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教育の論理に基づく教員身分保障制度構築の必要性 

―教育公務員特例法の制定経緯の検討から 

 

横浜市立大学国際文化学部助教授 

高 橋 寛 人 

 

この論文は、日本教育学会誌『教育学研究第７３巻第１号』（２００６年３月

季刊）で発表されたものである。 

 

筆者は、「教育公務員特例法による教員の身分保障は、その基盤を政治からの

行政の独立という原理においたものであるが、それは本来のあり方ではない。

教員は、教員であるがゆえに身分が保障されるべきなのであり、国立、公立、

私立に関係ないはずである。今こそ、すべての学校教員を対象として、教育の

独立の論理に基づく身分保障の制度が構築されなければならない。」として、戦

後当初、田中耕太郎の構想に基づいて『教員身分法案』が立案され、教員への

高度な身分保障のあるべき姿が示された教育公務員特例法制定過程の検討を、

この論文で綿密に行っている。 

 

教育基本法の改定案が国会で審議されている今日の教育課題と関心にこたえ

る意義深い論文として今回、高橋寛人先生に高校教育インス.会報 20 号掲載を

依頼したところご快諾をいただいた論文である。 

 

同号の「教育論壇」でふれた１９４７年、教育基本法が作られた際に発行さ

れた｢教育基本法の解説｣(著者｢(文部省)教育法令研究会｣、監修者・文部省調査

局長辻田力・東京大学教授田中二郎)とあわせ読むと、その立法意思と背景が教

育公務員法制定にかかわった田中二郎教授らと重なり良く理解できる。 

（編集部） 

 

 戦後当初、教育公務員特例法の前身として、田中耕太郎の構想に基づいて「教

員身分法案」が立案されていた。これは、国、公、私立を問わず、また、大学
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教員だけでなく初等・中等学校の教員にも高度な身分保障を行おうとするもの

であった。 

 しかし、ＣＩＥは私立学校教員を含めることに強く反対した。ＧＳ公務員課

は、国家公務員法と地方公務員法で十分であり、教員身分法などは全く不要で

あるとした。日本側がねばり強く交渉して教特法の成立にこぎ着けたが、その

間に「教員身分法案」は公務員法の特則に倭小化され、内容も大幅に削られて

しまったのである。 

 教特法による教員の身分保障は、政治からの行政の独立という原理に基盤を

おいたが、それは本来のあり方ではない。教育の独立の論理に基づく身分保障

の制度が今こそ構築されなければならない。 

 

序 

 国公立大学は法人化により、教員人事を教授会や評議会の主体によって行う

という教育公務員特例法（教特法）の条項の適用がなくなった。周知のように、

国家公務員法・地方公務員法は、一般の公務員について身分保障を定めている。

教特法は大学教員について、それに加えてさらに高度の身分保障をしている。

法人化によって公務員でなくなるに伴い、身分保障が失われたのである（１）。 

 私立大学の教員と同じになるのだが、考えてみると私立大学教員の地位が法

律で保障されてこなかったこと自体が不思議である。政治的権力や社会的権力

等々に都合の悪いことであっても、真理を明らかにし、世に広めることが大学

の重要な役割のひとつであり、それを果たすためには、大学教員の身分保障が

不可欠である。 

 ところで、敗戦から教育公務員特例法の制定までの間、文部省内では、教員

の任用、分限、服務、懲戒、研修等に関する法律の草案が何度も作成されては

修正されていった｡文部省は当初､国公法・地公法の特例ではなく、教員の特殊

性をふまえた、私立学校の教員を含む教員全般についての統一的な身分法を構

想していた。しかし、これはＧＨＱにより公務員法の特例に倭小化され、さら

に特例の内容も次々と削られていったのである。 

 本論文は、教特法の身分保障規定の成立過程とくに当初の文部省構想とそれ

が削られていった事情を、文部省当局、ＧＨＱの関係部局をはじめ、同法に影

響を与えた諸関係者・関係団体の見解を明らかにすることを通じて解明する。

そのために、『戦後教育資料｣、「辻田力文書｣、国立公文書館所蔵の関連文書、  

CLE  Record， GS  Records，Trainor  Collection などの第一次資料を検討す

る。そして、制定経緯をふまえて、教特法の問題性を明らかにし、教員の身分

保障について将来に向けた提案を行う。 
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 教特法の制定過程に関する先行研究として、羽田貴史､久保富三夫の研究があ

げられる（２）｡羽田の研究は、日本側の史料を緻密に分析した実証的な研究であ

る。しかし､ＧＨＱ文書が日本で利用可能になる前の研究で、占領軍側の文書を

用いていないため、文部省とＣＩＥとの折衝や法案をめぐるＧＨＱ内部での対

応が解明されていない。また、主に４７年７月までが対象となっており､以後の

経緯が不明である。実は、その後の１９４８年１月に、教員に対する公務員法

の特則の必要性自体がＧＨＱにより否定される。これに対して文部省側がねば

り強く必要性の主張を行った結果、ようやく法案の成立にこぎ着けたのである。

大学教員の特則もこの時期につくられた。 

 久保の研究は、教特法の研修条項の形成過程を、日本側及び占領軍側の膨大

な第一次資料を駆使して解明した実証的な研究である。研修条項を取り上げた

研究は他にも見られるが、身分保障の問題を検討したものではない。 

Ｉ 初期教員法案の内容 

 ではまず、文部省でつくられた当初の構想から見ることにしよう。 

 法案の体裁をとった最初のプランは､１９４６年１２月の「教員身分法案要綱

案（３）」である。同要綱案は、教員の特殊性を尊重した内容の豊富なもので 

あった。まず、私学教員も特殊な官吏として法案の対象に入れる。そして、

大学教員も大学以外の教員も区別せずに規定するというものであった。要綱案

は教員の身分保障に関して、本人の意に反する免職・休職・減俸等は教員審査

委員会の審査によらなければならないと定め、教員の身分を強く保障しようと

するものであった。そして、その反面として、職務能力の著しく劣る教員を排

除するための定期審査制度をもり込んでいた。また、教員独自の服務規律を設

け、研究の自由を規定し、研究費を支給するというものであった。他方、労働

三法の適用排除、争議権の否認、教員連盟の設置をもり込んでいた。 

 教員の身分保障を高めるという構想は､上記｢教員身分法案要綱案」の作成に

先立って、文部省内においてすでに固まっていた。要綱案の４か月前の８月２

０日付「教育行政刷新要綱案（４）」は、田中耕太郎が中心になって進めてきた教

育行政の改革案をまとめたものである。そこには、「教師の身分保障」の項が置

かれ、次のように記された。 

「教育の自主性を擁護するため教師の身分を保障しその意に反して退官休職

及び減俸されないことにすること」「不適格者の整理､停年及び懲戒に関しては

別に考慮すること」教育の自主性擁護の観点から教師の身分保障を行うこと、

そして同時に不適格者の排除が考えられていたのである。 

 ８月２２日付の「学校教育法要綱案（５）」は、教育基本法と学校教育法をあわ

せたようなもので、いわば「学校教育基本法」あるいは「学校教育根本法」の
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要綱案という内容であった（６）。その１５条は「学校長及教師は学校教師身分法

(仮称）の規定に依るの外懲戒処分を受け又はその意に反してその職を免ぜられ

ることはないこと」と、身分保障を目的として教員身分法を構想することが示

されている。そして、２０条は「私立の学校の学校長、教師及其の他の職員は

公務員としての取扱を受けること」となっており、私立学校の教員も公務員と

して扱うという構想が、ここにすでにあらわれているのである。 

 翌月末に文部省内でまとめられた「学校教師（員）身分法に関する問題点（７）」

は、「教員について、司法官等の場合と同じく一般官吏以上の身分の保障を図る

必要」と箇条書きで記している。そして、１２月１２日の教育刷新委員会(教刷

委)第６特別委員会の第１回会議では、後述の田中二郎が、「一般の官吏と……

裁判官の身分の保障との中間位の所に持って行くというような身分の保障は必

要じゃないだろうか（８）」と文部省の立場から説明している。翌１９４７年４月

４日に、教刷委は｢教員の身分、待遇及び職能団体に関すること」の決議を採択

する。これは上記の文部省構想を基本的に追認するものであった。 

 初期の文部省構想の中心は教員審査委員会制度であった。これはいかなるも

のであったのだろうか。教員審査委員会には２つの機能があった。第一は、不

利益処分の事前審査で、教員の身分保障を目的とするものである。第二は、定

期審査で、不適格教員を排除しようとするものであった。第一の事前審査は、

任命権者が、免職、降任などの不利益処分を行おうとする場合には、事前に教

育専門家によって構成される教員審査委員会の審査を経て、同委員会が不利益

処分を相当と認めない限り、処分できないというものであった。他方、第二の

定期審査は、７年ごとに個々の教員の職務能力を上記教員審査委員会が審査し､

｢著しく不適当な」教員を排除しようとするものであった。 

 事前審査も定期審査も、教員の意に反する地位の変更、能力評価を、任命権

者の独断に委ねるのではなく、教育専門家からなる委員会の判断に基づいて行

うというシステムであった。 

 では、以上のような構想は、いったいだれの考えによるものであったのだろ

うか。 

 

Ⅱ 田中耕太郎・田中二郎の身分保障構想 

  「教員身分法案｣のプランは、当時文部省の学校教育局長であった田中耕太

郎の構想をもとに田中二郎が関与してつくられたものであった。田中耕太郎と

は､戦前東大法学部教授､戦後は１９４５年１０月より文部省学校教育局長を兼

務、１９４６年５月から翌年１月まで文部大臣、その後参議院議員、最高裁判

所長官、国際司法裁判所判事となった人物であり、田中二郎は、東大法学部教
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授、最高裁判事を務めた行政法学者である。田中耕太郎は、教育はどこまでも

真理に基づいてなされるべきであるから、裁判官と同じように教師にも身分保

障が必要であるという信念を持っていた。 

 田中耕太郎が、司法権の独立になぞらえて教育権の独立を唱えたことはよく

知られている（９）。司法権の独立とは、立法権、行政権からの分離をいう場合が

あるが、狭義には、裁判官が個々の裁判にあたって、上司の命令に拘束されず、

独立してその職責を果たすという職権の独立をいう。そしてそのために裁判官

には厚い身分保障がなされているのである。教師にも、国公私立学校を問わず、 

 また、大学教員であると初等中等学校の教員であるとにかかわらず、同様の

身分保障が必要であるというのが、田中耕太郎の考え方であった。この考え方

は、田中耕太郎の多くの著作の随所に見ることができる。例えば､１９４７年９

月２７日に脱稿され、翌年３月に刊行された『新憲法と文化」には次のように

書かれている。 

 「教職員の身分は､それが官公吏の地位にある場合においても、一般官公吏と

はその趣きを異にし、むしろ司法官のそれに接近するのである。従って将来公

務員法が立法せられる場合においても、教員についてはその特別の地位に鑑み、

特別法一現に文部省において教員身分法が準備せられつつある－を制定する必

要がある(10)｡」 

 田中二郎は田中耕太郎の要請で、1946 年７月から文部大臣官房の嘱託、翌月

末より文部大臣官房審議室参事となり、田中耕太郎文政が終わるまで、東大教

授のかたわら文部省で教育基本法や教員身分法の立案作業に携わった(11)。定期

審査は田中二郎の考えに基づくものであった。田中二郎は後に大学教員の審査

制度の導入を自ら主張したことを述べている(12)。実際、１９４６年１２月１３

日、教員の身分・待遇等を審議した教刷委第６特別委員会の第２回委員会にお

いて、田中二郎は任期制の検討を提案した(13)。 

 これに対し、渡辺錬蔵主査（元東京帝大教授、元東京商工会議所理事)、牛山

栄治委員(青年学校長)らが反対した。渡辺は、「任期と云うと、これは選挙で出

て来たものでなし、地位が余り不安定になるように思う」と反対し、かわりに

「或は教育委員会で再審査する。例えば１０年目毎にもういっぺん再審査する

とか……を５年とか １０年にやるというようなことも考えられる」と述べた(14)。

牛山は、任期制の問題点を次のように指摘した。 

 「教育委員会が､本当に民主的に自覚した公正な委員会が組織されれば宜いが、

……無理な人事が行われて、官僚に統制された時代の方がどれだけよかったか

分らんというような反省がきっと随分起るのじやないかと思います(15)」「１０年

目にやるということになると、校長があの教員は愈々１０年目が来たから、あ

いつを落としてやろうというので、公正な考えからでなく、そういう風なこと
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で落すチャンスがあるのだということになる(16)｡」 

 このような意見により、１２月２１日の第５回委員会では、教員の任期制で

はなく定期審査制度に改められ、議論は審査期間の問題に移った。委員から５

年と１０年の案が出され､渡辺主査がその中間をとって７年を提案したところ、

それに異議は出されなかった(17)。 

 以上のような議論をふまえて、初めて法案の体裁をとった前記 1946 年１２月

の「教員身分法案要綱案」が文部省内でつくられたのである。 

 教員身分法・教特法担当の文部官僚は宮地茂であった。宮地は、広島県福山

師範学校、広島文理科大学を卒業して、１９４１年４月から１年余り新潟師範

学校の教諭を務めた異色の経歴を持つ。１９４２年に高等文官試験に合格して

文部省に入省し、戦後１９４６年８月から調査局審議室（１２月より審議課)に

配属、この時３２歳であった。田中耕太郎が１９４７年 1 月に文相を辞任し、

田中二郎が文部省に関わらなくなってからは、宮地が中心となって法案の成立

に尽力するのである。 

 さて、教員身分法案は、教育公務員の任免等に関する法律案、教育公務員特

例法案へと変遷して行く。その過程は、教員身分法案の変質と内容の削減であ

った。以下、その事情を見ていこう。 

 

Ⅲ 国公法による教員法案の変質 

 ＣＩＥは、上述のような文部省と教刷委の構想に対して、“米国教育使節団報

告書に書いてないから教員法は不要だ“という姿勢をとった。ＣＩＥ側の窓口

は教育行財政係のルーミス（Arther  K. Loomis)であった。宮地茂は次のよう

に回想している。 

 「教育公務員特例法は初めから相手にしてくれないわけ、ルーミスが。「そん

なよけいなことはいらんのだ｣と。それで私は嫌われましてね、「おまえは来な

くていいんだ、報告書に書いてないじゃないか」と言うんです(18)｡」 

 そして、文部省が 1947 年４月２８日付で作成した法案(19)では､教員連盟に関

する規定が削除された。すなわちこの構想が断念されたのである。この時点で

の ＧＨＱの労働政策においては、争議権をもたない教員連盟などというものが

認められる余地はそもそも存在しなかった。 

 しかし､教員身分法構想は、さらに ＧＨＱの強い反対にあって頓挫する。最

大の障壁は ＣＩＥではなく、ＧＳ（民政局）公務員課であった。日本の公務員

制度を改革するために、フーバー（Blaine Hoover)を団長とする対日合衆国人

事行政顧問団が来日し、公務員制度改革に関する勧告書を提出した。フーバー

は、アメリカ・カナダ人事委員会協議会会長を務める大物であるにもかかわら
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ず、この後 ＧＳ公務員課長に就任し、日本の公務員制度改革に極めて大きな影

響を与えることとなった。そして、１９４７年６月１１日に国家公務員法（国

公法）のいわゆるフーバー草案が日本政府に提示される。フーバー草案の考え

方は、できるだけ多くの公務員に同一の公務員法を例外なく適用しようとする

もので、国公法の特例を制定することに否定的であった。 

 ところで､公立学校教員はこの時点でも、「当分の間」これまでと同様に官吏

のままであった(20)から、地公法ではなく国公法の適用を受けるのであった。教

員について国公法がそのまま適用されることに危倶を抱いた文部省当局は、教

員を一般職から外して特別職とすることによって(21)国公法の適用を逃れるよう

再三要望したが、 ＧＳ公務員課が認めないため実現しなかった。 

 すでに１９４７年５月中旬以前から､ルーミスは文部省に対して、私学教員の

公務員化に ＣＩＥが反対であることを文部省に伝えていた。 ＣＩＥの見解は、

戦後私学の自諮ｫが大幅に拡大されるべきであるから、政府は教員免許状につい

てのみ関与すればよく、人事のあり方については、私学団体などを通じて自律

的に決めるべきだというものであった（22）。加えて、上述のように国公法案が、

国公立学校教員に適用されることとなったのである。 

 そこで、1947 年７月１４日付の教員法案(23)では、私学教員も国公立学校教員

と同様に規定するという構想が断念された。つまり国公立学校の教員のみを対

象とする公務員法の特例となった。ここで教員法案は大きく変質したのである
(24)。 

 その後、フーバーは７月からしばらくアメリカに帰国する。この間、 ＧＳの

ケーディス(Charls  L、 Kades)次長の承認の下に、フーバーの方針に反して、

国公法フーバー草案を日本の実情にあわせて修正してよいということになり、

法案の日本化が進められる。そのような中で、国公法の附則に同法の特例を認

める条文が置かれ(１３条)、成立した国公法には、次のように教員も例示され

た（下線部参照)。 

 「外交官、領事官その他の在外職員、学校教員、裁判所の職員、検察官その

他の一般職に属する職員に関し、その職務と責任の特殊性に基いて、この法律

の特例を要する場合においては、別に法律又は人事委員会規則を以て、これを

規定することができる。但しその特例は、この法律第１条の精神に反するもの

であってはならない｡」 

 さて、９月８日付の教員法案(25)では、研究･教育の自由に関する条項が消える。

従来の法案には、「教員は研究及び教育の自由を有する。但し、教育については、

法令に別段の定がある場合においては、それによらなければならないこと」と

いった規定があったのだが、ここで削除されたのである。 
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Ⅳ  ＧＨＱによる特例法の否認と文部省による必要性の主張 

 国家公務員法は１０月１６日に成立した。ところが、同月日本に戻ってきた

フーバーは、成立した国公法が様々な点で、当初のフーバー草案とあまりにも

かけ離れていることを知って激怒し、フーバー草案に戻す努力、すなわち国公

法の改正作業に着手する。 

 国公法の改正作業が進められる中、 ＧＳ公務員課と ＣＩＥとの間で教員法

に関する検討が始められる。１９４７年１２月５日に ＧＳ公務員課次長のマッ

コイ（W.Pierce MacCoy）と ＣＩＥのルーミスが協議して、教員法案の起草方

針を決めた。それは、国公法を基盤とする、公立学校教員は地方公務員とする、

簡潔なものとすることの３点であった(26)。この方針に基づいて文部省が作成し

た１２月２７日付法案(27)では、教員独自の服務規律に関する規定がなくなった。

これまでの法案では、「師表たるにふさわしい」態度や教育法令遵守などを 

規定していたが、国公法の定める服務規律で十分であるということになったの

である。また、大学教員と大学以外の教員を区別せずに一律に規定することを

断念し、さらに大学以外の教員の定期審査も断念したのであった。マッコイと

ルーミスが１２月２７日付法案を検討した結果、定期審査のみならず、意に反

する免職・懲戒等の事前審査制度も不要だということになった(28)。 

 このように、文部省の立案した教員法の内容が次々と否定される中、翌 1948

年 1 月 １４日のマッコイ、ルーミスの会合では、そもそも教員法を制定する必

要がないという結論になり、それを文部省に伝えたのである(29)。宮地の上司で

あった西村巌審議課長は回想録の中で次のように記している。 

 「国家公務員法の中､それがそのまま教育に適用されれば教員の十分な職能発

揮に不利と考えられる点を排除する趣旨で、並々ならぬ苦心のもとに、われわ

れに充分納得出来る草案を作って宮地氏とわたくしは司令部のルーミス氏のと

ころへ出かけていった。（中略)ところが、あに図らんやルーミス氏は意外にも

教員の身分は国家公務員法で充分に保証されている、いまさら屋上屋を架せる

ようなこんな法律は不必要だとまさに剣もほろろの挨拶であった(30)｡」 

 これに対して、文部省はあくまでも教員法が必要であると、ＣＩＥに対して

主張していく。西村は続けて次のように述べている。 

 「われわれは何とかして ＣＬＥを納得せしめて何等かの打開策を講じなけれ

ばならないと筆紙に尽せぬほど苦心して対策案を練った。（中略)持久戦で粘り

強くやろうと二人（西村と宮地一引用者注）の間の相談が決って再びルーミス

氏と交渉を開始した(31)｡」 

 そして２月６日、文部省は、The Reasons whyEducators' Public Service Law 

should be enacted"(32)（以下．“The Reasons”と略記）と題する英文の文書を
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ＣＩＥに提出する。これは、文部省側が教育公務員の特質を述べて、教育公務

員独自の法律を制定すべきことを力説したものである。“The Reasons”は、本

文１３ページ、ほかに使節団報告書の関連部分の抜粋、１９４７年４月４日の

教刷委の決議「教員の身分、待遇及び職能団体に関すること」などが資料とし

て加えられ、総計３０ページにのぼるものであった。 

 “The Reasons”が教員の身分保障を必要としている理由を見よう。まず、大

学教員の場合について、免職・降格などの不利益処分をめぐって以下のように

主張した。 

 「従来……行政官の恣意的判断により思想的に不都合ありとの名目の下に－

部教授が大学を追われ、もって学問の自由が侵害されたことがあった。今後は

大学自身の事前の自主的な判断に基いて処分を行うこととしなければならない

と思う。それが大学の自治を尊重するゆえんでもある｡」 

 学問の自由・大学の自治の観点から、任命権者すなわち文部大臣や首長では

なく、大学の自主的な判断によるべきことを述べている。 

 小中高等学校等の教員の場合は、教員数が多いために、任命権者が個々の教

員の職務実績・能力を把握することが大学以上に困難であるから、単独で人事

権を行使するのはいっそう不適当であることをあげ、さらに以下のように記し

ている。 

 「教員は、教育そのものについては、法令の範囲内で、創意と工夫をもって

自主的にこれをなすべきであって、その限りにおいて上司の職務上の命令に従

い、単に意見を述べることができる一般公務員の責任に対して特殊なものをも

っているのである。これが教育基本法第１０条にいう教育が不当な支配に服す

ることなく国民に対し直接に責任を負って行わるべきであるという精神である

と思う。」 

 教基法１０条を根拠に教職の独立を主張している点が注目される。続けて、

教員審査委員会の審査に基づいて教員の処分を行うべきことを述べた。 

 「任命権者が一方的に独断的に判断して処分を行うこととなれば、教員は任

命権者又はその系統に属する行政官の機嫌を伺ひ、卑屈になるおそれがある。

第三者的な公正な機関によって慎重な事前審査を受けて処分されるということ

になれば、教員は安んじて法令の範囲内において自己のよいと信ずる教育を行

うことができ教育を溌刺たらしめ、もって教育の向上を期することができるよ

うになるのである。従前も懲戒委員会があって、事前審査をしていたが、教員

の場合は、以上の理由によって、この制度を特に存続させる必要があり、更に

その委員会の構成を民主的にし、又、教員のことのよくわかる人を入れるべき

である｡」 

 教員の不利益処分は、任命権者の独断によるのではなく、教育専門家によっ
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て構成される第三者的な教員審査委員会の審査によってなされるべきことを主

張したのである。“The Reasons”は他に、教員の採用は競争試験ではなく選考

によるべきこと、研修を積極的に規定すること、研修費の支給、結核性疾患に

よる休職期間の延長等について、国公法と別の規定が必要であることを述べて

いる。また、勤務評定の箇所で、次のように「定期的判断」と記していること

が注目される。 

 「所轄庁の長は､大学教員の執務状況に明るい大学教員自身の自主的且つ厳正

な定期的判断を基礎として勤務成績の評定を行い、その結果に応じた適当な措

置を講ずるようにした方がよい｡」 

 これは、従来から文部省が構想してきた定期審査制度の妥当性の主張であっ

た。しかし、２月１２日、ルーミスは教員法が不要だと繰り返したのである(33)。

それでも文部省担当者は、ＣＩＥの関係者に教育公務員法の必要性を主張し続

ける。３月５日に「教育公務員法要綱案(34)」を作成、８日にその英訳 The Gist 

of Educators Public  Service  Law（Temporary  Appellation)(35)をルーミス

に提出した(36)。このとき、ルーミスは教員法の制定自体に反対しなくなった(37)。 

 

Ｖ 大学教員に関する特例条項の作成経緯 

 ところで、３月５日および８日の法案は、これまでと違って、大学教員に関

する条項をもりこんではいなかった。それまで、教員身分法・教育公務員法の Ｃ

ＩＥ側の担当係は教育行財政係であったが、大学教員に関しては高等教育係が

担当となって、法案の検討に入っていたからである(38)。 

 高等教育係は、日本側の大学関係団体に意見を求め、それを参考に法案を作

成する。３月２日、ＣＩＥ高等教育係のイールズ(Walter C､ Eells）は、大学

基準協会会長和田小六に対して、大学教員に対する国公法の特則について、協

会内で検討するよう求めた(39)。大学基準協会はすでに１月に「教員身分法に関

する意見書」を作成し、そこで教員の定期審査に強く反対していた。 

 同協会はさらに３月１７日の大学行政研究委員会で｢大学教員身分法要綱」と

「大学自治法」をまとめ、文部省とＣＩＥに提出した(40)。そこでは、大学 

教員の任用・解職について「教授会に諮りその賛同を得ることを要する」とし

たのである(41)。 

 次に全国大学教授連合の意見書を見よう(42)。３月３日、ＣＩＥ高等教育係の

マグレール（Ｔｈｏｍａｓ Ｈ・McGrail）は、全国大学教授連合会長の南原繁

に対し、高等教育機関の教員を対象とする規定を、国家公務員法と別に作成す

べきかを検討するよう指示した(43)。同連合は、同月２０日の評議員会で、大学

教授の身分法に関する意見書(44)を決議し､文部省・ＣＩＥに提出した(45)。この意
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見書は、大学教授が、その意に反して降任、休職、免職または懲戒を受ける場

合を、定年退職と教員としての適格性を欠く場合の２つに限定した。適格性の

審査の方法については、定期的に審査することには反対した。かわりに、学長

あるいは学部長または５分の 1 以上の教授の要求があった場合に審査を行い、

教授会の構成員の３分の２以上の議決があれば降任・免職されるという手続き

を提案した。その理由を以下のように記している。 

 「大学教授の適格性の有無は短期間に於ける研究の外形的な成果によって判

断することはできない。結局、その審査をするものは教授会自身であることを

必要とし、又審査する時期はこれを一律に定めることなく学長（部長）又は一

定数の教授の申出のある場合に限るのを適当とする｡」 

 さて、教刷委では、３月１９日の第６１回総会以降、大学管理のあり方が問

題になり、大学の自由、自治のあり方を議論していた。その結果、「大学の自由

及び自治の確立について」を４月９日の教刷委第６４回総会で決議した。この

中で、国･公立大学の教員の人事について「さきに本委員会が決議した教員に関

する身分法に基くこと」と記した。 

 この決議とは、１９４７年４月４日に教刷委が採択した前記「教員の身分、

待遇及び職能団体に関すること」で、教員審査委員会による定期審査と、本人

の意に反する免職・転職に関して教員審査委員会の事前審査を行うとしていた。

これは既述のように初期の文部省構想をそのまま反映するものであった。しか

し、「大学の自由及び自治の確立について｣の決議は、大学教員について、「その

任免に関しては、教授会が選定した者について当該大学長の具状に基き主管大

臣が発令すること」と記している。この段階では定期審査や教員審査委員会に

関する積極的な提言は行わず、教授会が実質的に人事の決定権を持つべきだと

いうものになったのである。 

 ５月１４日、文部省とＣＩＥ高等教育係の会合で、マグレールは大学教員の

特則の条項案(46)を文部省側に示した。勤務時間、任用、昇任、免職、勤務評定

の基準、休職の期間は各大学の「直接管理機関」が定めること、そして、勤務

評定の結果に応じた措置と懲戒を「直接管理機関」が行うとするものであった(47)。

このような内容は、前述のような日本側の大学関係団体の見解を反映するもの

であった。これをもとに文部省は５月１７日、大学教員に関する規定を作成し

た(48)。その主な内容は、①教員の選考は、各大学の教授会または評議会の定め

る基準により、教授会または評議会が行うこと、②教授会または評議会の定め

る事由による場合でなければ、その意に反して免職・降任されないこと、③学

長の申出によらなければ懲戒処分を受けることはないことであった。 

 既述のように、当初文部省は、小・中・高校教員と大学教員を含めて、教員

審査委員会による７年ごとの定期審査を行うことを構想していた。 
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 １９４７年 １２月２７日付法案以降、小・中．高校教員の定期審査はあきら

めたが、大学教員の定期審査についてはなおその必要'性を主張していた(49)。し

かし、 ＣＩＥ高等教育係の示した法案には定期審査制度はもりこまれなかった

のである。 

 先に見たように、大学基準協会や全国大学教授連合は教員の定期審査制度に

強く反対した。教刷委もこの段階では定期審査に積極的ではなかった。 

 ＧＳ公務員課もＣＩＥも反対していた｡そこで､文部省は１９４８年５月１８

日付の法案(50)で､大学教員の定期審査を断念したのである。翌１９日、ＣＩＥ側

の担当者として、マグレールの他にイールズも含めて文部省との会合が開かれ

た。文部省側は大学教員に関する規定を示し、ＣＩＥ高等教育係の承認を 

得たのであった(51)。 

 その後、６月５日の法案(52)では研究費(53)(研修費）を支給するという規定を断

念した。ただし、これはＣＩＥやＧＳ公務員課ではなく、大蔵省の強い反対に

よるものであった(54)。ＣＩＥがようやく教特法の必要'性を認めるようになった

とはいえ、法案の内容は次々とそぎ落とされた｡その結果､極めて簡略化された

ものになっていた。宮地茂は次のように述べている。 

 「『法三章でいい、そんなにごちゃごちゃ書いてくるな』と言われたこと、そ

れから、『地方公務員の教員は任命権者が教育委員会だから教育委員会法に任せ

ればよい、おまえがそんな余計なことをやらなくてよい』とルーミスが私に言

った｡(中略）要するに教育委員会法で書けばいいんだと、必要なことは国家公

務員法や地方公務員法に書いてある。特例だから簡単にやれと(55)｡」 

 

Ⅵ 教特法に対するＣ１Ｅの支持とＧＳの反対 

 さて、ＧＳ公務員課は、６月１０日に国家公務員法の改正草案を日本側に提

示した。ＧＳ公務員課の改正案は､前記附則１３条に定める国公法の特例条項中

から教員の例示を含む下線部分を削除するというものであった(57)。つまり、教

員等について国公法の特例はつくらないというのであった。 

 「外交官、領事官その他の在外職員、学校教員、裁判所の職員、検察官その

他の一般職に属する職員に関し、その職務と責任の特殊性に基いて、この法律

の特例を要する場合においては、別に法律又は人事委員会規則を以て、これを

規定することができる｡」 

 他方、教員法の制定を認めるに至ったＣＩＥは、ＧＳ公務員課に対し、教員

法の制定を働きかけるようになる。その理由は、そもそも、教員法案の内容が

次々と削減されて、内容が乏しくなっていたこと、また、教員の採用について

一般の公務員のように競争試験によることは不適当であることがあげられる。
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さらに、１１月に教育委員会が発足するが、この時点では地方公務員法は末制

定であった。そのため、公立学校教員は教員法が制定されないと従来同様官吏

のままとなり、官吏であれば文部大臣が人事権を持つことになる。教育委員会

をつくって、教育行政の分権化を行おうというのに、教員人事が分権化されな

いことになってしまう(57)。加えて、大学についても、教員人事を各大学が教授

会を中心に自主的に行うという明文上の規定ができないまま、新制大学の誕生

を迎えてしまう恐れが生じるからである(58)。 

 ＣＩＥの説得によって、ＧＳ公務員課はようやく教員法を承認する。とはい

え、国公法に特例をつくることに消極的なＧＳ公務員課は、できる限り国公法

を適用させたいと考えて、教員法案中に国公法に「従属する」旨の規定を付加

することを条件に、しぶしぶ「暫定法」として認めたのである(59)。そこで、６

月３０日に国会に上程された｢教育公務員の任免等に関する法律案」の１条２項

は次のような規定となった。 

 「この法律に定める規定は、すべて、国家公務員法（昭和２２年法律第 120

号)又は別に地方公共団体の職員に関して規定する法律に定める規定に従属す

るものとする｡」 

 ところが、この法律案上程後、マッカーサー書簡に基づく政令 201 号の制定

に伴って国公法が改正されることになった。そのため、国公法改正にあわせて

再度修正のうえ改めて上程することとなり、撤回される。法案の名称も「教育

公務員特例法案｣となる。その間、ＧＳ公務員課は１０月２２日に、上記１条２

項の「従属する」という、ＧＳ公務員課が自ら付け加えさせた規定にかえて２

３条２項を付加するよう主張した(60)。条文の文言をめぐってＬＳ（法務局）と

の間での紆余曲折を経て、結局同条項は次のようになった。 

 「この法律中の規定が､国家公務員法の規定に矛盾し、又はてい触すると認め

られるに至った場合は、国家公務員法の規定が優先する(61)｡」 

この条文はそのまま読めば、特別法優先という法の一般原則に反して、国公

法や地公法という一般法を、教特法という特別法に優先させるとするものであ

る。だが、それでは、そもそも教特法の存在自体が無意味になってしまうので

ある(62)。とはいえ、１９４８年１２月８日に教育公務員特例法案が上程され､１

２月１４日に成立､１９４９年 １月１２日に公布されたのである。 

 

 

結：教育の論理に基づく教員の身分保障の必要性 

 以上のような経緯により、小中高等学校教員の身分保障は国公立の場合のみ

が対象となり、しかも教育公務員特例法ではなく、公務員法の規定による身分
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保障となった。そもそも公務員はなぜ身分保障がなされるのであろうか。それ

は、政治からの行政の独立を確保するためである。選挙で首長がかわった場合、

それまでの役人を新首長好みの職員に取り替えることは、様々の国々で昔から

しばしば行われてきた。選挙で応援してくれた人に見返りとして公務員のポス

トを与えることもあった。これを猟官制（spoils system）という。 

 副知事・助役等一部の高官が政治的に任命されるのはともかく、部課長さら

には係長やその他の職員までもが政権交代とともに交替させられるということ

になれば、公務員は自分の地位を守るために政治的にならざるを得ない。政治

は民意に基づいて行われなければならないが、行政の使命はそれを効率的に推

進することである。 

 本稿で検討してきたように、戦後当初の教員法構想は、教育の独立の見地か

ら、教員の身分保障を強化しようという田中耕太郎の考えに基づくものであっ

た。それは、教育の専門家による独立性の強い教員審査委員会を作り、この委

員会の事前審査によらなければ、教員の意に反する免職、降任、休職等の処分

を行えないとするものであった。また、初期法案における定期審査制度は、そ

もそも田中二郎の提案した任期制が、批判を受けて修正されたものであった。

初期の教員法案は、国・公・私立を問わず教員全般を対象とし、教職の特性を

尊重した様々な内容を持つものであった。しかし、 ＧＨＱとくにＧＳ公務員課

の強い反対により、教育公務員のみを対象とする公務員法の特例に矮小化され

た。ＧＨＱはさらに教員の特例法自体が不要だと主張したが、文部省側が必要

性をねばり強く繰り返した結果、ＧＨＱに認めさせるに至った。しかし、特例

法の内容は、当初の日本側の構想よりも著しく乏しいものとなった。 

 ただし、大学教員の特則に関しては、大学基準協会や全国大学教授連合が、

教員審査委員会ではなく教授会主体による人事を主張し、また定期審査制度に

反対した。教特法の大学教員関係の条項には、こうした日本側の大学関係者・

団体の見解が強く反映されたのである。 

 教特法による教員の身分保障は、その基盤を政治からの行政の独立という原

理に置いたのであるが、それは本来のあり方ではない。教員は教員であるがゆ

えに身分が保障されるべきなのであり、国立、公立、私立に関係ないはずであ

る。法人化により国公立大学教員の身分保障の法制度が失われた今こそ、戦後

教員法立案時の原点に立ち返り、国公私立を問わず、大学教員だけでなくすべ

ての学校教員を対象として、教育の独立の論理に基づく身分保障の制度が構築

されなければならない。 
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(1)もっとも､公務員が身分保障されているからといって、どんなことがあっても免職さ

れないというわけではない｡民間においては法律に違反しない限り解雇できるのに対

し､公務員は法律に定める事由によらなければ意に反して降任、免職などの処分を受

けないというものである。 

 さらに、不利益処分に対し人事院､人事委員会または公平委員会に不服を申し立てで

きるのである。 

(2)羽田貴史｢教育公務員特例法の成立過程」その 

 Ｉ～Ⅲ（『福島大学教育学部論集教育・心理部門』第 32号の３，第 34号、第 37号、

１９８０，８２，８５年)、久保富三夫｢戦後日本教員研修制 度成立過程の研究」風

間書房、2005 年。 

(3)国立教育政策研究所所蔵「戦後教育資料」  Ｖ－２２。 

(4)スタンフォード大学フーバー研究所所蔵、 

   Trainor Collection, Box no.23。 

(5)国立教育政策研究所所蔵『辻田力文書」15-36 

(6)鈴木英一「学制改革の成立事情」「名古屋大学教育学部紀要一教育学科一 』第 29巻､

1983 年、185 ページ、古野博明「田中文政の成立と教育法の立案準備｣(『戦後教育改

革資料の調査研究』特別研究報告書、国立教育研究所、１９８５年)、５１ページな

ど。 

(7)前掲「戦後教育資料』 V-23。 

(8)日本近代教育史料編集委員会編『教育刷新委員会・教育刷新審議会会議録』第８巻

（岩波書店、１９９７年）４４６ページ。 

(9)この点については、勝野尚行『教育基本法の立法思想』（法律文化社、  1989 年)が

詳しい。同書は、田中耕太郎の教育関係の著作を分析して、とくに戦後教育改革との

関わりで、その思想を詳細に研究したものである。 

(10)田中耕太郎･石井照久著『新憲法と文化･新憲法と労働』国立書院、１９４８年、103

～104 ページ。 

(11)鈴木英一「戦後教育改革と田中二郎先生」「法律時報』１９８２年４月号、日本評

論社、４０ページ。 

(12)田中二郎｢教育基本法の成立事情」（『日本教育法学会年報』第３号､有斐閣､1974年)､

241 ページ、同｢教育基本法３０年」『季刊教育法｣第２３号、1977 年４月、総合労働

研究所、７～８ページ。 

(13)前掲｢教育刷新委員会･教育刷新審議会会議録」第８巻、４５１ページ。定期審査制

度は任期制とは大きく異なる。定期審査は、審査委員会によって法定の事項について

教員の職務能力を審査し､免職の要件にあてはまると判断された場合にのみその地位

を失う。これに対し任期制度は、一定の期間が過ぎれば、すぐれた職務実績･能力を

有すると否とにかかわらず雇用関係が終了する｡再任されるか否かは条件次第である。 
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(14)前掲｢教育刷新委員会･教育刷新審議会会議録』第８巻、453 ページ。 

(15)同前、４５５ページ。 

(16)同前、４５７ページ。 

（17)同前、498 ページ。 

(18)宮地茂｢教育公務員特例法制定時のこと」（『戦後教育史研究』第１２号、明星大学

戦後教育史研究センター、  1997 年）１８７ページ。 

(19)「教員身分法（学校教員法）要綱案」前掲『戦後教育資料 j  III-39。 

（20)地方自治法（1947 年４月１７日公布）附則８条、同施行規程 69条。 

（21)法制上､公務員は特別職と一般職とに分けられる｡前者は政治的な任用が行われる

内閣総理大臣･国務大臣、選挙で選出される国会議員、行政権ではなく司法権に属す

る裁判官などである｡特別職以外の公務員はすべて一般職に属する。 

（22)「教員の身分、待遇に関する問題の経過について」「私立学校を公務員にすること

についてのＣＩＥの見解」前掲「辻田力文書」4-1-1。 

（23)「国立、公立学校教員法要綱案」前掲『戦後教育資料』 Ⅲ-39、「辻田力文書』4-1-1。 

（24)前掲「教育公務員特例法の成立過程」そのⅢ，３４ページ。 

（25)「国立、公立学校教員法要綱案」前掲「戦後教育資料』  Ｖ-24、前掲「辻田力文

書」4-1-1。 

（26) Arthur K， Ｌｏｏｍis， Teacher Status Law，５ December 1947，  CIE Records 

5137(4)．CE Recordes，ＧＳ  Records の４桁の数字は Ｂｏｘ 

 ｎｏ.を、括弧内は Folder no.を示す。 

（27)「教育公務員法要綱案｣、前掲『戦後教育資料』Ⅲ-39。 

（28) Ａ.K.Loomis, Educators' Public Service Law，31 December 1947,CIE Records 

5137(6)． 

（29) Ａ.K.Loomis, Educators’ Public Service Law，14 January 1948,5137(8)、前

掲『辻田力文書』4-1-16。 

（30)西村巌｢文部省時代の憶い出（その２）」『占領教育史研究｣第２号、明星大学占領

教育史研究センター､１９８５年７月、５８ページ。 

（31)同前、５８～５９ページ。 

（32) The Reasons why Educators' Public Service Law should be enacted，  ClE  

Records 5396(19)。国立公文書館所蔵「教育公務員特例法』第２冊所収の「教育公務

員法制定の理由」は、この英文文書の和文である（前掲戦後日 

 本教員研修制度成立過程の研究』142,183 ページ)。 

 （33) Ａ､Ｋ､Ｌｏｏｍis, Educators， Public Service Law，１２ February 1948, CZE 

Records 5138(2)． 

（34)前掲「教育公務員特例法』第２冊所収。 

（35) CZE Records  5605(5)，Trainor Collection, Ｂｏｘ ｎｏ､71. 
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（36)前掲『戦後日本教員研修制度成立過程の研究』１４４ページ。 

（37）この曰は、法案の作成は認め、法案中の教員に対する研修費の支給に反対と述べ
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年１１月に設立されたものである。 

（43） Ｔ.H.McGrail，Association Views on National Public Service Law,３ March 

1948，ClE Records 5138(5)． 

(44)全国大学教授連合『会報』第３号、１９４８年５月、４ページ。 

（45)同前、１ページ、 Ｔ､Ｈ・McGrail， Association Views on Teachers， Status Law，

２６ March 1948，CIE Records 5138(8)． 

（46)1948 年５月１４日付  Educators' Public  Service Law, CIE Records 5636(6)、

「大学教員についての Ｃ・ Ｉ・ Ｅ（大学教育係）の意見（昭 23.5.14 マックグレ

イル氏手交)」（前掲『教育公務員特例法」第２冊所収)。 

（47) Ｔ. HMcGrail， Status of University Personnel under Educators' Public 

Service Law,14 Ｍａｙ 1948, CIE Records 5139(1)． 

（48)1948 年５月１７日付「大学教員に関する規定（マックグレイル案を日本的にした

もの)」（前掲「教育公務員特例法」第２冊所収)。 
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［付記］本稿は平成 17 年度科学研究費補助金（基盤研究Ｃ）による研究成果の一部で

ある。 

 

 

 

 

 

The Necessity for Construction of Teacher Status Security System 
     Based on Educational lndependence in Japan 
 

Hiroto TAKAHASHI（Yokohama City University） 
 
 The purpose of this paper is to explore thelegislative history of Law for the 
Special Regulations Concerning Educational Public Service（LEPS) which was 
enacted in 1949 under occupation, as well as to study the early plan of the Ministry 
of Education、This paper will also explore how the plan has been changed，and 
discuss views on teacher status of the Ministry of Education, Civil Information and 
Education Section(CIE), Civil Service Division(CSD), the Japan University  
Accreditation Association（ＪＵＡＡ), the University Professors Association of Japan
（ＵＰＡＪ)，and how they affected the law、 Many Japanese and English historical 
documents were collected and examined、 Reflecting on the results of these Studies， 
Ｉ point out problems and make a suggestion for the current teacher status. 
 
 The early Teacher Status Law was drafted on the basis of the idea of Kotaro Ｔ
anaka， a minister of education, who thought that teacher status should be stable、  
In the plan, dismissal or demotion of teachers against their will was conducted  
upon hearing the opinion of  a teachers， inquiry committee whose members were  
appointed from among the persons of educational experience anｄ information. 
  Jiro Tanaka，who was a professor of Tokyo University， suggested introducing 
the teaching term system， but it was criticized by the Japan Educational Reform 
Committee（JERC)． On account of this，it was transformed into a system in which 
a teachers，inquiry committee periodically evaluates teachers. 
 In the early plan， it was intended that not only national and public school 
teachers but also private school teachers be subject to the Teacher  Status  Law. 
This was strongly opposed by CIE and CSD，and resulted in the minister of 
education, who thought that teacher Ministry of Education changing the law into 
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ＬＥＰＳ. 
 Moreover， ＧＨＱ denied the needs of the regulations、 However, Shigeru Miyaji, 
ａ  ministry officer in charge, persistently pointed out that it would cause  
obstacles if the Public Service Law alone should be applied to national or public 
school teachers．  As a resu1t, GHQ admitted the necessity for regulations on 
teacher status、 ＪＵＡＡ, UPAJ and JERC stated that university and college 
faculty should be responsible for personnel administration，andthat periodical 
professor evaluation was not necessary、Their requests were approved by CIE and 
the section of university teachers in LEPS was regulated accordingly. 
 Status security of teachers by LEPS is based on the principle of independence of 
public administration from politics.   

Teachers’ status should be stable，not because of the needs for independence of 
administration but for independence of education. 
 Teachers must be independent in order to teach the truth、 Not only national or 
public schools, but private schools also need to secure teacher status. After April 
2004, the ＬＥＰＳ became ineffective on national university or college professors、  
It is now necessary for us to establish a new system to secure the status of teachers, 
based on the principle of independence of education，referring to the ideas of early 
pIans after the Second World War which were studied in this article． 
 
 
Ｋｅｙ   word：   Law for  the Special  Regulations Concerning  Educational  
Public  Service／ teacher  status／ educational  reform  in  occupied Japan／ 
academic freedom ／  ＣＩＥ  or demotion of teachers against their will was 
conducted upon hearing the opinion of a teachers， inquiry committee whose 
members were appointed from among the persons of educational experience anｄ 
information， 
 


