そして、個人の私生活上の自
由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態
を撮影されない自由を有する」、と判示された109。また、翌年の一九七〇
年に最高裁は、「…在監者に対する喫煙を禁止した監獄法施行規則九六
条、未決勾留により拘禁された者の自由および幸福追求についての基本
的人権を侵害するものであって、憲法一三条に違反するとして、国に対
して賠償を請求した」事案110に対し、「喫煙の自由は、憲法一三条の保
障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保
障されなければならないものではない」と述べた。この最高裁の判断は、

「喫煙の自由」を憲法一三条によって保障される基本的人権の一つだと
見做した点で注目されている111。
　かようなプライバシーと憲法一三条の連結性をより重視してくる最高

107 抱喜久雄・前掲論文注（105）72 ～ 73頁。
108 最大判昭44・12・24刑集23巻12号1625頁。
109 常本照樹・前掲論文注（99）186頁。抱喜久雄・前掲論文注（105）74 ～ 75頁。
110 最大判昭45・9・16民集24巻10号1410頁。
111 松井茂記「自己決定権について（二・完）」『阪大法学　179号』（1995年）723頁。
他方、抱喜久雄は「…全体として、一三条違反を主張する側も、裁判所も、充
分に一三条の法意を把らえることなく、漠然と一三条を引用しているように思
われる」、と述べている。抱喜久雄・前掲論文注（105）76頁。



論　　　説

北法70（3・239）553

裁の姿勢の変遷により、一九八一年の京都市前科照会事件最高裁判決112

は、「前科及び犯罪経歴は人の名誉、信用に直接かかわる事項であり、
前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の利益を有
する」と説示した113。しかし、プライバシーの保護を重要視することが、
直ちに、憲法一三条の守備範囲を拡大することと同一視することではな
く、最高裁としてはむしろ慎重な理論的構築を求めるように見える114。
かような流れにおいて、一九九六年の外国人指紋押捺拒否事件では、最
高裁は「…憲法13条によって、『個人の私生活上の自由の一つとして、
何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有するものというべ
きであり、国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制することは、
同条の趣旨に反して許されず、また、右の自由の保障は我が国に在留す
る外国人にも等しく及ぶと解される』。しかしながら、右の自由も、『公
共の福祉のため必要がある場合には相当の制限を受ける』」115、と述べて
いる116。二〇〇三年の所謂早稲田大学江沢民講演会名簿提出事件117につ
いて、最高裁は「学籍番号、氏名、住所及び電話番号…のような個人情
報についても、本人が、自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示さ
れたくないと考えることは自然なことであり、そのことへの期待は保護
されるべきであ」り、「…このようなプライバシーに係る情報は、取扱
い方によっては、個人の人格的な権利利益を損うおそれのあるものであ
るから、慎重に取り扱われる必要がある」、としているが、亀山継夫・
梶谷玄両裁判官による反対意見では、「本件個人情報は、プライバシー

112 最三判昭56・4・14民集35巻３号620頁。
113 巻美矢紀・前掲論文注（101）93頁。竹中勲「前科照会回答とプライバシー
の権利」『別冊ジュリスト186号　憲法判例百選Ⅰ［第五版］』（有斐閣・2007年）
45頁。
114 最大判昭60・10・23刑集39巻６号413頁。最一判昭60・9・10判例時報1165
号183頁。最一判平元・12・14判例時報1339号83頁。松井茂記・前掲論文注（111）
723 ～ 725頁。
115 最三判平7・12・15判例時報1555号47頁。
116 巻美矢紀・前掲論文注（101）93 ～ 94頁。根森健「指紋押捺制度の合憲性」『別
冊ジュリスト186号　憲法判例百選Ⅰ［第五版］』（有斐閣・2007年）11頁。
117 最二判平15・9・12判例時報1837号３頁。
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に係る情報であっても、専ら個人の内面にかかわるものなど他者に対し
て完全に秘匿されるべき性質のものではなく、…性質上、他者に知られ
たくないと感じる程度が低いものである」、と述べ、被上告人の行為は「…
社会通念上許容される限度を逸脱した違法な行為であるとまでいうこと
はできず…（上告人）に対する不法行為を構成するものと認めることは
できない」、と主張している。本判決に対する評釈の中では、「…本判決
は憲法に言及しておらず、いわば純粋に民法上の問題として解決した」118

ものだと分析する見解がある一方、「…多数意見はプライバシー権の名
の下にその保護の範囲を広げたが（固有情報に限定せず電話やダイレク
トメール等で邪魔されない物理的な『私生活の平穏』一般の保護）、他方
で内面の人格的自律の保護との関連性の度合いを基準とせず、プライバ
シー権の実体を、単なる『第三者提供の本人同意』という手続問題にい
わばおとしめたと見る余地もある」119、と指摘する説もある。
　このように、個人の自律を保つ状態権のプライバシーの権利について
最高裁は私法上の権利として、前述した早稲田大学事件や「石に泳ぐ魚」
事件の判決において概ね認めたが、憲法上保障される「基本的人権とし
てはプライバシーという言葉を正面から承認するには至っていない」、
とされる。けれども、同裁判所も前述した京都府学連事件判決や外国人
指紋押捺拒否事件判決を通じて、憲法一三条の射程範囲にはプライバ
シーの権利も入る120ことを示唆することが分かった。

　二、学説の変遷から覗かれるもの
　憲法一三条をめぐる「初期の学説は…裁判所で主張しうる法的規定で

118 高井裕之「講演会参加者リストの開示とプライバシー侵害」『平成15年度重
要判例解説』（有斐閣・2004年）11頁。
119 棟居快行「講演会参加者リストの提出とプライバシー侵害」『別冊ジュリス
ト186号　憲法判例百選Ⅰ［第五版］』（有斐閣・2007年）47頁。
120 松井茂記『日本国憲法　〈第３版〉』（有斐閣・2007年）509頁。一方、竹中勲は、

「…最高裁判所は、今日では、多数意見においても『プライバシー』の用語を用
いてきているが、『国民の私生活上の自由』と『プライバシー』、『プライバシー
の権利』の異同などについて、精緻化の課題を残している」、と指摘している。
竹中勲・前掲論文注（113）45頁。
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はなく、単に政府の心構えを示したにすぎない倫理的規定と解していた。
というのも、第13条を法的規定と解すると、同条に規定されている『公
共の福祉』が、人権の制約を一般的に認める法的根拠と解されてしまう
おそれがあるからである。それゆえ、初期の学説は第13条を倫理的規定
と解し、幸福追求権を第14条以下に規定されている個別的権利を総称し
たもの」121、とされるらしい。しかし、変化も見られている122。よって、
以下では、「自己決定権」が「幸福追求権」の文脈の下で認識されること
までの学界における展開について考察する。

　（一）、一般的自由権説から探り
　宮澤俊義によれば、「すべて国民は、個人として尊重される」と定め
ている憲法一三条前段の規定について、「人間の尊厳は侵されない。こ
れを尊重し、保護することは、すべての国家権力の義務である」という
ドイツの『ボン基本法』一条と「同じ趣旨」だと説明している123。そして、
憲法上保障される自由権と自由は同氏の中に「自由権」と「単なる自由」
として区別されているため124、同氏は「…すべての『自由』が『自由権』
＝『基本的人権』であるとは考えなかった」125らしい。
　かような宮澤説に対し、「一般的自由権説」と呼ばれる見解が登場す
る。まず、橋本公亘が憲法一三条後段の「生命、自由及び幸福追求に対
する権利」は「憲法各条の保障する権利および自由のほかに、一般的自
由権を認めていると見ることが正当」だと説く。その理由について、「も
し個々の自由権のほかに自由が認められないとすると、その余の事項に
ついては権力者の意のままに自由が制約されることとなる。したがって、
個別的自由権の間隙を埋めるために一般的自由権の存在を認める必要が

121 巻美矢紀・前掲論文注（101）92頁。
122 巻美矢紀・前掲論文注（101）92 ～ 93頁。
123 松井茂記・前掲論文注（111）729 ～ 730頁。
124 但し、長谷部恭男は「…自由権と『単なる自由』とがいかに区別されうるか
についても疑問がある」、とも語っている。長谷部恭男「『公共の福祉』と『切り札』
としての人権」『法律時報　74巻４号』（日本評論社・2002年）84頁。松井茂記・
前掲論文注（111）730頁。
125 松井茂記・前掲論文注（111）730頁。
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ある」とされる。次に阿部照哉は憲法一三条が「その置かれている位置
からみて、包括的基本権すなわち憲法各条の保障する個別的基本権のほ
かに、生命、自由、幸福追求に不可欠の行動態様の自由を保障するもの
と考える。まず、民主社会における統治の最高原理は『個人の尊重』で
あり、この原理のより具体的な発見形態が、国民の側からみた場合、『生
命、自由及び幸福追求に対する権利』である。これを一般法とし、さら
に個別的基本権を基礎付ける特別法が続く」126、と主張する。
　他方、「単なる自由」と「自由権」の区別や一体性をそれ程意識してい
ないように見られ、個人の「人格的生存」に必要なものとして、憲法
一三条を「統一的な全体としての概念」と把握した上で、「生命、自由及
び幸福追求に対する国民の権利」が、憲法各条に保障されている人格的
生存に必要な権利およびここには列挙されていないが人格的生存に必要
な権利を包括する具体的権利であると認識する見解がある127。また、憲
法に列挙される基本的人権リストを補充するように見える「基本的人権
包括説」も登場してきた。例えば、「憲法一三条の定める『自由及び幸福
追求に対する権利』は、一四条以下の個別的基本権に対して、特別法に
対する一般法の関係に立つということができよう。したがって、各人が
自己の幸福追求のためにしたいと思う行動は、たとえ個別的基本権とし
て保障されていなくとも、これを憲法的保障をうける行動（主として自
由権）として主張することができる」ように、一三条後段が憲法に列挙
されていない基本的人権を保障する規定であると承認する見解128がそれ
に当たる。

　（二）、自己決定権破綻説に至り
　日本の憲法学において、「自己決定権」という言葉が急浮上すること
になった一因にはアメリカによる影響があるとされるが、民法学者の山
田卓生による問題提起を無視することもできないであろう。
　同氏は、「…他人に危害の及ばない領域においては、原則として、自

126 抱喜久雄・前掲論文注（105）81頁。
127 抱喜久雄・前掲論文注（105）81 ～ 82頁。
128 抱喜久雄・前掲論文注（105）83 ～ 84頁。
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己決定は尊重されるべきである」という観点に立ち、自己決定権を尊重
すべきだとする根拠について、①「…人間の尊厳、独立性の尊重という
ことである。十分な判断能力を持たない者に対しては、保護の必要があ
るが、そうでないかぎり、自らが、運命の形成者、人生の著者となるべ
きである」、②「…選択の自由をより広く認めることにより、よりよい
選択がなされることである。…何がベストであるかについての、客観的
基準が存在する例外的な場合は別として、そうでないかぎり、自己の利
益については、自分こそが最善の判断者であるといえるであろう」、③「行
政上の都合とか、能率至上の画一的取扱いのために、個人の自由を制限
する傾向が強くなりつつある現代社会において、自己決定の意味は、ま
すます重要になっている」129の三つを取り上げている。このような自己
決定権の憲法的根拠について、同氏は憲法一三条の幸福追求権を一つの
手がかりとして提示したが、「…幸福追求というのは、あらゆる自由の
目的であるともいえるが、これを根拠にして、ただちに、具体的な人権
を導き出すことは難しいであろう」130、とも述べていた。
　かような民法学からの問題提起に対し、憲法学からは前記の「一般的
自由権説」及び「人格的権利説」の延長線上に立つものだと思われる「人
格的自律権説」を以て、応酬しながらも、基本的人権の定義や司法審査
の有り様から自己決定権を否定する説（本論では「自己決定権破綻説」
と呼ぶ）が提示された。このような学説上の応酬が一九八〇年代以降よ
り鮮明となり、憲法学における論議もより「自己」に含まれる「人格」と
いう概念を深入りにして考察するように見える。例えば、「人格的自律
権説」という立場から自己決定権の課題を考える佐藤幸治は、憲法一三
条で示された「幸福追求権」を「…『個人の尊重』が人格性によって通底
された個々の具体的人間の自律的生を尊重しようとする」概念の上にあ
るものとし、「…（当該権利）は何よりもそうした人間の自律的生を可能
ならしめるべく包括的・一般的に権利として捉えたものということにな
る」、と認識し、かような「幸福追求権」を「人格的自律権」と名付け

129 山田卓生『私事と自己決定』（日本評論社・1987年）335 ～ 336頁。
130 山田卓生・前掲書注（129）342 ～ 343頁。
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る131。また、この「…『人格的自律権』は各種の人権が流出派生してくる
大本となる権利（『核となる権利』）であり、その意味でこれを『基幹的
自律権』と呼ぶことができる。この『基幹的自律権』から流出派生して
くる権利を『派生的（あるいは個別的）自律権』と呼ぶことができる」132、
と指摘する。更に、この「基幹的自律権」の発想に対して同氏は「…人
間がそれぞれの時代の自然的・人工的環境の下にいかにして自律的生を
全うできるかにかかわっているのであって、人間を型にはめたような固
定的発想になじまない。もちろん、個別的人権規定と真向から対立矛盾
するようなものは補充的保障の埒外であるが、個別的基本的人権の基底
を支えるものないし個別的人権の間隙を埋めるものが一三条によって独
自に補充的に保障されることになる」と認識し、「狭義の自律権」と名づ
けている133。そして、この「狭義の自律権」には、「…①人格価値そのも
のにまつわる権利（例、名誉権・プライヴァシーの権利）、②人格的自
律権（自己決定権）、③適正な手続的処遇を受ける権利、④参政権的権利」
が含まれる。本論が提起した「自己決定」の概念は、この佐藤説の「狭
義の自律権」の中でも「人格的自律権（自己決定権）」と係わることを否
めない。
　佐藤氏は、更にこのような「人格的自律権（自己決定権）」を主張しう
る事柄を四つ挙げている。すなわち、①「自己の生命・身体の処分にか
かわる事柄」、②「家族の形成・維持にかかわる事柄」、③「リプロダクショ
ンにかかわる事柄」、④「その他の事柄」134である。松井茂記によれば、「…

（佐藤氏）の見解では、幸福追求権として認められる自己決定権は、あ
くまで人格的自律に不可欠なものに限られる。自己決定権について、や
むにやまれない政府利益の基準による厳格な審査の適用を想定する（佐
藤氏）は、（山田氏）と異なり、ありとあらゆる自由をそのような意味で

131 松井茂記・前掲論文注（111）733頁。佐藤幸治「個人の尊厳と国民主権」佐
藤幸治・中村睦男・野中俊彦『ファンダメンタル憲法』（有斐閣・1994年）７頁。
132 佐藤幸治・前掲論文注（131）７頁。
133 松井茂記・前掲論文注（111）734頁。佐藤幸治・前掲論文注（131）12 ～ 13頁。
134 松井茂記・前掲論文注（111）734頁。佐藤幸治・前掲論文注（131）13頁。
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人格的自律に不可欠な権利と考えることはできなかった」135、というので
ある。このように、佐藤説を分析する松井氏が、実に「自己決定権」を
憲法一三条によって保障される一つの基本的人権として承認することは
困難であるとの主張を展開した者である136。この松井説に対して、論者
が次の五つの要点を分けてその全体像の把握を図ってみた。
　まず、①「様々な自由を『自己決定権』という一つの権利と考えるこ
とは、著しく困難」であり、「たとえ自己決定権というような一つの権
利を想定することができたとしても、なぜそれを日本国憲法の保障する
基本的人権と考えなければならないのかも、問題である」、②一般的自
由権説は、つまるところ、「基本的人権とは好き勝手に何でもしてもよ
いという権利」ということになり、このような理解には疑問がある。また、
人格的自律権説のように、「基本的人権を人格的自律に根ざしたものと
考えるべき理由はないし、人格的自律に不可欠な自由が基本的人権だと
考えるべき理由もない」、③「明文根拠を欠く自己決定権を基本的人権
として認めるということは、司法審査権を行使する裁判所が、そのよう
な自己決定権を日本国憲法のもとで承認し、それを制約する法律の合憲
性を審査することを意味する」が、「司法審査の民主主義の正当性」の点
からみて問題である、④「憲法の保障する基本的人権は、人間が憲法以
前に持っているとされる自然権ではなく、その自然権を守るために必要
な『市民的自由ないし市民的権利』として、つまりこの統治を行ってい
く上で不可欠な政治参加の権利」と解され、「憲法は、そのような政治
的参加に不可欠な権利について、裁判規範として、その保護を裁判所の
固有の役割として託した考えるべき」である、⑤「明文根拠を欠く基本
的人権として憲法13条の幸福追求権から導くことが許されるのは、その
ような政治的参加に不可欠な権利に限られ、自己決定権と呼ばれるよう
な権利は、それには当たらない以上、そもそも基本的人権として裁判所
が認めることは許されないということになろう」137等である。

135 松井茂記・前掲論文注（111）734 ～ 735頁。
136 抱喜久雄「『自己決定権』をめぐる議論への若干の疑問」『憲法論叢　９号』

（2002年）29頁。
137 抱喜久雄・前掲論文注（136）29 ～ 30頁。
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　三、結び
　今まで見てきたとおり、「自己決定権破綻説」をまず隅に置くことと
すれば、判決によって自己決定権を正面から認めることには、恐らくそ
れまでの途がまた遠い。そして、各学説を照らし合わせてみると、現在
は幸福追求権をめぐる「人格的自律権説」と「一般的自由権説」の対立構
図がほぼ確立されていることが分かる。また、佐藤説により提唱された
自己決定権の内実となる四つの事柄については、「（一般的自由権説）に
よれば、①から④すべてが基本的に自己決定権として保障される」が、

「（人格的自律権説）によれば、原則として、①②③は『人格的生存に不
可欠な利益』とされ、自己決定権として保障されるが、④は不可欠とは
いえないとされ、自己決定権としては保障されない」138、とされている。

　第二目　実践的思考Ⅰ─校則裁判との係わり
　論者によれば、「一九八〇年代以降、学校教育における子どもの人権
侵害が多発し、教師の人権を含めて全面的に人権に敵対する学校権力と
化した学校のなかで、学校自治的解決努力が機能しないままに、あるい
は、不十分なままに、人権侵害の被害者である子どもや親がその司法的
救済を求める子どもの人権裁判（学校教育裁判または校内教育裁判とも
よばれる）が教育裁判の前面に登場してきた」139とされる。その中、「自
己決定権については、多分に校則裁判と重なってくる領域である」140と
いう特徴も見られる故、本目では校則への理解や裁判例の様子を概観し
た後、いくつかの実践的思考を行いたい。

138 巻美矢紀・前掲論文注（101）96頁。
139 市川須美子「学校教育措置訴訟と子どもの人権」市川須美子・安達和志・青
木宏治編『教育法学と子どもの人権』（三省堂・1998年）76頁。
140 市川須美子・前掲論文注（139）83 ～ 85頁。一方、日弁連の認識によれば、
校則というものをめぐる「子どもの権利・親の教育権との関係で、憲法13条（個
人の尊重、プライバシーの権利、自己決定権、幸福追求権）、…、子どもの権
利条約上の諸権利（28条２項・29条・12条～ 16条など）や、…リヤド・ガイド
ラインのⅣのＢ教育の項（20条以下31条）などの基本的人権・権利の制約に関
連する」、と多岐にわたっている。日本弁護士連合会編『子どもの権利ガイドブッ
ク』（明石書店・2006年）136頁。
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　一、校則と関わる法的様相
　日本弁護士連合会（以下、「日弁連」）によると、名称、様式、内容、
運用が千差万別とされる校則において、共通点として挙げられるのは「①
授業時間割、登・下校時間、休憩時間、放課後の諸施設利用などの校内
生活における学習・教育に関する規則；②望ましい学習態度（授業中の
手の挙げ方、姿勢、声の出し方等）、基本的な生活習慣（廊下の歩き方、
礼をしたときの前傾角度、給食を食べる順序、清掃の仕方など）、礼儀
作法（朝会などでの正座指導等）の校内外を問わない訓示的・道徳的な
規定；③所持品や髪型・服装などの学校生活と私生活の規制；④バイク
乗車規制、ゲームセンター立入禁止、外出時の規制、友人との交際の規
制・漫画や特定雑誌の講読禁止などの学校外での私生活の規制」141等の
四つである。その中、「③④は、学校生活上必要な規則といえるか否か
きわめて疑問である。教師やほかの生徒に影響をおよぼす度合いが希薄
であり、むしろ親の教育権や生徒個人の自主的決定に委ねられるべき事
項だからである。このような私的領域にまで学校が規制をしていること
自体が問題となる」142、と訴えている。そして、校則の法的性格をめぐる
学説には、「特別権力関係説」、「附合契約説」と「在学契約説」がある143が、
本論の立場として差し当たって「在学契約説」に同調したいと考えられ
ている。
　一方、裁判所としては校則と生徒個人の自主的決定に委ねるべきであ
る事項との相互的関係について如何なる見解を示したのであろうか。ま
ずは、初めての校則訴訟として有名となり、しかも髪型という一見個人
の自主的決定に任されれば十分な事項を巡り、司法的判断が出される
一九八五年一一月の熊本地裁判決（所謂「熊本丸刈り訴訟」）144を探って
みよう。本件訴訟は同校長の制定した同中学校服装規定のうち、男子の
髪形について「丸刈、長髪禁止」と定めた部分が無効であることの確認

141 日本弁護士連合会編・前掲書注（140）131頁。
142 日本弁護士連合会編・前掲書注（140）131頁。
143 日本弁護士連合会編・前掲書注（140）133 ～ 135頁。
144 市川須美子「教育裁判の展開と課題」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）175頁。
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も含め、いくつかの事項を違憲だと見て、原告側から裁判所に争われた。
その原告側の主張に対し、熊本地裁は「…本件校則には、校則に従わな
い場合に強制的に頭髪を切除する旨の規定はなく、かつ、校則に従わな
いからといって強制的に切除することは予定していなかったのであるか
ら、憲法（三一条）違反の主張は前提を欠くもの」、であるとの判断を下
し、当該規定から引き出される憲法二一条の違憲性の恐れについても、

「髪形が思想等の表現であるとは特殊な場合を除き、見ることはできず、
特に中学生において髪形が思想等の表現であると見られる場合は極めて
希有であるから、本件校則は、憲法二一条に違反しない」とし、全ての
憲法的争点を合憲とした145。その後、学生に退学勧告を出す主な要因と
されたパーマの禁止という校則に判断を下した一九九一年六月の東京地
裁判決において、「個人の髪型は、個人の自尊心あるいは美的意識と分
かちがたく結びつき、特定の髪型を強制することは、身体の一部に対す
る直接的な干渉となり、強制される者の自尊心を傷つける恐れがあるか
ら、髪型決定の自由が個人の人格価値に直結することは明らかであり、
個人が頭髪について髪型を自由に決定しうる権利は、個人が一定の重要
な私的事柄について、公権力から干渉されることなく自ら決定すること
ができる権利の一内容として憲法一三条により保障されていると解され
る」と述べたが、本件では特定の髪型の指定でなく、学生本人として事
前にパーマ禁止を知っていたのであるから学校による不当な制限ではな
い、と結論付けた146。
　時は一九九二年に入り、同年の三月に出される東京高裁判決が、生徒
による自動二輪・原動機付自転車・普通自動車免許の取得を就職のため
に必要な場合等に限定し、無断免許取得または乗車の事実が発覚した場
合には「理由の如何を問わず退学勧告をする」といった旨を持つ私立高
等学校の校則を巡る争いを取り扱っていた。当該規定を根拠として退学

145 熊本地判昭60・11・13判例時報1174号48頁。中村睦男「丸刈り校則裁判」『別
冊ジュリスト118号　教育判例百選（第三版）』（有斐閣・1992年）30頁。
146 東京地判平3・6・21判例時報1388号3頁。青木宏治「私立高校生パーマ禁
止違反処分事件」『別冊ジュリスト118号　教育判例百選（第三版）』（有斐閣・
1992年）134頁。
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処分が科された原告側が、係争となる校則は生徒の自己決定権を侵害し
違憲である等の主張を行い損害賠償を求め出訴し、一審判決の結果を不
服として、両方とも控訴を求めた。かように、東京高裁はまず、「私立
学校と生徒の関係に対公権力と同様の人権規律が適用されるものではな
い」として憲法的判断を避けている。そして、高等学校は「生徒の教育
を目的とする団体として、その目的を達成するために必要な事項を学則
等により制定し、これによって在学する生徒を規律する権能を有し、他
方、生徒は、当該学校に入学し、生徒としての身分を取得することによっ
て、自らの意思に基づき当該学校の規律に服することを承認するに至る」
と述べ、「在学関係を成立させる目的が生徒に教育を施すことであるこ
とからすると、学校設置者は、右目的に関連する限りでは生徒の校外活
動についても規律することができる」と判断した。しかし、「…被処分
者（生徒）が年齢的に心身の発達のバランスを欠きがちで人格形成の途
上にある高校生である場合には、退学処分の選択は十分な教育的配慮の
下に慎重になされることが要求される」との認識に基づき、東京高裁は

「…退学処分を決定する過程において、できるだけ退学という事態を避
けて他の懲戒処分をする余地がないかどうか、そのために（生徒）や両
親に対して実質的な指導あるいは懇談を試み、今後の改善の可能性を確
かめる余地がないかどうか等について、慎重に配慮した形跡が認められ
ない」として、生徒への救済を図った147。このような高裁の立場は、前
記のパーマ禁止の校則で争われた事案の上告審に当たる一九九六年の七
月に出された最高裁第一小法廷判決の中で、再確認された。要するに、
本件最高裁は「これらの上告人の校則違反の態様、反省の状況、平素の
行状、従前の学校の指導及び措置並びに本件自主退学勧告に至る経過等
を勘案すると、本件自主退学勧告に所論の違法があるとはいえない」と
したのである。無論、本件では上告人の救済には繋がらなかったが、校
則違反を理由として生徒に不利益な処分を課する前に慎重にいくつかの
手続を踏まえなければならないという裁判所の認識が確立したことには

147 東京高判平4・3・19判例集未登載。世取山洋介「私立高校生バイク禁止違
反処分の損害賠償」『別冊ジュリスト118号　教育判例百選（第三版）』（有斐閣・
1992年）132頁。
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意義がある148。

　二、自己決定権によるアプローチ
　さて、今まで見てきた司法府の判断に対して、本項目で論じられる自
己決定権の理論に照らして考えれば、どのように応酬することができる
のか。巻美矢紀の見解が一つの手掛かりと見ることができよう。
　まずバイクに乗る自由について、同氏は「…人格的利益説によれば、
バイクに乗る自由は、『人格的生存に不可欠な利益』とはいえないから、
自己決定権として保障されない」、ということになる。「もっとも、平等
原則や比例原則、そして『切り札』としての権利により、憲法問題とし
て争う方法が考えられる。しかし、校則は教育目的によるものであるこ
とから、内容が著しく不合理でない限り、違憲あるいは違法とはなら」149

ないのである。他方、髪型の自由については「…人格的利益説であっても、
『髪型や服装などの身じまいを通じて自己の個性を実現させ人格を形成
する自由は、精神的に形成期にある青少年にとって成人と同じぐらい重
要な自由である』として、自己決定権として承認する説が有力である」
とされている。
　しかし、同氏自身は「…髪型の自由は、やはり『人格的生存に不可欠
な利益』とはいえないし、…、自己決定権としては保障されないであろ
う」、との見解も示している。但し、「一律丸刈りを強制して選択の余地
を認めないことは、…髪型の決定の青少年にとっての意義を加味すると、
憲法原則である『切り札』としての権利を侵害するものとして違法・違
憲と解される」150、という同氏による但し書きを注意に値することであろ
う。
　なお、Ronald�Dworkin によって提唱された「切り札」としての権利

148 最一判平8・7・18判例時報1599号53頁。
149 巻美矢紀・前掲論文注（101）100 ～ 101頁。
150 巻美矢紀・前掲論文注（101）101頁。なお、高橋和之は、「…もっとも、丸
刈りの強制は、髪型の規制を超えて、画一性を押しつける意味をもっていて
問題ではある」と述べてが、この問題へのアプローチについて、同氏は自己決
定権の論理からではなく、「…人格権の侵害と捉えた方が良いように思われる」
と説かれている。高橋和之『立憲主義と日本国憲法』（有斐閣・2005年）127頁。
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論151については、本論の「自己決定」の概念を支える一つの重要な論点
だと考えられるが、日本の憲法学界にはどれ程の影響を与えたかが目下
把握できない故、本目では一先ず踏み込んで整理しないようにすること
を断っておきたい。

　第二項　『日本国憲法』二六条・学習権
　憲法二六条には、「①すべて国民は、法律の定めるところにより、そ
の能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。②すべて国民は、
法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる
義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする」と定められている。この
ような教育を受ける権利について「人権体系における人権の分類にあ
たって、…一般に、社会権（生存権的基本権）のなかに分類されている」152、
と理解されている。しかし、「国民教育権」対「国家教育権」の論争的な
構図の中で、新たに「学習権」という権利的概念が提起されて裁判所で
も検討された。本項では当該権利的な概念の生成と憲法二六条との間に
はどのような関係があるのであろうかの問題を検討する上、教育におけ
る「子どもの自己決定」を支える論理となる可能性の程度も見極めてみ
たい。

　第一目　学習権の生成

151 蓋し、「切り札」としての権利論の日本的理解については、長谷部恭男の整
理は参照に値しよう。要するに、「…多くの人にとって、人生の意味は、各自
がそれぞれの人生を自ら構想し、選択し、それを自ら生きることによってはじ
めて与えらえるはずである。…一定の事項については、たとえ公共の福祉に反
する場合においても、個人の自律的な決定権を人権の行使として保障すべきで
あり、言い換えれば、人権に、公共の福祉という根拠にもとづく国家の権威要
求をくつがえす『切り札』としての意義を認めるべきである」ことである。長
谷部恭男「国家権力の限界と人権」樋口陽一編『講座・憲法学　第３巻　権利
の保障』（日本評論社・1994年）56頁。
152 中村睦男「第26条〔教育を受ける権利、教育を受けさせる義務〕」樋口陽一・
佐藤幸治・中村睦男・浦部法穂『注解法律学全集②　憲法Ⅱ〔第21条～第40条〕』

（青林書院・1997年）166 ～ 167頁。
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　中村睦男は、「…学習権の主張は、親の教育権や教師の教育権に対す
る国による侵害が、たんに、親や教師の権利に対する侵害にとどまらず、
子どもの学習権を侵害するものと捉えることにより、『国家の教育権』
に対する『国民の教育権』ないし国民の教育の自由を根拠づけようとし
た」ことに伴い、「…教育を受ける権利を学習権の基礎に捉えることの
意義は、もともと社会権が自由権を基礎にし、両者が密接不可分である
のであるが、教育権にあっては、教育を受ける権利と教育の自由との結
びつきがより緊密で、両者が不可分であることを、学習権を媒介するこ
とによってより明確にしているところにある」153、との見解を示した。こ
の見解を受け、以下では、まず憲法二六条と関わる学説の解釈の展開に
ついて考察を試みる。
　初期の学説では、教育を受ける権利に対して「…ここにいう権利とは、
国家が教育の機会均等につき配慮すべきことを国民の側から権利として
把握したものであって、国家は立法及び政策を決定するにあたってこう
した點を充分顧慮しなければならぬということ、更に一歩進んでその趣
旨を実現するために適当な手段を講ずる責任があるということを内容と
する。…（また）権利といっても、それは特定個人が本條によって、教
育を受けるにあたって必要な費用の支拂を国家に請求しうるというよう
な、具體的な権利まで與えているのではない」154と解釈されるか、「教育
を受ける権利は、とりわけ高等教育に関して意味を有する。普通教育は、
義務教育であり、しかも無償と定められているから、その点については、
特に教育を受ける権利をいう実益は少ない。…。教育を受ける権利は、

（高等教育を受けるには経済的負担を伴う）事情に着目し、貧乏人に対
しても、高等教育を受ける可能性を保障しようとするものである」155と
いった認識が持たれていた。すなわち、教育を受ける権利をめぐる初期
の学説は、「…（まさに）教育の機会均等を実現するための経済的配慮を
国家に対して要求する権利としてとらえていた」156ことになる。

153 中村睦男『憲法30講　［新版］』（青林書院・1999年）145 ～ 150頁。
154 法学協会編『註解日本国憲法　上巻』（有斐閣・1953年）500 ～ 501頁。
155 宮澤俊義『法律学全集４　憲法Ⅱ』（有斐閣・1959年）413頁。
156 中村睦男・前掲書注（153）167頁。
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　しかし、このような憲法学における見解に対し、早くから教育学者側
から批判が行われてきた。その批判の根拠となったのは、「子どもの学
習権」157という権利論である。その説によれば、まず「教育を受ける権
利の思想は、子どもの人権の確認を前提としている」158ことが提示され
ている。そして、「近代の人権思想は、人間一般の人格性とその尊厳の
思想であり、たとえばロックやカントにみられるように、当然、子ども
たちもその人格と権利が認められた」とし、「…発達の可能態として、
まさにその点で大人のそれから区別される子どもの権利とは、子どもが
将来にわたって、その可能性を開花させ、人間的に成長する権利である。
しかも、成長・発達の権利は、子どもが学習の権利を充足させるときは
じめて現実的な意味をもつ。こうして、子どもの成長・発達の権利と、
その性質を保障する学習の権利は、子どもの権利の中核をなす」159ので
ある。このような認識に基づき、「『教育を受ける権利』は、近代におけ
る『子どもの人権』の思想につながり、子どもの人権の中核をなす学習
権の実定法的規定であり、子どもの学習権が、架空の、抽象的権利では
なく、現実的かつ有効な権利として認められたことを意味する。すなわ
ち、子どもの学習の権利を現実に充足させるような教育を実際に受ける
権利を、憲法上の権利と認め、社会ないし国家が、そのための現実的配
慮の義務を負うこと（義務教育）を意味するものである」160、と訴える。
　そのような教育学からの批判は、一九七〇年の第二次家永教科書第一
審東京地裁判決161─いわゆる「杉本判決」─でも追認されていた。すな
わち、同判決において東京地裁は「子どもは未来における可能性を持つ
存在であることを本質とするから、将来においてその人間性を十分に開

157 堀尾輝久「Ⅴ現代における教育と法─憲法＝教育基本法体制の歴史的・原
理的究明を中心として」『岩波講座　現代法８』（岩波書店・1966年）156頁。なお、

「教育を受けるのは国民の権利で、国家はその権利を保障する義務を負うてい
るのだという主張」が戦前には既に存在していた、と指摘する教育学者もいた。
宗像誠也『教育と教育政策』（岩波書店・1961年）69頁。
158 堀尾輝久・前掲論文注（157）166頁。
159 堀尾輝久・前掲論文注（157）170頁。
160 堀尾輝久・前掲論文注（157）181頁。
161 東京地判昭45・７・17行集21巻７号別冊１頁。
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花させるべく自ら学習し、物事を知り、これによって自ら成長させるこ
とが子どもの生来的権利であり、このような子どもの学習する権利を保
障するために教育を授けることは国民的課題であるからにほかならな
い」と説示し、「教育の本質は、このような子どもの学習する権利を充足」
することであると判示された162。前述した一九七六年の旭川学力テスト
事件の最高裁判決においても、このような「学習権」の思想が反映され
ていたように思われる。
　こうした批判や実質的な司法裁判からの影響を受け、「教育を受ける
権利」について「今日の通説的見解は、…社会権（生存権的基本権）とし
て位置づけながら、学習権を中心に構成したり、あるいは、『自由権と
しての性質と生存権的基本権としての性質の両面をもつ』ことを指摘し
て、…社会権的側面と自由権的側面を併有した複合的性格の人権である
ことを認める」163ことになっている。しかし、「学習権は、…教育思想で
あった。それは、法技術的概念としてより二六条を解釈・適用するため
の指導理念とみるべきであろう」164との見解も存在するため、学習権を
一つの非列挙基本的人権として憲法からも具体的な保障がうけられる議
論は活発的ではない165ように思われる。

　第二目　実践的思考Ⅱ─教育の私事性と公共性
　前述した「学習権」の概念に対し、永井憲一は次のような懸念を抱い
ていた。その懸念とは、「…一つには、教育権は国がもち学習権が国民
にある、と教育権と学習権とが相対関係におかれるような誤解を一般に
与えはしないか」ということであり、「もう一つには、学習権という言
葉の印象からは、他人がつくった教育内容を、ただ学び習いさえすれば、
それで権利が保障される、というような誤解を受けやすくないか」166、と

162 中村睦男・前掲書注（153）167頁。
163 中村睦男・前掲書注（153）167 ～ 168頁。
164 内野正幸『憲法解釈の論点　［第４版］』（日本評論社・2005年）104 ～ 105頁。
165 中村睦男・前掲書注（153）144 ～ 153頁。
166 なお、永井憲一自身は「学習権」というより、「…教育を受ける権利は、人
権としての教育権と呼称されるか、人権としての自己教育権、あるいは自己学
習権と」呼ぶ方が良いと主張している。永井憲一「第二部　教育権」小林直樹
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いうことである。ここで一つのキーワードが浮かび上がってくる。それ
は「教育内容」である。
　既に見てきた通り、「憲法二六条については、憲法学の通説が、教育
の質や内容を問題にすることなく、憲法二六条を量的な教育の機会均等
の問題としてのみ捉えているのは、教育を受けることが明治憲法下の義
務から国民の権利になったという憲法二六条の画期的意義を看過してい
る」ことを批判するために、教育学者が「子どもの学習権」という概念
を提唱し、「…憲法二六条の教育権の内容は、子どもの教育を受ける権
利ないし学習権を基底にした親および教師の教育の自由であり、それは
国家の教育権に対比された国民の教育権として位置づけられる」167こと
になっている。つまり、子どもの学習権は「国民教育権」の一要素だと
認識されているのである。この前提に基づき、堀尾輝久は「国民教育権」
の構造について「子どもは学習の権利をもつ。…。学習はそれ自体自発
的活動であるが、その機会と条件を周囲から整えることが不可欠である。
子どもの発達には、なによりもまず両親の、そして社会の援助や励まし
が必要」168であると説明している。しかし、「…今日の社会は、共働きの
家庭が増え、核家族化がすすみ、しかも住居の環境は貧しく、あそび場
もないといった環境的条件のなかで、家庭の教育力（形成力）は減少し
ている」。「この事実を原理的にみれば、保育所や学校は、両親の親権（発
達保障の自然的責務）を共同化し、その責務を、専門の保育者・教師に
信託したのであり、権利論的視点でみれば、保育所や学校は、『家庭の
延長』だといってよい」、とされ、「父母は教師や保母の専門性に対して、
自らの責務の一部を信託する。こうして『親権の共同化』としての保育
所や学校は『家庭の延長』として自分たちひとりひとりのものであると
同時に、みんなのもの＝公的ものとしてとらえなおされる。いわゆる共
同保育所づくりの運動のなかには、この意味で、まさしく『私事の組織化』
としての公教育の今日的原型があるといってよい。公立学校もまた、こ

監修『現代憲法大系⑦　生存権・教育権』（法律文化社・1989年）153頁。
167 中村睦男『社会権の解釈』（有斐閣・1983年）118頁。
168 堀尾輝久『人権としての教育』（岩波書店・1991年）132 ～ 133頁。
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の精神によってとらえなおされねばならない」169のである。このように、
「国民教育権説は、親の教育権に由来する私教育の伝統を基礎に置き、
親から付託を受けた教師を含む『国民』に教育権があると説き、国家の
教育内容への関与と決定を排除しようとした。それは教育を私的なもの
ととらえ、国家は私的な領域に立ち入ってはならない」170内容だと認識
されている。
　しかし、近年の学説の中には「国民教育権」論に立脚しながら、教育
には「個人の思想形成」、「親の子どもへの教育」及び「学校の選択」等の
私的要素があることを留保しつつ、「…教育は、その本質上私的なこと
がらではなく、公共的なものと考えるべきである。教育は、親の私的な
教育権に還元されるべきものではなく、ましてや教師の教育の自由に基
づくものでもなく、広く学校関係者、教育委員会、文科省、教科書出版
社のほか、地域住民、市民などすべての関心事であって、社会公共のこ
とがらというべきである」171、と改めて提唱する説が目立っている。この
ように、教育の私事性や公共性をめぐる議論が深刻であるとされる要因
について、西原博史は「…教育基本法改正を目指した動向や、それを先
取りして進んでいる教育に対する行政的介入の強化がある」172、と指摘し
ている。その具体例として、同氏は「…1999年４月の入学式に関わる『君
が代』ピアノ伴奏拒否の事例に関し、教師の思想・良心の自由に基づく
拒否権は教師の職務の公共性によって制約され、教師の内心の状態に
よって伴奏を命じる校長の職務命令の効力が否定されることはない、と
論じた」二〇〇三年一二月三日の東京地裁判決と二〇〇四年七月七日の
東京高裁判決や、「東京都における2004年春の200人を越える不起立教員
の大量処分」173事件等を挙げている。
　もとより「国民教育権」論を支持する学者らは「教育の公共性」への承

169 堀尾輝久・前掲書注（168）134 ～ 135頁。
170 戸波江二「教育法の基礎概念の批判的検討」戸波江二・西原博史編『子ども
中心の教育法理論に向けて』（エイデル研究所・2006年）19頁。
171 戸波江二・前掲論文注（170）20頁。
172 西原博史「教育基本法改正と教育の公共性」日本教育法学会編『教育におけ
る公共性の再構築』（有斐閣・2005年）21頁。
173 西原博史・前掲論文注（172）21頁。
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認が最低限度にしか止まらない傾向174があり、西原博史自身も「確かに、
教育の公共性の位相を問うことを通じて憲法26条の教育概念を実質化す
る道は、一定の理論的危険と結びついている。間接的に媒介された民主
的正当性を背景にして教育行政が公共性を定義することを是認するよう
な議論につながり得る」175ことを否定していない。しかし、同氏は前述
した現状と照らし合わせた上で「…この理論的危険を前に立ち止まるこ
とは、もはや許されていないだろう」と強く述べ、「教育の公共性」につ
いて再度考え直すことを呼び掛けている。では、果たして我々は如何な
るルーツに沿って、「国民教育権」と教育の公共性の問題について考究
していけば良いのであろうか。以下では、戸波江二によって指摘された
いくつかの注意点を列挙し結びとしたい。
　すなわち、①教育における公共性を考える際に、教育の公共性を「国
家的公共性」と把握してはならないことである、②教育の公共性は、一
定の国家関与を前提とし、その限りで国家的公共性の要素を含みながら
も、その中心は子どもの教育と発達とに根ざした社会公共の関心に置か
れるべきであって、この意味ではむしろ「市民的公共性」に基づいてい
るというべきであることである、③市民的公共の観念は、市民の自由な
活動が社会の公的な善を促進するという意味での公共性であることであ
る、④国家による教育内容の決定の必要性は一定限度で認められ、その
ために、国家関与の範囲と限界、あるいは教育内容の決定手続が問題と
なるなどのことである176。

174 教育法学における「公共性」の議論について、西原博史は広沢説を取りあげ
「（広沢明）は、教育内容に関わる公共的なものを議会制民主主義ルートで国家
に吸い上げる論法を拒絶し、〈私〉概念との連続性の上に成立する社会的公共
性を構築しようとする。公教育は親権集団と教師集団との協働による社会的組
織化である、とする捉え方である。広沢は、この社会的公共性論の基づいて、
社会に浸透し始めた公教育圧縮論に対抗し、学習権から出発する機会の平等論
を維持しようとした」、という理解を示している。西原博史・前掲論文注（172）
22頁。
175 西原博史・前掲論文注（172）24 ～ 25頁。
176 戸波江二・前掲論文注（170）22 ～ 23頁。
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　第三項　成長発達権
　近年、日本の少年法の分野において活躍している学者間で「子どもの
成長発達権」をめぐって活発な議論が繰り広げられている177。そして、
論者によると、教育法の分野において「…日本国憲法は、子どもの権利
については、『教育を受ける権利』として規定しているが、しかし、そ
の根元には、子どもの成長発達権を尊重し、子どもの成長の権利という
考えがあることは、…明らかなように」178思う見解がある。当該権利論
を巡る学説や司法的実務での様相を次のように整理する。

　第一目　学説の様相
　以下に取りあげる見解は、主に九〇年代以降提出されるものである。
確かに、「成長発達権」の系譜は「発達権」という概念の生成まで遡及す
ることができるが、その系譜を辿りより詳細な検討は後日の研究を期し
たい。本目では、まずその様相を鳥瞰する。
　一九九四年に、山崎義夫が、「…子どもは権利の主体であると同時に
人権主体の『形成者』でもあるとの観点から、子どもの学習権の基底的
権利である自律的成長発達権を、子どもの権利の中核に位置付ける。そ
して憲法第13条『個人の尊重、生命・自由・幸福追求権』を一まとまり
の権利と把握し、自律権を狭義に解する自己決定権に対して、広義の人
格的自律権を論拠に、『自律的成長発達権』を憲法学的に新しく基礎づ
けてみたい」179、と訴えた以降、アプローチが多少異なるのにもかかわら

177 服部朗「成長発達権の生成」『愛知学院大学論叢法学研究　第44巻第１・２号』
（2002年）129 ～ 131頁。澤登俊雄『少年法入門〔第２版補訂〕』（有斐閣・2003
年）31頁。葛野尋之「［序章］厳罰化のサイクルと『改正』少年法の検証」葛野尋
之編『「改正」少年法を検証する─事件とケースから読み解く』（日本評論社・
2004年）８頁。団藤重光「少年法改正批判─強行すれば世紀の恥辱」『法律時報　
71巻４号』（日本評論社・1999年）66頁。
178 戸波江二「人権論としての子どもの『成長発達権』」子どもの人権と少年法
に関する特別委員会（東京弁護士会）・子どもの権利に関する委員会（第二東京
弁護士会）編『少年事件報道と子どもの成長発達権　少年の実名・推知報道を
考える』（現代人文社・2002年）206 ～ 207頁。
179 山崎義夫「子どもの自律的成長発達権の憲法学的基礎づけ」『教育経営研究　
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ず、憲法一三条は成長発達権の憲法的根拠の中核となることが大半の学
説によって認められている。
　山崎氏自身はその憲法一三条の位置づけや内実を議論する際、前にも
触れた佐藤幸治の説にも依拠しながら、「（憲法）第13条は、個人人格を
基底とした広義の自律権、すなわち、人格的自律権であると立証したこ
とから、人格的自律権とは、…自立した主体が、自己理解と対人関係意
識の二つを含む人格観念を基底に、社会的文脈の中で内発的に自己判断・
自己決定しながら積極的に自己実現を求める自己価値追求への権利であ
る、と定義できる」、と述べ、「人格的自律権をもった主体（＝人権主体）
を育成するためには、自律的成長発達権の保障が必要不可欠である。自
律的成長発達権を保障することは、発達可能体である子どもの成長発達
欲求を尊重すること、その成長発達欲求の充足を保障しながら子どもが
生命・自由を愛し幸福追求する自己実現的資質（＝健康、意欲・関心、
知識理解とが自己理解的に統合されたもの）を育成すること、さらに自
己理解・他者理解に基づき自己決定と意見表明をしながら自己実現（成
長発達）できるようにすることである」180、と主張している。そして、同
氏が「自律的成長発達権の内実保障」について、「…『自律の価値づけ』
には、手段的価値説と即目的価値説がある」とし、「…自律的成長発達
権の内実保障は、学習主体（子ども）の自己評価を基本にしなければな
らない」181、という考えを示している。
　そして、少年法六一条の意義を再検討する作業を行う山口直也は、ア
メリカにおける子どもの権利論（特に、「子どもの自律尊重論」である）
を自身の「成長発達権」論の根底に位置付ける。要するに、「…（子ども
の自律尊重論）は、子どもの保護の側面にも注意を払いつつ、子どもの
自律を最大限尊重するところに特徴がある。すなわち、子どもであって
もまったくの無能力状態にあるのではなく、自律的に大人と同じように
自己決定できる領域もあるし、さらにそれに加えて、今は行使できない

『預けた状態の権利』の領域があってそれが成長途上で開花する」と述べ

創刊号』（上越教育経営研究会・1994年）51頁。
180 山崎義夫・前掲論文注（179）58 ～ 59頁。
181 山崎義夫・前掲論文注（179）59 ～ 60頁。
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ている。そして、この見解に附合し「子どもが人間として尊重されるこ
とを考えれば、突如として成人になって権利行使主体になるのではなく、
子どもの段階から権利行使（可能）主体であると考えるのが自然である
ように思われる。その意味で子どもに固有の『預けた状態の権利』があ
ることについては賛同する」182、と説いている。同氏は、続いて、『子ど
もの権利条約』五条、第八条、第一二条及び第一八条の規定の背後に隠
されている意味を再解釈する作業183も行いつつ、一九七六年の旭川学力
テスト事件の最高裁判決を踏まえ、「（同）判決は、…子どもは、自己の
人格を完成、実現するための欲求が大人よりも高いので（子どもが大人
と違った意味で肉体的及び精神的に成長発達の途上にあることを当然の
前提としている）、子ども固有の発達権としての成長発達権を持つとし
ているとみることができる。…子どもが自由かつ独立の人格として成長
することを保障するこの成長発達権と憲法一三条との関連にも触れてお
り、成長発達権が単に憲法二六条の枠にとどまらない総体的内容を有し
ていることを示唆しているように思われる」184、と述べている。かような
理解に基づいて、同氏は子どもの「成長発達権」を、「いままさに成長発
達の途上にある人格がそのままで認められ、将来成人して完全な自己決
定主体となることが援助・保障される権利」185だと定義し、その法的保
障に値する根拠について、憲法一三条前段、『子どもの権利条約』六条
及び前述した最高裁判決等を取り上げ、公共の福祉からの制限を伴わな
いこと、子どもの権利主体性は『子どもの権利条約』五条及び第一二条
から求められることなどを、主張している。しかしながら、同氏は成長
発達権の主体を「成長発達の途上にある人格」の持ち主に想定する故、
同権利の限界も論じる。すなわち、「…成長発達権は子ども（＝未成年者）
期に固有の権利である。したがって成年年齢に達すると同時に成長発達

182 山口直也「子どもの成長発達権と少年法六一条の意義」『山梨学院大学　法
学論集　48号』（2001年）79 ～ 80頁。
183 山口直也・前掲論文注（182）83頁。
184 山口直也・前掲論文注（182）84頁。
185 山口直也・前掲論文注（182）85 ～ 86頁。
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権は消滅する」186という議論の余地がある見解を示した。そして、本論
の関心となる自己決定（権）との関係で、同氏は成長発達権自体には限
界が付けられるべきだと考えるらしい。要するに、「成長発達権を有す
る主体は自律的な自己決定主体ではない。したがって権利自体を放棄す
ることは基本的にできないし、子どもという基盤そのものを成立ならし
めている成長発達権についてはなおさらである。その意味で、親の指示・
指導との関係が問題になるが、基本的に親には子どもの事実上の自己決
定の最終修正を行う義務及び権利がある。しかしながら、…子どもと親
との健全かつ納得的な関係性が保たれる場合において、自己決定の修正
は可能になる。子どもがそのことに納得して成長すること自体がまさに
成長発達権の行使であるからである」187、と説くのである。
　時は二〇〇二年に来て、「成長発達権」の生成を精力的に検討する論
考188が見られる。まず用語として、服部朗は「…『成長発達する権利』『成
長発達権』『発達権』は同義のものと考え」る189らしく、「発達権」を使う
一方、佐藤幸治や松井茂記による「成長発達権」への否定ないし疑問視
する見解に対して、「…発達権は自己決定権と同義ではないし、自由権
だけに限られるものでもない。発達権には『立ち直るための機会を要求
する権利』という側面があるのは確かだが、しかし、その権利と少年院
送致とを結び付けるのは妥当ではない。また、発達権は、単なる理念に
とどまるものでもない」190、という主張をなされる。かような発達権の権
利性について、同氏はまず発達権を「誕生から死に至るまでの人間のラ
イフ・サイクルの各々の発達段階において、人間がその能力を伸ばし、
社会との関係を形成・発展させながら生きていく上で必要な物質的、環
境的、経済的、および社会的諸条件の整備を求め、かつ、発達を阻害す

186 山口直也・前掲論文注（182）86 ～ 87頁。
187 山口直也・前掲論文注（182）86 ～ 87頁。
188 服部朗・前掲論文注（177）129 ～ 211頁。子どもの人権と少年法に関する特
別委員会（東京弁護士会）・子どもの権利に関する委員会（第二東京弁護士会）
編『少年事件報道と子どもの成長発達権　少年の実名・推知報道を考える』（現
代人文社・2002年）221頁。
189 服部朗・前掲論文注（177）132頁。
190 服部朗・前掲論文注（177）162頁。
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るものの排除を求める、社会権と自由権からなる複合的な権利であり、
とりわけ諸能力の伸長および社会的関係の形成が大きな発達課題である
子ども期にあっては、子どもの諸権利の基幹となる最も重要な権利であ
るとともに、諸権利の内容を子どもにそくして展開していく指針的役割
をもつものである」191、という定義を付ける。それに基づき、同氏は例え
ば「…（子どもの）権利条約12条の意見表明権は、…憲法21条１項の言
論の自由とは内容を異にするが、これは発達権の意義に照らして生まれ
てくる」192、ものであるという認識を述べている。そして、その「発達権」
の法的根拠について、同氏は「…憲法13条、同25条、子どもの権利条約
６条および前文にあると考えられる」193、と明言し、「…憲法26条の学習
権は、発達権の根拠というよりも、発達権から派生する権利のひとつと
みるのが正しい」194、と説く。
　そして、前述した服部説とほぼ同時期に出した戸波江二の論稿におい
ては、「成長発達権」を憲法だけではなく「…国際人権からの基礎付けも
可能」195であるというように、やや山口直也に近い観点から示唆をする。
その上、「成長発達権も日本国憲法の人権保障カタログに組み込むこと
が必要」196だということを唱える。他方、「成長発達権」の法的根拠につ
いて、戸波氏は「成長発達権の憲法上の根拠という点では、これは憲法
13条の幸福追求権から一個の人権として出てくると考えるのが妥当であ
る」、というような山崎説に近い見解を示す197ほか、山口説とほぼ同調
のように、「…主体については、子どもの成長発達という形で限定した
方がよい」とし、「子どもの人権として根拠づけることは十分できる」198、
と述べている。
　最後に、山口説の立場をより前面に出すような安藤博の所説を整理し

191 服部朗・前掲論文注（177）198頁。
192 服部朗・前掲論文注（177）198頁。
193 服部朗・前掲論文注（177）198頁。
194 服部朗・前掲論文注（177）198頁。
195 戸波江二・前掲論文注（178）207頁。
196 戸波江二・前掲論文注（178）208頁。
197 戸波江二・前掲論文注（178）211頁。
198 戸波江二・前掲論文注（178）211頁。
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たい。安藤氏は、二〇〇三年の論稿において、「子どもの問題で大切な
のは、目の前にいる課題をかかえている子どもである。…さらに大切な
のは子ども自身が育つことである。それが子どもの最善の利益であ
る」199、との見解を示し、「子どもにあるのは、あやまちを乗り越えて育
つ成長発達の権利である。他方、大人・社会に求められるのはその権利
の実現＝保障である。…。誤った社会意識は子どもたちの成長発達の機
会、権利を奪ってしまう。成長発達は、自分の課題に真剣に向き合う時
に生まれる。子どもが育つには、大人、専門家、社会の適切な関わりが
不可欠である」200、と訴えている。そして、「成長発達権」を「…子どもを
育ちゆく可能性をもつ存在ととらえ、とりわけ失敗やつまずきの時、そ
の可塑性を根拠に権利の保障をしようというものである」という定義を
付け、「憲法の権利の考えからすれば、一三条『幸福追求権』と一二条『自
由と責任の保持義務』が一緒になって働きかける権利である」201、という
認識を示す。本論との関わりで、同氏による次のような言葉を注意に値
しよう。すなわち、「…成長発達権が目標とするところは、…自分にか
かわりのあることは自分で決めてゆく自己決定の主体になること、自ら
の人生、生活を自分らしく生きていく主体になることにあ」り、「成長
発達権は、その目的を実現するため、子どもの特性にふさわしいものと
して付与された法的権利である」故、「…子どもの主体的な生き方は成
長発達権の実現であり、さらにそれが目標とするのは自己決定できる力
の形成である」202、と説くところである。

　第二目　いくつかの裁判例
　論者の整理によれば、「成長発達権」の概念の現れとされる裁判例は
前述した一九七〇年の東京地裁判決と一九七六年の最高裁判決も含め
て、二〇〇二年までに併せて四つの判決を取り上げることができるとい

199 安藤博「子どもの育ちを支える成長発達権」『青少年問題（50）５』（2003年５
月）16頁。
200 安藤博・前掲論文注（199）17頁。
201 安藤博・前掲論文注（199）18頁。
202 安藤博・前掲論文注（199）20 ～ 21頁。
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う。その後、二〇〇五年に徳島地裁は町立幼稚園への就園許可の仮の義
務付け申立て事件について、「成長発達権」の概念を用いるような文言
を述べたこともあるため、以下では既に検討した裁判例以外の判決や決
定について鳥瞰することにする。

　一、一九九二年三月一三日神戸地裁判決
　本件の原告は、尼崎市立普通高等学校を受験したところ、学力試験は
優秀であったが、筋ジストロフィー症を患っているため、学校側から普
通高校の全課程を無事履修する見込みがないとされ不合格処分がなされ
た。原告は、当該処分の取消及び国家賠償を求めて出訴した。結果とし
て、神戸地裁は、本件市立高校への入学の不許可処分には裁量権の逸脱
または濫用があったとして、同処分を取り消し、尼崎市に対し慰謝料の
支払いを命じた203。
　その判決理由では「憲法二六条はすべての国民に能力に応じてひとし
く教育を受ける権利を保障し、これを受けた教育基本法は、人格の完成
をめざし、平和的国家及び社会の形成者として、個人の価値を尊び心身
とも健康な国民を育成することを目的とし（一条）、すべての国民はひ
としくその能力に応ずる教育を受ける機会を与えられねばならない（三
条一項）と定めている。障害を有する児童、生徒も、国民として、社会
生活上あらゆる場面で一人の人格の主体として尊重され、健常児となん
ら異なることなく学習し発達する権利を保障されている」204、と述べられ
ていた。

　二、二〇〇〇年六月二九日名古屋高裁判決
　本件は一九九四年一〇月に少年三名が共謀の上、二名の被害者を自動
車内に監禁し、長良川河川敷で殺害したなどとされる事件をめぐる記事
の中で週刊文春が実名をもじった仮名を使ったことに対して、容疑者の
少年が、当該記事は名誉を毀損し、プライバシーを侵害した等の理由か

203 神戸地判平4・3・13判例時報1414号26頁。服部朗・前掲論文注（177）164 ～
165頁。
204 判例時報1414号39頁。服部朗・前掲論文注（177）164 ～ 165頁。
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ら文藝春秋社に対し損害賠償を求めたものである205。第一審では名古屋
地裁は少年の請求の一部を認めたのに対し、第二審では名古屋高裁は控
訴及び附帯控訴をいずれも棄却した。その判決理由において、「…未来
における可能性を秘めた少年が、将来にわたって、人間的に成長、発達
して、幸せを自ら選びとる幸福追求権を憲法上保障されていることを尊
重するならば、少年が健やかに成長するように配慮した情報伝達活動を
営むことは、社会的責務である。…少年法六一条は、憲法で保障される
少年の成長発達過程において健全に成長するための権利の保護ととも
に、少年の名誉権、プライバシーの権利を保護することを目的とするも
のである」、と述べられた点は注目に値する。
　服部氏は本判決について、「…杉本判決以来の『発達可能態』という子
ども理解が流れており、かかる理解の上にたって、成長発達することが、
子どもにとって最も本質的なことであり、また、それを保障することが
社会の責務であるとともに、子どもにとっての基本的な権利である」206、
という見方を示している。

　三、二〇〇五年六月七日徳島地裁決定
　本件は、町立幼稚園への就園を希望する二分脊椎等の障害を有する幼
児について、町教育委員会が就園不許可処分としたことがその裁量権を
逸脱又は濫用したものとして違法であり、就園が許可されないことによ
り生ずる償うことができない損害を避けるため緊急の必要があるとし
て、当該幼児の公立幼稚園への就園を仮に許可すべき旨を命じることを
求めた仮の義務付けの申立てが認容された事例である207。本決定は、行
政事件訴訟法の一部を改正する法律（二〇〇四年法律第八四号）による
改正後、新設された仮の義務付け（行訴法三七条の五第一項）の申立て
について容認した数少ない事例である（2009年までには）ために、大い
に注目されていた。本件の決定理由では、「子どもには、一人の個人又
は市民として、成長、発達し、自己の人格を完成するために必要な教育

205 名古屋高判平12・6・29判例時報1736号35頁。
206 服部朗・前掲論文注（177）167頁。
207 徳島地決定平17・6・7判例地方自治270号48頁。
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を受ける権利が憲法上保障されており、子どもに対する教育の制度や条
件を整備することは国家の重要な責務であるというべきである（憲法26
条等参照）。子どもにとって、幼児期は、その健康かつ安全な生活のた
めに必要な習慣を身につけたり、自主的、自立的な精神を育んだり、集
団生活を経験することによって社会生活をしていく上での素養を身につ
けたりするなどの重要な時期であり、幼稚園教育は、義務教育や普通教
育ではないものの、幼児の心身の成長、発達のために重要な教育として
位置づけられるべきものということができる」、と示されている。
　また、以上の内容から本決定の姿勢は「成長発達権」と「学習権」両者
を一体のものとして捉える学説上の通説的理解と合致すると推測するこ
とができよう。しかし、両者の関連を如何に考えるべきかという問題に
ついて、裁判所からの明確な説示はなく、学説的議論に対し、「さらに
検討をくわえなければならない」208、という服部氏の指摘に与したい。

　第四項　『子どもの権利条約』一二条・意見表明権
　一九九〇年九月二日に正式的に発効した国連の『子どもの権利条約』

（以下、「条約」）について、日本は一九九四年に締結案を国会により認
められ、条約の一五八番目の締約国となった209。同年に出された「『児童
の権利に関する条約』について」と名付けられた文部省の通知（以下、「政
府見解」）には、「…本条約の発効により、教育関係について特に法令等
の改正の必要はないところでありますが、もとより、児童の人権に十分
配慮し、一人一人を大切にした教育が行わなければならないことは極め
て重要なことであり、本条約の発効を契機として、更に一層、教育の充
実が図られていくことが肝要」210であると記されている。
　既に述べたように、条約一二条には「１、締約国は、自己の意見を形
成する能力のある児童がその児童の影響を及ぼすすべての事項について

208 服部朗・前掲論文注（177）167頁。
209 滝崎成樹「児童の権利に関する条約」『ジュリスト　No.1048』（1994年）65頁。
波多野里望『逐条解説　児童の権利条約　〔改訂版〕』（有斐閣・2005年）７～10頁。
210 平成六年五月二〇日文初高第一四九号各都道府県教育委員会等あて文部事
務次官通知。
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自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童
の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものと
する。２、このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法
上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により
直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えら
れる」と謳う文言が定められている。これも後に日本国の様々な学術的
分野で議論される「意見表明権」の中身となる。そして、この権利と教
育現場の関係について、前述した政府見解には「…本条約第一二条から
第一六条までの規定において、意見を表明する権利、表現の自由につい
ての権利等の権利について定められているが、もとより学校においては、
その教育目的を達成するために必要な合理的範囲内で児童生徒等に対
し、指導や指示を行い、また校則を定めることができるものであること」
となり、「…本条約第一二条一の意見を表明する権利については、表明
された児童の意見がその年齢や成熟の度合いによって相応に考慮される
べきという理念を一般的に定めたものであり、必ず反映されるというこ
とまでをも求めているものではないこと。なお、学校においては、児童
生徒等の発達段階に応じ、児童生徒等の実態を十分把握し、一層きめ細
かな適切な教育指導に留意すること」と解釈されている。
　実際に国連の人権小委員会に勤めた経験を持っている波多野里望は、

「…教育の分野では、いわゆる『校則』がしばしば問題となるが、本項の
『事項』に該当するのは、特定の生徒が自宅謹慎・停学・退学などの処
分を受ける場合のことであって、『校則』そのものの一般的な妥当性で
はない。同様に、教育課程の決定・教科書の採択といった児童一般にか
かわる問題は、個々の児童個人に関する事項とは考えられないので、本
項の『すべての事項』には含まれない」とし、「…『機会を与えられる』
という文言は、『大人には、一般に意見を表明する権利が認められてい
る場合に、たんに「子どもだから」という理由で、意見表明権を否定さ
れてはならない』旨を定めたに過ぎず、『大人に対しても司法上または
行政上の意見聴取手続が一般に設けられていない場合でも、子どもにだ
けは意見表明権を与える』ことまで締約国に義務付けるものではない」
と解釈している。そして、政府が示した見解の姿勢と同じように、同氏
が「…生徒が、たんに『わがまま』や『自己中心的な願望』を申し立てる
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のでなく、各地域の特殊性や各学校が置かれた立場などを客観的に判断
したうえで意見を形成できるレベルに達していると判断される場合に
は、少なくとも、中学および高校においては、それらの生徒の意見をで
きるだけ聴取し、かつ、それを校則その他に反映することが望ましいこ
とは言うまでもない」211、と提示している。
　一方、「…学校、福祉、医療等の現場において、一二条の意見表明権
に対する過度の期待と懸念が併存しているようにも思える」212と指摘す
る米沢広一は、憲法学の立場から国連における条約自体に対する審議過
程を検視し、一二条の射程範囲を明らかにすることを試み、「意見表明
権」への再認識を次のように提唱している。
　まず、第一二条一項の規定に対し、「…はたして、国内裁判所で固有
の裁判規範性を有する規定として機能しうるのかが問題となる」と提示
し、「一項を手続き的権利を保障した規定と位置づけた場合、（ⅰ）手続
き的保護を与える必要性の高い司法上、行政上の手続については、二項
でカバーされる、（ⅱ）裁判所が国家の不作為を条約に違反すると判示
するには、一項の規定は無限定にすぎる、等の点を考慮すると、国内裁
判所が『条約』一二条一項違反との判決を下すことを期待するのはむつ
かしいのではなかろうか。むしろ、一二条一項に対しては、立法、行政
上の指針としての役割、および、二項の解釈準則としての役割を期待す
ることになるのではなかろうか」213、と説いている。
　次に、米沢氏は第一二条二項の規定から「…①権利主体を『児童』と
規定し、一項のような限定を付していない、②対象を『司法上及び行政
上の手続』の対象とされている事柄に限定している、③権利の内容とし
ては、『聴取（to�be�heard）機会』の付与との文言で規定している、④聴
取の方法を『国内法の手続規則に合致する方法』と規定している、⑤聴
取された意見の取り扱いについては、一項のような『相応に考慮される』
との文言を欠いている、⑥聴取プロセスとしては、（ⅰ）児童本人から

211 波多野里望・前掲書注（209）83 ～ 85頁。
212 米沢広一「『意見表明権』（12条）の検討」『自由と正義　46巻１号』（1995年）
28頁。
213 米沢広一・前掲論文注（212）30頁。
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直接、（ⅱ）代理人を通じて、（ⅲ）適当な団体を通じて、との三つを規
定している」214、という六つの特徴を取り上げている。もっとも、子ども
の意見を実際に聴取した際には、子どもの意見と親の意向とが異なった
り、子どもの意見と国が考えるところの子どもの最善の利益とが異なっ
た場合にどちらを優位させるのか、子どもの年齢・成熟度、判断対象の
違いに応じて子どもの意見の重みをどのように異ならせるのか、等の問
題が生じてくるが、『条約』はこれらの問題についてまで具体的に指示
しているわけではなく、聴取された子どもの意見をどの程度重視するか
は、原則として、締約国の裁量に委ねられていると解しうる」215、と述べ
たところが要注意だと考えている。
　一言でいえば、第一二条が唱える権利は手続的権利だと認識されよう。
従って、「多くの憲法学説は、手続的権利を憲法三一条、一三条等を根
拠条文として憲法上の権利とみなしているが、どのような場合に憲法上
聴聞が要求されているのか、聴聞内容の要件として憲法上何が要求され
ているのか、成人の場合と子どもの場合とで違いがあるのか等の点につ
いては、必ずしも明らかにしていないし、また、学説上の一致があるわ
けではない」216、との現状がある。
　また、「…意見表明権については、子どもの成長の段階に対応した配
慮が求められている。すなわち、この権利は単なる人間一般の権利とし
ての表現の自由の保障とは異なり、むしろ成長途上にある子どもである
が故の権利であるともいえる。その意味では、むしろ手続保障的な意義
を含めた子どもの表現の自由の保障であるということになろう」217、とい
う見解も見られるように、「意見表明権」と憲法上保障される「表現の自
由」との関連性について、次のような認識が存在する。要するに、「①
意見表明権は、市民的自由の一般規定としての位置を占めるものである。
②表現の自由とその制限を定める（条約）一三条は、意見表明権を審議
する過程で枝分かれしたものである。③意見表明は表現の自由の保障と

214 米沢広一・前掲論文注（212）30頁。
215 米沢広一・前掲論文注（212）31頁。
216 米沢広一・前掲書注（68）211頁。米沢広一・前掲論文注（212）33頁。
217 藤井俊夫『学校と法』（成文堂・2007年）69頁。
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密接に関係があり、広く表現の自由の保障の一環をなすものであるが、
意見表明を表現の自由とはその機能する場面が分けられている。④表現
の自由は、国によるパターナルな制約を許容しない趣旨である。⑤子ど
もが意見表明権や表現の自由を行使するにあたっては、親の指示・指導
の権利義務（条約五条）との関係が問題となる」218、との前提となる諸点
がある故、「いずれにしても、子どもが意見表明を必要とするのは、子
どもに影響を及ぼす事柄が決定される場合であり、それ以外の場合には、
表現の自由が意見表明をその内に含みながら保障されることで十分なの
である」219とされ、「…子どもの意見表明権は、子どもの表現の自由の保
障の一環であり、二つはつなげて一体として捉えられている」220とのこ
とである221。
　なお、「子どもの人格にかかわる事柄についての決定過程に、子ども
自身を参加させるという考え方も憲法のなかに含意されていなかったわ
けではないからです。それどころか、憲法は子どもを人格的自律に向う
存在として動的にとらえることによって、子どもの自己決定権をも認め
ているという考え方が近時明らかにされていますが、これは、憲法が子
どもに意見表明権以上の権利を保障していることを意味しています」222

という論述がある故、本論の関心である「子どもの自己決定」という概
念を支える一つの有力な権利論として「意見表明権」への評価を前向き
に捉えたい。

第二節　小括
　今まで見てきた通り、日本の憲法学における子どもに対する関心は多
角的で多彩な議論が展開されてきた。しかも、それぞれの持論が相互に
関連を持ち、影響し合ってきたことも明らかになった。確かに、論理的

218 中川明「子どもの意見表明権と表現の自由に関する一考察─いわゆる『ゲル
ニカ訴訟』における『意見書』から」『北大法学論集　50巻２号』（1999年）247頁。
219 中川明・前掲論文注（218）247頁。
220 中川明・前掲論文注（218）251頁。
221 中川明・前掲論文注（218）249頁。
222 中川明『学校に市民社会の風を─子どもの人権と親の『教育の自由』を考え
る』（筑摩書房・1991年）249頁。
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破綻を生じやすく完全な論理がないことも事実である。本論のキーワー
ドの一つである「対話」の促進について議論を進めることにも限界があ
る。しかし、だからといって議論の対象から排除するのではなく、むし
ろその限界を如何に突破し検討していくかということの方が重要だと言
えるのではなかろうか。
　例えば、障害を持つ子どもが普通学校を選びたい、そこで他の障害を
持っていない、しかも同じ場所に住んでいる子ども達と一緒に同じクラ
スで同じの学校の先生の話を聞きたいと考える場合、人権論として憲法
学から引き出されるものはあるかもしれないが、条約によると、恐らく

「（条約の）二三条の保障する権利も、その文言からみて、経済的・社会的・
文化的権利に該当すると解される。そうすると、国内裁判所において（条
約）二三条違反の主張がなされても、同条違反との判決をえることはむ
つかしい」223というような理論的窮地に直面することが考えられる。ま
た、条約自体において最も注目されている第一二条の「意見表明権」か
ら考えても、「障害児の学校指定については、現在、適正就学委員会に
親が参加をして意見を述べることが可能であり、12条２項違反にはなら
ない」224として処理されてしまう可能性も低くない。
　しかし、現に「…この条約の…意見表明権（第一二条）は、条文に即
していえば『自己の見解をまとめる力のある子どもが、自己に影響を及
ぼすすべての事柄について自由に見解を表明する権利』である。したがっ
て、それは子どもの年齢と成熟度の高い段階では、大人の表現の自由と
同じような、自己決定権と同義となる」と積極的に捉えられており、「…
障害児の種学義務の猶予・免除規定（『学校教育法』二三条）も問題とさ
れよう」225という見解も存在している。このことは、議論をより一層深
めることに一役かっているのではなかろうか。なお、近頃条約も含めら

223 米沢広一「障害児の学校・学級の選択と憲法・教育法」佐藤幸治・清永敬次
編『憲法裁判と行政訴訟』（有斐閣・1999年）141頁。
224 米沢広一「児童の権利条約と日本国憲法─意見表明権と精神的自由権の検
討─」国際人権法学会『国際人権　1995年報第６号』（信山社・1995年）19頁。
225 永井憲一「批准された『子どもの権利条約』とは」『法学セミナー　476号』（日
本評論社・1994年）25 ～ 26頁。
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れている国際人権条約をめぐる日本国内での運用について、「…『最近
の判決を見る限り、日本国憲法でカヴァーできず国際人権規約の大きな
傘が必要と痛感するような事件はなかった』という元最高裁判所判事の
分析や『多くの憲法学者のホンネは、…日本国内における人権問題に対
処するためには、日本国憲法の人権条項を活用すれば十分であり、その
意味で、国際人権規約は大して重要でない』というところにあるとの評
価を引き出すに至っている」226学説上の現状が指摘され、「…国際システ
ムと国内システム…の共生関係の中で、日本国憲法の人権法としての局
面が浮き彫りにされ、人権を救済するという観点から憲法を具体化する
ことが実現されやすくなるのではないだろうか」227と提言する見解があ
る。こういう文脈に沿って考えれば、「国際教育法」の観点228から国内
における子どもの「教育への権利」が実現されうる在り方を改めて取り
直し、検討するアプローチも奇論ではないであろう。

第八章　第Ⅱ部の考察を経て

　第Ⅱ部で多少の検討を行なってきた子どもと「教育」の問題は第Ⅰ部
の「家族」と最も異なるのは恐らく国が代表する「公権力」の介入の程度
だと考えられよう。要するに、第Ⅰ部で伺えるように、「家族」は個人
と個人の繋がり（自己意思）によって作られた障壁が偶々公権力からの
侵入を防ぐ機能が働けることに対し、「教育」を「学校教育」と同一視の
前提に立てば、学校のバリアーは公権力を阻止するものに転換すること
が凡そ難しいと思われる。しかし、民主主義という思想の価値は「社会」
という大きな集合体だけではなく、「家庭」や「学校」などの個別的な団
体の中でも浸透させねば凡そ如何なる意味も持たないという本論の仮説

226 江島晶子「日本における『国際人権』の可能性─日本国憲法と『国際人権』
の共生─」『岩波講座　憲法５　グローバル化と憲法』（岩波書店・2007年）202頁。
227 江島晶子・前掲論文注（226）221頁。
228 永井憲一「国際教育法と子どもの人権」『法律時報　61巻13号』（日本評論社・
1989年）６～ 12頁。荒牧重人「国際教育法と日本教育法」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）86～104頁。
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に立てば、子どもも能動的な基本的人権享有主体として見做されるべき
であり、自分自身の事柄について公権力と拮抗し、対話が求められる存
在であるはずだと考えている。このようなイメージを基に、学校（特に、
初中等教育機関の場合）で行なわれるカリキュラムの問題に絞って次の
ようなことを改めて提示してみたい。
　一、アメリカ合衆国の部分において、連邦最高裁は学校のカリキュラ
ムの決定と関わる事案を取扱う裁判例の中で次のような矛盾さを孕んで
いるのではないかと考えている。すなわち、一九四三年の West�Virginia�
State�Board�of�Education�v.�Barnette� (319�U.S.�624� [1943])�判決におい
て、生徒（学生）や教師は校門の入口で合衆国憲法修正一条による表現
の自由の保障を捨て去ることがないと宣言したが、一九六八年の
Epperson�v.�State�of�Arkansas�(393�U.S.�97�[1968])�判決では、教師の表
現の自由しか言及されていない手法によって事案の解決を図っていたの
である。勿論、この二つの裁判例の連関性や事件となる背景の異同をよ
り詳しく整理しなければ明確な問題点を捉まりにくいが、学校の授業を
受けるのは子どもである以上、子どもの表現の自由や他の修正一条に
よって認められる権利・利益なども一九六八年の Epperson 判決で検討
されるべきではなかろうか。また、現有の情報に限って分析すれば、学
校で行なわれるカリキュラムや活動の中で信仰と繋がることがあれば、
凡そ国教樹立禁止原則に対する判断が先行され、子どもの意向や如何な
る権利・利益が殆ど検討されていない感じも受け止めている229。

229 2001年の Good�News�Club�v.�Milford�Central�School�(533�U.S.�98�[2001])�判
決においては、６歳から12歳までの子ども向けの宗教団体に対し、学校側が同
団体の活動を禁止する事案を取扱ったが、連邦最高裁は被告となる学校の国教
樹立禁止条項の要請に基づき、当該措置を取った主張に対し、「…本件では（同
団体）の会合に児童が参加するかどうかを決めるのはその親なので、強制的圧
力を知覚する主体としては、初等学校児童ではなくその親を想定するべきで
あること」などを述べて、斥けたのである。この文言からやはり信仰と繋がる
事案について連邦最高裁は子どもの意思を積極的な考量要素として扱っていな
いのではないかと思われる。佐々木弘通「Good�News�Club�v.�Milford�Central�
School�533�U.S.�98,�121�S.Ct.�2093�(2001)�─公立学校が、放課後の施設利用から、
小学生児童向けのキリスト教集会を、その活動の宗教性を理由に締め出すのは、
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　二、台湾の場合において、大法官会議によって出された憲法解釈の中
で第三八〇号解釈の林永謀と楊慧英両大法官が書いた補足意見は要注意
だと考えている。当該解釈で取扱った事案は初中等教育機関と関わる問
題ではないが、両大法官の補足意見では、「…中学校や小学校教育の段
階においては、生徒・児童の…未成熟さに応じながら、国家から一定の
国民の知識水準を維持すること及び反社会・反民主の非国民の育成を避
ける要請を受けることにより、全国に亘って同質の教育内容を行わなけ
ればならない。…当該教育段階では…国家の教育行政から広範囲に亘っ
て制限を受けざるを得ない」、と述べていた。言い換えれば、初中等段
階における国家教育権を積極的に認めようとする大法官会議の姿勢がこ
こから伺えられる。本論の出発点から考えると、このような認識は子ど
もの自己決定に一定の阻害をもたらすことになろう。また、一九九八年
に成立した『原住民族教育法』の働きにより、漢民族の子どもと先住民
族の子どもを区別して、教育内容における差異が出てくることだけでは
なく、教育に関する権利の内容も別々に意識されているのではないかと
いう危惧も抱いている。その点について後日の研究を期したいところで
あるが、本論の立場から提示したいのは如何なる人種の子どもであって
も、同一の憲法典による保障が受けられている以上、同一の内容となる
基本的人権も当然に享有しなければならない。
　三、日本に目を向くと、学校の教育内容をめぐる問題が裁判所より学
界による指摘の方が興味深い。日本に生成される国家教育権対国民教育
権の論争の内容は主に「…（教育内容について）誰が決定するかが中心
の問題」となり、戸波江二によると、「教えられるべき教育内容に関す
る議論は乏しかった」230という。確かに、永井憲一が早い時期から所謂「主
権者教育権」論を説き、学校における憲法教育の重要性を唱えているが、
特定の価値観を学校では教授してはならないという中立性の要請とは矛
盾しないかと疑問視する声が多い。ところが、戸波江二が「憲法の基本

『観点に基づく差別』にあたり言論の自由条項に反し、その締め出し措置は公
定制条項（Establishment�Clause）によっても正当化されない、とされた事例」『ア
メリカ法　2002－２』（日米法学会）398 ～ 402頁。
230 戸波江二・前掲論文注（170）27頁。
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価値の教育は教育上必須であり、…基本価値教育について憲法、教育基
本法その他の法律で定められることは許される」231、と明言したのであ
る。本論の立場から考えれば、学校も民主主義を具現化させるべきであ
る場として認識する故、学校を運営する大人達はやはり思想的な側面に
おいて中立性を保たなければならない。そのような中立性を保ちながら、
すべての価値観の内容を生徒・学生の前に呈示すると良いと考える。そ
して、全員参加の形で相互的な対話を促進させることによって、子ども
の心身的な発達にも資することになろう。すなわち、子どもの自己決定
を害しないために、学校側が個人の成長・発達に資するような材料の提
供者として位置づけられるべきであり、特定の選択を子どもに逼るよう
な威圧をかける者であってはならないと考えている。この文言に限って、
本論としては前文の「学校側」を「家族」、「両親」、「善意なる他人（ソー
シャルワーカー等）」、「裁判官」や「行政府」にそれぞれ書き換えても言
えようと示したい。

結びに代えて　ライフサイクルにおける子どもの自己決定

　「序」においても言及したように、本論で使われる「自己決定」という
概念は法学的に言う如何なる権利にもコミットしない。むしろ、憲法学
で論じられる各基本的人権の内容を集結させる一つの仮説的なイメージ
だと認識し得よう。そして、それを「子ども」という主体の枠に持ち込
んで、各々の国や地域における実定法が運用される中で「子どもの自己
決定」の成立がどこまで言えるかのことを探測することこそ、本論の真
意である。しかしながら、今まで考察してきたように、各々の国や地域
において発展してきた価値観や司法に関する風土の差異、或いは各問題
群に対する捉え方の異同によって、本論で取り上げた研究の対象の中で
どこかが最も「子どもの自己決定」を尊重するところだから、他の対象
より優れるかなどの結論を容易く下すことができない。但し、子どもを
基本的人権の享有主体として司法の分野であれ、立法・行政の分野であ
れ、より重視しようとする動きが研究を行なう対象とされる各々の国や

231 戸波江二・前掲論文注（170）32頁。
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地域において程度の差がありつつ、伺われることを言えよう。
　他方、この「結び」において更に「ライフサイクルにおける子どもの
自己決定」という副題を付ける所以は、「諸個人間の固定化した境界線
を関係性という視点から捉え直し、同時に、既存の共同体に没入するこ
となく新たな共同性のありようを追求」し、「会話・対話としての法・
権利」の概念によって個人の自律性や共同性を結びつけ、「継続してい
く対話過程の中に権利を位置づけるということは、『問答無用の切り札』
としてでなく、あくまで他者への重要な説得材料として権利を捉えてい
こうとする」232Martha�Minow の立場と同調し、将来の研究において重
要なテーマとして自分自身に示したいと考えるからである。また、子ど
もは一個人として大人とは区別がないからこそ、同人のライフサイクル
における如何なる選択の分岐点に立っても自分の意思を明確に反映する
機会は保障される認識が本論を貫く重要な概念だと言える。この点から
考えると、本論は John�Holt や Richard�Farson による「解放的な子ども
の権利論」233の立場に近い。但し、米沢広一の言うように、当該理論自
体は沢山の問題が孕んでおり、全面的に支持することが難しい234一方、

「子どもの判断能力の未成熟性が権利の自律的行使への障壁となりうる
ことを認める以上は、子どもと成人との間での『二重の基準』を…否定
することはなしえない」235ことを認めなくてはならない。よって、「序」
で紹介した「成長発達的アプローチ」型の子どもの権利論236こそ本論の
言いたいところの中心となり、ライフサイクルにおける子どもの自己決
定を把握し、理解する最も中核的な視点だと考える。

［付記］
　筆者の北海道大学審査博士（法学）学位論文（2009年３月25日授与）に

232 大江洋『関係的権利論　子どもの権利から権利の再構成へ』（勁草書房・
2004年）104頁。
233 大江洋・前掲書注（232）71 ～ 74頁。
234 米沢広一『子ども・家族・憲法』（有斐閣・1992年）121頁。
235 米沢広一・前掲書注（234）123頁。
236 宋峻杰「子どもの自己決定と憲法（１）─米・台・日における子どもの人権・
権利論の分析・比較─」『北大法学論集　第61巻第１号』（2010年）57 ～ 58頁。
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加筆・修正したものの公刊は、本号を以て終わりとなる。日本では、歴
史に刻む時代も「平成」から「令和」へと移ることになった。だが、筆者
にとっては子どもの人権・権利論を巡る諸問題への考察や研究の道は、
むしろここからが幕開けとなる。ここまでたどり着くことができたのは、
恩師の台湾淡江大学国際研究学院日本研究所の許慶雄先生と北海道大学
法学研究科の常本照樹先生の両先生の存在が大きい。記して深く謝意を
表したい。




