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1．はじめに

　中等学校における「校則裁判」とは、生徒や保
護者の人権に関わる校則に違反して、学校生活に
おいて有形無形の圧力を学校より受けたり、懲戒
処分を受けた生徒や保護者が校則の違憲、違法を
争った裁判である。代表的なものには、頭髪、服
装、バイク三ない校則などが挙げられる（1）。本稿
においては、主として頭髪に関わる訴訟事例を検
討していく。
　一般的に「校則裁判」の特徴は、第一に、個々
の生徒処分における教育裁量権行使の適法性が争
われていた従来の懲戒処分判例と異なり、当該処
分（ないし事実上の不利益処遇）を根拠づける一

般的な定めである校則自体の合憲性・適法性が、
主要な争点となっていることである。
  第二に、これらの裁判で問題とされた校則は、
決して原告の在学する学校に特有の規則ではな
く、全国的に広範に適用されている校則であり、
裁判の帰趨は、当該学校のみならず、同種の校則
を有する全国多数の学校の教育指導の法的評価と
関わっている。
　第三に、校則の違憲主張の根拠として自己決定
権や親の教育権といった人権主張が行われている
が、いずれも新しい形成途上の人権で、内容や根
拠法条など議論の渦中にあり、他方で、校則の法
的性質も明確でないことなどが、争点形成に特有
の困難をもたらしている（2）。
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  校内暴力、いじめ、体罰などに続いて、急速に
社会問題化してきた校則問題は、裁判的な救済に
おいてまだまだ不十分といえる。裁判所は、校則
制定について、学校側に広範な教育裁量を承認し
て、生徒と親の権利主張を退けている。
  本稿においては、「校則裁判」の問題点を、学
校や教員のもつ懲戒権と関連して考察し、生徒の
人権・権利保障ということを最重視することにす
る。

2．教員の教育権と懲戒

　校則処分裁判の問題点としては、第一に、処分
の基礎となった当該校則自体の合理性・適法性が
挙げられる。第二には、当該処分が教育的懲戒の
法理を踏まえた適法なものであるか否かが挙げら
れる。
　この二つの問題点から「教師の教育権の一環で
ある生活指導権および懲戒権の特質と相互関係、
さらにそれぞれの法的限界といった問題が、校則
裁判の分析に際し、前提的に解明を求められてい
る」（3）というように、処分主体である教員の教育
権を分析する必要がある。

⑴　教員の教育権の領域
　教員の教育内容決定権という意味での教育権
は、教科教育と生活指導の両領域にわたって行使
される。教員の教育権の行使に際して、この両領
域は大きな違いがあるといえる。以下検討してい
く。

ア　教科教育
　教科教育についていえば、教員は教員免許状に
裏打ちされた専門性がある。「授業内容編成や成
績評価などの教育専門的事項を、教師側の意思の
優越のもとに決定する権限が認められる」（4）。こ
れは、関係当事者が教科教育内容の決定過程への
参加を否定するものではないと考える。教員の専
門性を尊重しながらも、教材選択（教科書を含
む）、教育過程編成の参加などにおいて、親や生

徒の意見をどしどし取り入れていく余地があって
こそ、よりすぐれた教育専門的決定になるからで
ある（5）。
　現在の学校においては、父兄や生徒の学校参加
が、ほとんど認められていないため、教員の決定
権が独走的に行使されているようなところがあ
る。
　父兄や生徒の教育専門事項に対する参加が制度
的に認められることが必要である。ただ、父兄や
生徒の教育専門事項への参加が認められる場合で
も、教員の最終的決定権を尊重するという制約の
存在を認めざるをえない。

イ　生活指導
　生活指導についても、教員に教科教育同様の決
定権や指導権限が認められるであろうか。「生活
指導は、学校生活という集団生活を場として、子
どもたちの人間的成長発達を促す教育活動であ
り、子どもの感じ方・考え方・生き方に直接働き
かけてゆくその性質上、一般に教科教育以上に子
どもや親のプライバシー権、自己決定権、思想・
信条の自由、表現の自由などの一般的人権と接す
る部分が多い」（6）ように、生徒や保護者の人権と
接触したり、不当に人権を抑圧するケースが多く
みられる。
　生活指導領域における人権接触の一例として、

「日の丸」「君が代」問題が考えられる。
　1989 年改訂・告示された学習指導要領では、
特別活動の章で入学式や卒業式のとき、掲揚、斉
唱が従来の「望ましい」から、「指導するものと
する」という義務性を強める表現がとられた。教
育法学会の通説は、学習指導要領の法的拘束力を
否定しているが、文部省の見解では法的拘束力を
認めている。
　今日のように教員の処分が無謀に行われる現実
を考えると、教員の多数が「官」のいいなりにに
なっていく可能性があるという考えがある（7）。
　そうなれば、生徒に対して指導というかたちの
強制が「官僚的な教員」によって行われる可能性
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がある。
　教員の次には生徒が処分対象となる。つまり
は、「官」の方針に従う教員によって、結果とし
て生活指導という名のもとに生徒や保護者の思
想・信条が自由に表現できないことになることが
ありえるかも知れない。　
　生活指導は、生徒と保護者の人権に微妙な関連
を有する教育活動である。学校教育は、生活指導
の名のもとに、生徒の生活部門のかなりの部分を
対象領域としている。特に、その役割を学校外の
生活にまで、無制限に拡大していく傾向が顕著で
あるだけに、慎重さが求められるといえる。
　教育的専門性という観点から、生活指導をみて
いくと、学問的専門研究の裏づけのある教科教育
とは少し異なり、生活指導は各教員の主観的な価
値観に委ねる側面が強く、教育的専門水準の確保
が困難になりがちである。
　いきおい、校則によって生徒を規制したり、体
罰や懲戒処分による制裁での生活指導になること
が考えられる。
　このように、安易な生活指導によって生徒を管
理することをするから、学校や教員は、生徒や保
護者から不信感をもたれ、校則裁判に発展するこ
とがありえる。
　生徒の価値観の形成に大きく作用する生活指導
は、強制的に行われれば、人権侵害の危険性をは
らんでいる。
　親権者は、生徒が成人に達するまで、責任を
負っており、必要な場合には自分の子どもの人権
や権利を代行することができる。教員が生活指導
という名のもとに、親権を押し退けてまで入り込
むのは、親の教育権との関連からも課題が生じ
る。
　人間教育は、教員の専売特許ではない。親はい
うに及ばず、地域住民など様々な人が関わってい
くべきものである。生活指導を盾に、教員の教育
権を親の教育権以上に優越させるという論理は、
成り立たないといえるかも知れない。
　むしろ、集団生活上の生活規制に対する、生徒

の個人的な生活・行動規制、なかでも学校外の生
活規制や、価値観の形成に関わる教育活動は、親
の教育権及び生徒の自己決定権の優越が認められ
るべきであろう（8）。
　親の教育権を逆説的に立証しているのが、学校
事故判例法理の損害賠償責任である。教員の生徒
に対する監督責任は、判例の見解によれば、「学
校における教育活動及びこれと密接不離の関係に
ある生活関係に随伴して生じた不法行為」（9）に限
定されるが、親の責任範囲は、学校生活を含め子
どもの全生活に及ぶとされる。親は、子どもを直
接的にコントロールしえない学校生活の場で、自
分の子どもが起こした事故であっても、監督義務
を怠らなかったことを立証しない限り、その責任
を免れえず、教員以上に重い責任を、わが子につ
いて負っている。
　以上の考察から、教員の生活指導は、基本的
に、教科教育とは同質のものとはいえない。教員
の生活指導は、親の教育権及び子どもの自己決定
権をはじめとする生徒や親の人権の尊重を前提
に、行われるべきである。
　教員の生活指導は、生徒や親権者の同意なしに
は、強制力のない指導助言活動である。市川須美
子氏は、この論をさらに進めて、「生活指導にお
いては、校則、生徒心得のような学校慣習法的な
全体規律の場合には、子どもと親の側のそれぞれ
の集団の意思表明を通じて示される基本的合意
が、家庭謹慎のような個別的な生活指導措置の場
合には個々的な同意が必要である。合意が存しな
くなった全体的規律については、条理上当然に、
子ども集団および父母集団にも規則改正の発議権
が認められる」（10）という。

⑵　�事実上の懲戒と制裁措置（懲戒処分）�
としての懲戒

　学校の懲戒には、日常的教育活動の中で個々の
教員が行う「事実上の懲戒」（11）と、生徒の法的地
位を権利制限的に変動させる法的効果を有する強
い制裁措置である「懲戒処分」とがある。
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　法制上の根拠は、学校教育法 11 条に求めるこ
とができる。すなわち、教員は「教育上必要ある
と認めるときは、監督庁の定めるところにより、
学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができ
る」と定めている。
　具体的には、監督官庁である文部省の定める省
令の学校教育法施行規則 13 条 1 項による。すな
わち、「校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに
当たっては、児童等の心身の発達に応ずるなど教
育上必要な配慮をしなければならない」としてい
る。
　この規定は、学校や教員は、児童生徒に対して
むやみに懲戒を行ってはならないという意味合い
をもつている。どうしても懲戒をする必要がある
場合は、教員の主観的判断ではなく、客観的に生
徒に教育を行うという事を考えて実施されなけれ
ばならないことを明記したものである。また、こ
の規定は、懲戒を行う場合は、その生徒を取り巻
く他の生徒との関わりを十分考慮して、慎重に行
わねばならないことを明らかにしている。
　生活指導は、教育目的で行われる教育作用の一
環である。それゆえ、懲戒処分として行われる制
裁措置であっても、強制的な権利制限や義務の押
しつけとしてではなく、あくまで教育の一環とし
て考える必要がある。
　現在、校則裁判が多く提起され問題になってき
ている。その要因の一つに、学校の現場におい
て、画一的、安易な事件処理がある。それと、処
分権を前面に出した手間暇を省略した生活指導が
背景にあるのかも知れない。
　教育の過程を通じての助言や説得こそ、重要で
あり、教育的指導ということを念頭におき続ける
姿勢こそ、重要である。「懲戒処分は生活指導上
の延長上に位置づけなければならない」（12）という
ことは首肯できる。

3．頭髪校則裁判の分析

　本件は、「校則違反のパーマで退学」などの見
出しで新聞報道された、いわゆる「修徳高校パー

マ退学訴訟」（13）である。頭髪校則が争われたかな
り初期の裁判でもある。
　本件が大きく社会的に関心をもたれたのは、生
徒の自己決定権を軽視する学校側の強権的な姿勢
によるところが大きい。いわば、生徒を一個の人
格主体としてではなく、学校や教員の意向を反映
させたものとして扱っている点に特徴がある。

⑴　事実の概要
　原告Ａは、学校法人修徳学園私立修徳高等学校
3 年に在学中であった。修徳高等学校は「本校の
生活指導について」と題する校則集をもち、生徒
のアルバイトの原則禁止、パーマの禁止、自動車
運転免許の取得制限などを定めていた。その中で
も、無届け免許取得に関しては、理由のいかんを
問わず、退学勧告を定めていた。
　Ａは、高校 3 年生の夏に、無断で普通自動車運
転免許を取得した。
　学校に、匿名の通報があり、免許取得が発覚し
た。
　退学勧告は行われず、罰として早朝登校（午前
8 時から 15 分間の掃除などの作業）が命じられ
た。
　その後、担任教諭は、Ａがパーマをかけている
かを尋ねたり、Ａの自宅に電話連絡を行った。そ
の日に修徳高等学校女子部職員会議を開き、Ａへ
自主退学勧告を決定した。
　勧告の際には、退学処分にすると指導要領に記
載され、転校するときなどに不利益があることが
伝えられた。
　Ａの退学届の提出・受理は、卒業まであと 10
日ほど残す 2 月 3 日であった。
　被告学校側の本件措置に対して、Ａは、次の点
から自主退学勧告処分の違法性を主張した。

　① 　自主退学勧告は退学処分と同視できる。ま
た、原告の自主退学の意思表示は、学校側の　
詐欺によるものであり、無効である。

　② 　髪は身体の一部であり、髪型は、美的価値
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意識と切り離せない人格の象徴としての人格　
権と直結する、自己決定権の内容である。運
転免許証取得の自由も、広い意味での自己　
決定権であり、憲法 13 条によって保障され
ている。学校の規則は越権であり、違憲無効　
である。

　③ 　本件勧告は、原告の行為に比較して著しく
重く、比例原則に違反する。

　④ 　本件勧告は、原告の諸事情を考察してされ
たもので、教育的見地からなされたものでは　
なく平等原則に反する。

　⑤ 　本件勧告は、教育的適正手続きに違反す
る。

　以上の点から、Ａは、被告修徳学園に対して卒
業認定および卒業証書の授与を求め（第 1 事件）、
被告名取守之祐校長に対して同様の請求をした

（第 2 事件）。
　裁判所は、第 2 事件の訴えは不必要として棄却
し、第 1 事件について原告敗訴の判決（訴えの却
下）を下した。

⑵　問題検討
　上記被告の主張に対する判決の問題点を分析す
る。

ア　自主退学処分について
　上記の①については、懲戒としての退学処分に
なると、指導要録に記載され、他校への再入学の
道も難しくなる。就職や結婚などの将来に重大な
影響を及ぼすおそれもある。それ故、生徒の将来
のことを考えて自主退学処分にとどめているのが
実情であり、それが多くの高等学校での慣習でも
ある。
　退学処分を行うことは、懲戒権の行使であり、
公立高等学校の場合は県の教育委員会へ届けなけ
ればならない。同様に私立の場合は県の学事課へ
報告の義務がある。
　学校教育法 11 条や同法施行規則 13 条 2 項で学

校長に懲戒権行使の裁量権が認められているが、
県の意向を無視した懲戒権を行使できないのが実
情である。
　県の意向の背景には、退学者増にともなう世論
の批判や、県議会からの指導が県の教育委員会や
学事課に行われることを異常に警戒しているから
である。
　このような官独自の保身的で消極的な考え方を
踏まえて、現在公立高校における退学処分は、極
めて重大な事をしない限り（例えば殺人のような
もので、裁判で実刑を受けるくらい）行使されな
い。
　退学する生徒が出るということは、学校や教師
の敗北である。その意味からも、退学処分による
退学者をできるだけ出さないということは、かり
に県の意向が保身的で消極的なことから発したの
であったにしろ、評価できる点がある。
　しかし、県の指導が退学処分をなくせという通
達であるなら、勢い現場においては、県への報告
の義務がなく安易に退学させられる退学勧告をい
かにも退学処分であるかのように、また、いかに
生徒個人のことを考えているかのように行うこと
になる。
　本件退学勧告を実質的な懲戒処分でないとする
と、曖昧なかたちで退学届を出させられた生徒の
救済は、永遠にできなくなり、著しく正義に反す
るといえよう。

イ　パーマ校則の権利侵害性
　上記②以下を検討する。従来の校則裁判では、
侵害された生徒の人権としては「髪型自由での表
現の自由（憲法 21 条）、平等原則違反（憲法 14
条）などが主張されてきたが、最近では本判決で
もとられたように憲法 13 条にもとづく人格的プ
ライバシー権の主張が有力である」（14）という見解
がある。
　判決では、「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
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干渉となり、強制されるもの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
的な価値であることを認めたのである。
　その上で、判決は、「個人が頭髪について髪型
を自由に決定する権利は、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 13 条により保障されていると解される」。これ
は、生徒の人権主張に関して憲法上の解釈基準を
明示したものといえよう。その意味では、意義が
あり、評価できるものである。
  判決は、この前論を本件事案にあてはめて、次
のように判示する。「しかし、右校則は特定の髪
型を強制するものでない点で制約の度合いは低い
といえるのであり、また原告が修徳高校に入学す
る際、パーマが禁止されていることを知っていた
ことを併せ考えるならば、右髪型決定自由の重要
性を考慮しても、右校則は、髪型決定の自由を不
当に制限するものとはいえない」。
　すなわち、本件校則は、髪型決定の自由を不当
に制限するものとまでいえないのであるから、こ
れを無効ということはできないとする。
  青木宏治氏は、この判決を「個人の髪型の自由
が個人の人格的価値に結びついていることを抽象
的に認める点にとどまり、校則の制定における裁
量権を規制したり、校則の権利侵害性を判断する
基準にまで踏み込むものではなく、前述の校則の
問題状況を改善する法的手がかりを与えるものに
なっていない。その意味では、生徒には髪型の自
由としての人格的自由の権利があると認めたこと
が、従来からの学校と生徒の法的関係、学校の

『生徒を規律する包括的権能』を制約する法理と
して生きてこないという残念な結果となってい　
る」（15）と述べ、裁判所の姿勢に対して、批判的な
見解を表明する。
　裁判所が、いかなる審査基準を採用するかはと
もかく、生徒の権利主体性を認める限りは、学校
に生徒を規律する漠然とした権能を認めるべきで
はない。生徒を規律をする場合は「学校の生徒規

律権の必要利益と生徒の権利とを実質的に比較衡
量できる基準を検討すべきであろう」（16）という点
こそ重視すべきではないか。
　判決の中にある「右校則は特定の髪型を強制す
るものでない点で制約の度合いは低」く髪型決定
の自由を不当に制限するものとはいえない、とい
う論はどのような意味をもつのであろうか。
　特定の髪型さえ強制しなければ、学校において
髪型の規制がされても差し支えないのであろう
か。
　熊本男子中学生丸刈り校則事件（17）における、
丸刈り（いうところの特定の髪型である）校則と
の関連から考えてみても明らかに裁判所の姿勢は
批判される。
　さらに、判決の中にある「原告が修徳高校に入
学する際、パーマが禁止されていることを知って
いたことを併せ考えるならば」という判示部分に
は、疑問を感じる。
　現在、日本の高校への進学は、偏差値による輪
切りの進路指導がされている。その中において自
分の進みたい高校を選択すること自体並大抵なこ
とではないはずである。その上に進むべき高校の
実情を知ることを期待することは、生徒にとり極
めて無理なように思える。いわば高等学校に入学
してくる以上、その高等学校の校則を知っている
ことは当然といわんばかりの発想である。
　パーマ禁止の校則を知らずに学校に入学してき
たら、髪型自由を制限したとして、パーマ校則が
無効になり、校則違反にならないのか。そのよう
なことを、決して学校側は是認しないであろう。
　それをぬきにして、たまたま原告がパーマ校則
を知っていたことをとらえて、「髪型決定の自由
を不当に制限するものとはいえない。」という判
示は、責任の転化を誤り、漠然とした学校側の抽
象的規制を承認するような判示であるといえる。
　また、現実問題として冷静に考えれば分かるこ
とであるが、かりに、生徒が入学を希望する高等
学校の校則を知り得たとしても、それに対して異
議を唱えられるであろうか。
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　最初からその高等学校に行かず、他の高等学校
に行けばよいという単純な論もあろう。
　しかし、我が国の、偏差値重視の輪切り教育の
中で、どれだけ学校選択の余地があるのか疑問で
ある。
　大方の学校が生徒の人権を校則において抑圧し
ている現状を考えると、入学前に校則を知ってい
たかどうかということは、あまり意味を持たない
のではないだろうか。
　判示のように入学前に校則を知っていたという
ことをもって、パーマ校則を適法ならしめること
は、上述の点からも論理的矛盾があり失当といえ
る。　
　青木宏治氏は、生徒の人権保障にふれて「生徒
の権利として学校に奪わせてはならない範囲を教
育法の公準として定める必要があるのであり、そ
れを生徒に確保してやることが司法の役割でもあ
ろう」（18）という。
　社会法としての性格の強い労働法がそうである
ように、今後は制度的な弱者である生徒の人権を
守るための法的な整備が必要であろう（19）。

ウ　本件の懲戒処分について
　原告の行為に対する処分の比例原則性を考える
と、本件事案（学校側処分）は異常に重いものが
ある。
  そもそも被告修徳学園高等学校の校則自体、社
会通念に照らして、明らかに合致せず不条理な点
がある。
　「無届け免許取得に関しては、理由のいかんを
問わず退学勧告」という校則は、教育的措置とい
うより、学校側の権力誇示を狙ったものと受けと
められる。
　本来、免許取得の権利は法律で保障されてい
る。それを被告の学校は、生徒や保護者の権利侵
害的色彩の強い「バイク三ない校則」を校則で制
定しているのである。
　さらに、被告修徳学園高等学校では、無届け免
許取得をした場合は、それのみで、理由の如何を

問わず、実質的に生徒にとって最後通告とでもい
える退学勧告である。これは明らかにこの校則自
体に問題がるかも知れない。
  本件事案においては、この校則の懲戒事項を原
告Ａに直接適用しておらず、その点では、学校自
体もこの校則が社会的に妥当性を欠くことを認識
しているのであろう。
  判決は、原告Ａに被告修徳学園高等学校が退学
勧告を行ったことを正当な実質的懲戒権の行使と
する。
　裁判所は、その理由を以下のごとく判示する。
　「原告のパーマ禁止校則に違反した行為は、学
校の規律を乱すものであり、修徳高校の校風を損
なうものであることは認められるが、学校内にお
いて他の生徒に著しく悪影響を及ぼすほどのもの
ではないから、それ自体それほど重大視すべき行
為であるとはいいがたい」と、前置きしたうえ
で、本件勧告の一要素である免許取得制限校則に
は、合理性があり、学校側がＡの退学勧告に際し
て、免許取得校則違反を重視したということは問
題ないとする。すなわち、「学校に無断で普通自
動車の運転免許を取得していたことは処遇上無視
できない重大な事情であり、さらに、本件免許取
得が学校に発覚した際にも原告は顕著な反省の情
を示さず、それに対する事実上の懲戒である早朝
登校の期間中に、厳重な注意及び警告を受けてい
たにもかかわらず、再度校則に違反しパーマを掛
けたことは、看過し得ない事情である。加えて、
パーマを掛けていたことが学校に発覚した際、原
告は無断で下校し、その際パーマを掛けていた事
実を隠蔽しようとしたことが疑われ、その後学校
の教諭らに対し、侮辱的な言辞を弄しており、こ
れらの事実も処遇上無視できない事情ということ
ができる」。さらに「原告がパーマを掛けた行為
が、免許制限校則違反の後に、重ねて校則に違反
しておこなわれたものであることにかんがみれ
ば、右行為が他の生徒に右学則の弛緩を印象づけ
ることは避けられないし、それを放置することが
他の生徒の校則違反を助長する危険性も否定でき
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ない」とし、原告Ａが卒業まで後 10 日を残すの
みとなっていようと、本件勧告が社会通念上合理
性を欠くとはいえず、比例原則に違反するといっ
た原告の主張は採用することはとうていできない
とした。  
　本件判示部分で気になることは、生徒は校則の
尊厳を守り、全体の規律を維持するためなら合理
的な範囲における規律維持はやむ得ないという点
である。もう少し教育的な配慮と個人の尊厳とし
ての人権的な側面から今回の事例を検討できな
かったのか一抹の疑念が残る。

4．おわりに

　近年、中等学校における校則に関わる疑念が、
マスコミ報道でよく目にするようになった。古く
て新しい論議でもある。ただ、生まれつき黒くな
い髪の生徒に対して、校則を楯に髪を黒く染める
よう求めたり、従わない場合には授業を受けさせ
なかったりすることは明らかに憲法上の人権侵害
だといわざるをえない。また、地毛が黒ではない
生徒に「地毛証明書」を提出させる高校も現在で
も多くあり、問題をはらんでいるといえる。
　このことは平成 29 年 11 月 6 日の衆議院におい
ても「頭髪の色を黒髪とする校則に関する質問主
意書」が出されている。政府の同年 11 月 14 日付
けの答弁書では、「学校における校則は、各学校
において、それぞれの教育目的を達成するために
必要かつ合理的な範囲内で定めるものであると考
えており、お尋ねの『全国で頭髪の色は黒でなけ
ればならないという趣旨の校則を持っている学校
数』については把握しておらず、また、現時点に
おいて、お尋ねのような全国規模の調査をする必
要はないと考えている」と答えている。
　文部科学省は平成 18 年の段階の「文部科学白
書」のなかで、「校則自体は教育的に意義のある
ものですが、その内容・運用は、児童生徒の実
態、保護者の考え方、地域の実情、時代の進展な
どを踏まえたものとなるよう、各学校において積
極的に見直しを行うことが大切です」としてい

る。
　今後校則がどうあるべきであるが、現在、中等
学校における校則には、多くの問題があるように
思う。
　今後は、意識の変革も必要ではないか。生徒は
みんな同じではないという認識を新たにすること
である。
　日本の場合、みんな同じ服装、同じ髪型とい
う、全体主義的な考えが、教育関係者のみなら
ず、国民のなかにもあるように思われる。理由
は、閉鎖性や、儒教の影響など、いろいろ考えら
れるられる。
　このような脆弱な発想であっては、経済だけ満
たされても、国際的に通用する人材の育成ができ
るのかは、なはだ疑問である。
　個性重視の教育と提唱されてはいるが、現実に
は統一性の強い様相があって、生徒の個性を重視
するような実質的な取り組みが少ない現実があ
る。根本の発想が改まっていないからであろう。
この意識を改革していく役割を担っているのが、
本来の学校の役割ではないのかと思う。各々の学
校が独自に教育に取り組む必要がある。そのなか
からこそ、真の意味での生徒の個性重視の校則が
生まれてくるのである。
　また、意識の改革とともに重要なのには、学校
のなかにおいて教師が、多様な子どもを育て挙げ
ていくための、学校の教育条件の整備である。こ
の教育条件の整備を物と心の二面から変革してゆ
く必要性がある。二者が、密接な依存関係を有し
ていることはいうまでもない。
　物の面からの教育条件の整備については、学校
も現状の限られた予算の範囲の中において、学校
なりに常に学校運営や教育指導のあり方をチェッ
クして、改善すべき点は改善していく必要がある
のかもしれない。ただ、学校の現場をみてゆく
と、教師の余裕のなさは気の毒なものがある。現
状の学校現場は、生徒のことを考えた教育を行う
ことを考えれば、勤務時間内はもちろんのこと、
自宅に帰ってからも、深夜にわたって仕事をこな
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さなければならない様相がある。
　その他にも、例えば学校の学級の生徒数の基準
を少なくすることの必要性である。高等学校にな
れば、科目選択制、教科担任制であるからひどい
場合は、担任を持っているクラスで、教科を全く
受け持たないということが往々にしてある。教員
にとり、このような過重な仕事のなかで、生徒の
立場にたった教育ができるのか、疑問がある。生
徒の個性を今よりは尊重した学校運営をする意味
でもクラスの生徒数の軽減が必要に思われる。
  心の面からの教育条件の整備については、教員
自身が自分の本来の役割を、わきまえる必要があ
る。これは教員の責任だけではない。親や地域社
会も十分認識を改めてもらう必要がある。しか
し、まずは教員が、できること、できないことの
意思表示を明確にする必要がある。
　教員は、本来の仕事である教科教育に立ち戻る
必要が求められているのかも知れない。学校や教
員は、毅然とした態度で、教科指導以外の場合に
は断る姿勢を持つことが、必要ではないか。そう
でなければ、親や地域社会は、いつまでも学校や
教員をあてにし続ける。学校の存在理由をもう一
度真剣に考えていかねば、みんな何となく学校に
なんでも頼めると思っている以上は、人権に関わ
る校則も改まる余地がないといえよう。
　上述のように校則のあり方を問うとき、教育制
度そのものを物心両面より、見直していく必要が
ある。また、当然のことであるが、 校則の見直し
は学校の現場が中心となり、行うことが重要であ
る。現場が生徒にとり、最も素晴らしい学校とは
何かを、生徒や保護者を交えて、模索してゆくな
かから、生徒の人権尊重にとってより素晴らしい
学校ができあがるのではないだろうか。
　校則が生徒や保護者はいうに及ばず、世論から
問題視されることなく受け入れられる内容である
ことは当為である。校則の制定や運用あり方は、
今後益々人権のうえからも配慮が必要となること
を現場の中等学校や行政庁は理解を深めていく必
要があるのかも知れない。

注
（ 1 ） 校則の違憲、違法が正面から争われた著名なもの

には、丸刈り校則裁判として知られる熊本地裁
1985 年 11 月 13 日判決（判時 1174 号 47 頁）、バイ
ク三ない校則が争われた千葉地裁 1987 年 10 月 30
日判決（判時 1226 号 81 頁）、同上告審の最高裁
1991 年 9 月 3 日判決（判時 1401 号 56 頁）、同じく、
バイクの規制校則と生徒の権利保障が争われた高知
地 裁 1988 年 6 月 6 日 判 決（ 判 時 1295 号 50 頁 ）、
パーマ禁止違反処分が争われた東京地裁 1991 年 6
月 21 日判決（判時 1388 号 3 頁）などがある。

（ 2 ） 市川須美子「校則裁判と生徒の権利保障」、ジュ
リスト 918 号、1988 年、55 頁

（ 3 ） 市川須美子「教師の教育権と子どもの人権」『小
川一郎先生献呈論集　行政法の諸問題　上』、有斐
閣、1990 年、364 頁

（ 4 ） 注（ 3 ）に同じ、365 頁
（ 5 ） 市川須美子は、この点に関連して子どもと親の情

報請求権を認めるべきであるとする。 注（ 3 ）に同
じ、356 頁参照

（ 6 ） 注（ 3 ）に同じ、356 頁
（ 7 ） 『毎日新聞』1991 年 8 月 7 日付けの記事に「日の

丸・君が代従わず教諭 14 人懲戒処分」というもの
がある。福岡県において「日の丸・君が代」の掲
揚・斉唱に反対の態度をとったり、生徒に斉唱を指
導しなかったとして、3 カ月の停職をはじめ、減給
などかなり厳しい内容のものである。また、『毎日
新聞』1991 年 11 月 2 日付けの記事には、「公立学
校の教職員処分急増」という見出しがある。それ
は、1990 年度の公立学校の教職員処分が、入学式
の「日の丸・君が代」妨害などにより急増したとい
うものである。1989 年には、「日の丸・君が代」に
関連した処分者がほとんどなかったのに対して、
1990 年には「日の丸・君が代」に関連した処分者
は 115 人を数えた。

（ 8 ） 法規で禁止された事項は別としても、その他の事
項は、学校が本来関与すべきものではなく、保護者
や本人の問題である。『静岡県高校校則検討委員会
会報』によれば、日没後の外出禁止、日没後の外出
には父母が同伴すること、地域の祭への参加の禁
止、アルバイトの禁止、外泊の禁止、バイク免許所
得の禁止、ゲームセンター・飲食店の入場の禁止、
自転車通学の車種の指定、男女交際の承認制などは
学校の家庭教育への明らかなる介入といえるとして
いる。

（ 9 ） 東京地裁 1965 年 9 月 9 日判決 下民集 16 巻 9 号
1408 頁

（10） 注（ 3 ）に同じ、367 頁
（11） 例えば、起立の強制や罰作業などである。
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（12） 注（ 3 ）に同じ、368 頁
（13） 東京地裁 1991 年 6 月 21 日判決、判例時報 1388

号 3 頁、判例タイムズ 764 号 107 頁
（14） 青木宏治「私立高校生パーマ禁止違反事件」兼子

仁編『教育判例百選（第三版）』、ジュリスト 118
号、135 頁

（15） 注（14）に同じ、135 頁
（16） 芦部信喜「広義のプライバシー権 （4）― 憲法講

義ノート第 40 回」法学教室 133 号
（17） 熊本県玉東町立玉東中学では、1981 年 4 月より

男子は丸刈りとすると、校則に明記した。原告はこ
の校則に従うのをいさぎよしとせず、在学中 3 年間
自分の自由な髪型で過ごした。その間、教師や他生
徒から、学内で原告だけ丸刈りにしないとして、い
やがらせ（不法行為）を受けたとして父母ととも
に、学校長を被告として校則の無効確認・不利益処
分の禁止などを求めるとともに、町に対し損害賠償
の訴えを提起した。

 　熊本地方裁判所は、原告が中学を卒業した以上、
校則の無効確認・不利益処分の禁止を求める訴えに
関しては訴えの利益なし（却下）とし、損害賠償に
関してだけ審議した。その中で裁判所は、「丸刈り
校則を定めた本件校則の内容が著しく不合理である
と断定することはできない」と判示して原告の訴え
を棄却した。

 　この判決と本件事案との関連で気になる点として
は、学校側が、丸刈り校則は学校が強制的に生徒に
行わしてはいないと言っている点である。実質的に
みたなら、教師の指導という名の強制があるのは事
実であるし、他の生徒のいじめや嫌がらせを考える

と、強制以上の押しつけが行われていたといえる。
いわば裁判所は、形式的な学校側の言い分を、学校
側のよいように解釈しているにすぎないのである。　
熊本地裁 1985 年 11 月 13 日判決、行裁例集 36 巻
11･12 号 1875 頁、判時 1174 号 48 頁

（18） 注（14）に同じ、135 頁　
（19） 外国における生徒の人権を守るための法的な制度

や判例は、以下の論文・著作に詳しい。
 ドイツ
 横田守弘「学校教育と親の基本権（一）（二）」民商

法雑誌 96 巻 1 号 1 頁以下、2 号 179 頁以下  有斐閣 
1987 年林量俶「子どもの人権権利と学校」真野宮
雄・桑原敏明編『教育権と教育制度』、第一法規、
1988 年、52 頁～75 頁

 アメリカ
 米沢広一「子ども、親、政府（一）（二）（三）｣ 神

戸学院法学 15 巻 2 号 77 頁以下、3 号、19 頁以下、
4 号 29 頁以下 1984 年 1985 年

 浅利祐一「憲法と髪型の自由」『北海道大学法学論
集』第 40 巻第 5、6 合併号上巻、1990 年 8 月

 アメリカ自由人権協会（監訳青木宏治・川口彰義）
『生徒の権利』、教育史料出版会、1990 年　

 イギリス
 窪田眞二「ここまで確立している欧米の父母の教育

権」父母の教育権と PTA 研究会編『学校をひらく
ために―（父母の教育権）日本の実状・欧米の実
状―』、1989 年  39 頁～74 頁

 （おおにし　ひとし）東京未来大学




