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研究ノート①

秋篠宮親王発言「大嘗祭と政教分離」の必然性
藤田庄市

はじめに
秋篠宮文仁親王 （以下、 秋篠宮） が 2018 年 11 月 30 日の 53 歳の誕生日を前にした 22 日
の記者会見において、 皇位継承行事の 「大嘗祭」 が皇室行事であり、 「宗教色が強いものを
国費で賄うことが適当かどうか」 と、 疑問を呈した （全国紙各紙 2018/11/30）。 さらに、 今上
天皇の 2016 年 8 月 8 日の 「おことば」 放映後に、 秋篠宮は、 大嘗祭を皇居 ・ 宮中三殿に付
属した神嘉殿において行い、 経費を少なくして内廷費で賄うという提案を、 宮内庁長官に複数
回行っていたことも明らかになった （朝日 ・ 東京 2018/12/25 ほか）。
本論は、 平成時代 30 年にわたる今上天皇陛下を中心とした天皇家の言動を辿ることにより、
秋篠宮の発言が必然であることを論じるものである。 資料は公益財団法人国際宗教研究所宗教
情報リサーチセンター （ラーク、 RIRC） の記事データベースに依った。
1． 秋篠宮発言の内容
まず、大嘗祭に関する秋篠宮発言を抜粋する （東京・東京 「会見詳報」 2018/12/25）。 発言は、
「皇室の行事として行われるものについて、 ある程度、 私の考えというものもあってよいのではな
いか」 という言葉から始まった。
「即位の礼は、 これは国事行為で行われるわけです。 その一連のものは。 ただ大嘗祭につい
ては、 これは皇室行事として行われるものですし、 ある意味の宗教色が強いものになります。
その宗教色が強いものについて、 それを国費で賄うことが適当かどうか。 これは平成の時の大
嘗祭の時にも、 そうするべきではないという立場だったわけですが、 その頃はうんと若かったで
すし、 多少意見を言ったぐらいですが、 今回も結局その時を踏襲してすることになったわけです」
前回の踏襲とは、 1990 年当時の政府が大嘗祭は公的性格が強いとして国費で賄うことを決定
し、 儀式の骨格は旧登極令に則り、 大嘗祭関連は総額約 25 億 6,700 万円をかけ、 そのうち約
14 億 5,000 万円をかけた大嘗宮は儀式後に取り壊されたことを指している。 皇位継承費全体は
約 123 億円を費やした （日経 ・ 東京 2018/12/5、 毎日 ・ 東京 2018/10/13）。 なお今回の皇
位継承費全体は 160 億 8,500 万円、うち大嘗祭には 27 億 1,900 万円が予定されている （朝日・
東京 2018/12/22 ほか）。 また 1990 年当時、 秋篠宮が大嘗祭に国費を用いるべきではないと
いう考えであったことは知られていなかった。 続いて発言は憲法との関係にふれる。
「ただ、 宗教行事と憲法との関係はどうなるのかというときに、 私は、 やはり内廷会計で行うべ
きだと思っています。
ただそのできる範囲で、 言ってみれば身の丈に合った儀式にすれば、 少なくとも皇室の行事
といっていますし、 そういう形で行うのが本来の姿ではないかと思いますし、 宮内庁長官などに
かなり私も言っているんです。 ただ残念ながらそこを考えること、 言ってみれば、 話を聞く耳を
持たなかった。 そのことは、 私が非常に残念なことだったと思っています」
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以上である。 本論は秋篠宮発言の問題提起を次のようにとらえる。
第 1 は大嘗祭への国費支出は憲法の 「政教分離」 原則に照らしてどうなのかということである。
それを儀式当事者である天皇家の一員が問題提起してきたのである。 政教分離は信教の自由
と不可分であることはいうまでもない。 信教の自由は、 思想 ・ 信条の自由、 言論表現の自由と
も一体である。 「憲法を守る」 意志を強く表明してきた両陛下を中心とする現在の天皇家の姿
勢に鑑みた時、 国民として、 憲法に基づき大嘗祭への国費支出をいかに考えるべきかに連続
する。
第 2 は、 「身の丈に合った儀式」 とは何を意味するのか。 これは単に規模と国費だけの問題
にとどまらない。 皇室の長い歴史に照らして、 はたして伝統 （本来のすがた） に根ざしている
のかということにつながる （日経 ・ 東京 2018/12/5）。 政府は論議もなしに前回同様、 基本的
に旧登極令に基づく皇位継承儀礼を計画した。 即位礼と大嘗祭を一体とした儀式次第を定め
た旧登極令は、 1909 年 （明治 42 年） に皇室令として公布され、 大正天皇と昭和天皇の即位
儀礼はこれに則って行われた。 大日本帝国のいわゆる 「国家神道」 体制を可視化した、 それ
までの皇室の伝統とはかけ離れた大規模なものであった。 敗戦により旧登極令は 1947 年 （昭
和 22 年） に廃止されたが、 今上天皇の即位儀礼は基本的にこの旧登極令により行われたの
である。 皇室の長い伝統と日本国憲法との創造的整合性は一顧だにされなかった。
第 3 に、 会見で秋篠宮は長女の眞子内親王の 「納采の儀」 （結納） に関して、 「多くの人
が納得し、 喜んでくれる状態にならなければ」 行えないと発言した。 大嘗祭に関する部分では
こうした意見は語っていないが、平成の皇室が 「国民とともに歩む」 ことを実践してきたところから、
大嘗祭がそうあるべきだと考えているのは推認可能である。
第 4 に秋篠宮の発言は政府の方針に異を唱えたことで極めて異例である。 すでに大嘗祭を
ふくむ皇位継承儀礼の政府決定後の発言であるが、 憲法上の問題をはらんでいることは新聞
をはじめマスメディアで論者や記者が指摘するところである （全国紙各紙 2018/11/30、 読売 ・
東京 2018/12/16）。
しかし第 5 に、 宮内庁が皇位継承順位 2 位の皇族の意見に 「聞く耳を持たなかった」 事実
をどう考えるべきか。 天皇家という当事者そのものの考えが、 国民の知らぬところで握りつぶさ
れていたことは、 憲法に定められた国民と皇室の在り方からしてありうるのかという問題がある。
同時に、 皇室メンバーの尊厳、 すなわち国民には保障されている基本的人権をどう考えるかと
いうことである。
以上の 5 点を問題意識としながら、 論を進めてゆく。

2． 秋篠宮発言の背景
秋篠宮発言の前提には前回 1990 年の大嘗祭の問題があることは明らかである。 では、 その
前回の大嘗祭とそれを取り巻く状況はどうであったのか。
今回の議論において、 重要と考えられる点を列挙していく。
第 1 に、 当時の政府は、 即位礼は国事行為、 大嘗祭は皇室行事と分離したものの、 元々は
依拠する旧登極令が両者を融合させていたのであるから、 政教分離の観点からすると矛盾はそ
こに集中した。 新聞はじめマスメディアは即位の礼と大嘗祭を並べて論じた。 「即位の礼 大嘗
祭 問われる 『政教分離』 憲法論議、 次第に活発化」 （毎日 ・ 東京 1990/5/3）。 11 月に一
連の皇位継承行事を控えたその年の憲法記念日の報道である。 護憲派と改憲派それぞれの集
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会では 「大嘗祭めぐり論議」 （朝日 ・ 東京 1990/5/4） が活発に交わされたのだった。 国会の
論戦では野党が 「（大嘗祭は） 天皇家の内輪の神事とされている」 から 「内廷費で行うべきだ」
と追及すると、 宮内庁は政府の方針としてこう応じた。 「大嘗祭は天皇の一世に一度のきわめて
重要な伝統的皇位継承儀式なので、 皇位の世襲制をとる憲法の下では、 国として深い関心を
持ち、 その挙行を可能にする手だてを講ずることは当然だ」 （朝日 ・ 東京 1990/5/22）。
たかみくら
即位の礼にふれると、 調度品の高 御座とそこに新天皇が登壇するなど日本神話に基づく
宗教的部分を残しており、 「即位礼 めだつ復古調 『新憲法下』 影うすく」 （毎日 ・ 東京
1990/9/10） が実態だった。 国論は二分された。
第 2 は、 批判勢力が即位礼と大嘗祭の双方とも政教分離違反として憲法判断を求める各種
の住民訴訟を各地でおこしたことである。 しかし、 どの下級審でも裁判所は憲法判断を回避し、
最高裁も大嘗祭への公費支出が政教分離違反かどうかの憲法判断を下すことはなかった。 唯
一、 大阪高裁は原告の賠償請求は退けたが、 判決傍論において以下のように論じた。
「（大嘗祭が） 神道儀式としての性格をもつことは明白」 と認定し、 宮廷費 （公費） からの支
出については 「国家神道に対する助長、 促進になるような行為として政教分離規定に違反する
のではないかとの疑義は一概に否定できない」。 また即位の礼については、 高御座において新
天皇が内閣総理大臣を見下ろす位置で 「お言葉」 を述べたことをとらえ、 「国民を主権者とす
る憲法の趣旨にふさわしくないと思われる点が存在することも否定できない」 とした。 （朝日 ・ 東
京 1995/3/9 ほか）。原告は実質勝訴だとして上告しなかったため、この大阪高裁判決は確定した。
この政教分離裁判は、 マスメディアでは津地鎮祭訴訟、 山口自衛官合祀拒否訴訟、 箕面忠
魂碑訴訟、 愛媛玉串料訴訟、 などの一連の政教分離裁判のなかに位置づけられた。 大嘗祭
関連の滋賀献穀祭訴訟判決の折、 地元紙の記事には政教分離裁判の流れを示す 13 裁判のう
ち、 この滋賀献穀祭訴訟をふくめ大嘗祭関連判決 3 件が最新例として挙げられていた （京都 ・
夕 1993/10/25）。
なお今回も同様の訴訟が 2018 年 11 月に東京地裁に起こされたが （東京 ・ 東京 2018/11/9）、
裁判所は弁論を開くことなく訴えを却下した （朝日 ・ 東京 2019/2/13 ほか）。
第 3 はテロリズムの横行だった。 1 件は、 1990 年 1 月の本島等長崎市長 （当時） が右翼に
狙撃され重傷を負った事件である。 本島市長は自民党を支持基盤としていたが、 昭和天皇の
病気による自粛ムードのなかで、 天皇も国民も戦争責任があると発言し、 今上天皇の即位後初
の記者会見日には新天皇も戦争責任を負うべきと語った （毎日 ・ 東京 1989/8/5）。 大嘗祭を
めぐる憲法論議が高まると、 右翼はその論議のきっかけを作ったのは本島市長であるとみてい
た （朝日 ・ 東京 1990/1/19 ほか）。
2 件目のテロは、 1990 年 4 月に弓削達フェリス女学院大学学長 （当時） の自宅に、 部屋に
いた弓削氏を狙って銃弾が撃ち込まれた事件である。 「天誅」 と書かれた半紙 2 枚が郵便受け
に残されていた。 同氏は無事だった （朝日 ・ 東京 1990/4/23 ほか）。 事件に先立つ 1990 年
4 月 12 日に、 弓削氏ら 4 つのキリスト教大学の学長は、 即位の礼や大嘗祭が 「象徴天皇制を
神権天皇制に逆行させる道を開くおそれがある」 として反対声明を出していた。
第 4 に、 即位の礼、 大嘗祭が行われた 11 月 22 日の社会的状況である。 都心の街路灯に
は日の丸の小旗があふれたが、前日から 「皇居を中心にものものしい警備体制」 が敷かれ、「ホ
テルの食事客もチェック」 された （朝日 ・ 東京 1990/11/22）。 当日は、 「列島の朝 ピリピリ都
内 沖縄は複雑 正倉院展に八百人の列」 とあり、 「沖縄のひめゆりの塔では団体による献花
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の列はあっても 『日の丸』 など奉祝を示す動きはなく、 唯一の地上戦で二十万人を失った沖
縄の複雑な心をうかがわせた」 （読売 ・ 東京 ・ 夕 1990/11/22）。 ある週刊誌は 5 頁だての記
事に、 こんな見出しをつけた。 「平成の戒厳令で Tokyo は死ぬ 動員警官 3 万 7,000 人 飛
行船からヘリまで大動員」 （週刊文春 1990/11/15）。
そうしたなかでの大嘗祭自体の報道はこうだった。 「闇に浮かぶ静寂の祭り 陛下、 白い帳の
奥に 秋の冷気、 揺れるたいまつ」 （日経 ・ 東京 1990/11/22） と神秘性が伝えられたが、 一
方では 「陛下の祭服チラリ 秘儀と参列者 『暗くて、遠くて、、、』」 （毎日・東京 1990/11/22）、「宮
内庁が見せないままに 秘儀ではないという秘儀 政府の神格化否定に神社本庁が沈黙するわ
けは」 （アエラ 1990/12/3） と冷ややかな論調の記事のほうが目立った。
第 5 に、 国論の分裂が影響したとみられるのが大嘗祭への全国知事の出席状況だった。 47
都道府県知事に産経新聞社がアンケートをとったところ、 出席は 27 人、 欠席 16 人、 出欠を
公表せず 4 人。 欠席のうち 「政教分離の原則に反する」 を理由にあげたのは 2 人だった。 ま
た宮内庁は大嘗祭の招待者名を警備上の理由などから公表しなかった。
一連の皇位継承儀礼終了後、 「記者の目」 から見た記事が掲載された。 「今回の即位儀式
で映し出された陛下の姿は、 国民の持つ 『象徴』 への信頼からあまりにもかけ離れたものでは
なかったか」 （毎日 ・ 東京 1990/12/7） と見ていた。
第 6 に秋篠宮本人のことがある。 大嘗祭に先立つ 6 月 29 日に礼宮さま （当時） と川島
紀子さんの 「結婚の儀」 が行われた。 マスメディアを中心に 「礼宮結婚フィーバー」 が繰り
広げられ、 日本キリスト教協議会はその過剰ぶりを批判し、 メディアに対して抗議をした （赤
旗 1990/9/20）。 フィーバーぶりについては礼宮さまの結婚が 「結果として秋の即位の礼に
つながる露払いの役割りをもちます」 （新井直之 ・ 創価大学教授） という論評もあった （赤旗
1990/6/30）。
以上のように前回の大嘗祭をめぐっては 1 年以上にわたり論争が闘わされ、 訴訟がおこされ、
テロがあり、 厳重警備が敷かれた、 というように、 国民全体が祝うという状態からはほど遠かっ
た。 当時の天皇家は、 1988 年秋から 1990 年 11 月まで、 昭和天皇の病気、 崩御、 葬儀から
即位儀礼まで激動激務のなか、 政府や宮内庁とは別の視点で、 独自に凝視していたに違いな
い。 今上天皇陛下と皇后の象徴としての道はそこから始まった。 その道程の中で、 憲法と政教
分離 ・ 信教の自由の原則を基軸としてその言動を辿ってゆこう。

3． 今上天皇はいかに語ったか、 その姿勢
最初に 1989 年 1 月の即位から、 大嘗祭後の発言までを見る。
即位 3 日後の同年 1 月 9 日、 「即位後朝見の儀」 において新天皇は 「皆さんとともに日本
国憲法を守り、 これに従って責務を果たすことを誓い」 と述べた （各紙 1989/1/10）。 「国民と
ともに憲法を守る」、 「天皇としての責務を果たす」。 これが出発時の言葉だった。
8 月 4 日に天皇 ・ 皇后両陛下は初の記者会見に臨んだ。 天皇の記者会見は昭和天皇の
時代にはなかったことであり、 質問もそれまでタブーだった 「戦争責任」 や 「政教分離」 「天
皇制をめぐる言論の自由」 におよぶ画期的なものとなった （各紙 1990/8/5、 日経 ・ 東京
2018/4/21）。
応答の力点は、 「私にとって憲法として意識されているのは日本国憲法ということになります」
となにより現憲法だった。 「憲法は国の最高法規ですので、 国民と共に憲法を守ることに努め
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てゆきたい」 「憲法に定められた天皇のあり方を念頭に置き、 天皇の務めを果たしていきたいと
思っております」 と語った。 当時、 既述のように本島長崎市長が昭和天皇の戦争責任につい
て言及し、 すでに大きな波紋を広げていた。 その質問に対し、 「言論の自由が保たれるという
ことは、 民主主義の基礎であり、 大変大切なことと思っております」 と答えた。 しかし、 翌年に
控えた即位の礼、大嘗祭と政教分離については 「内閣が慎重にいろいろな角度から検討を行っ
ていると思います」 とのみ答えただけだった。
翌 1990 年 1 月、 本島市長が狙撃された。 事件をうけ、 2 月に皇太子は 30 歳の誕生日に際
しての記者会見で、 こう述べた。
「言論の自由は、 常に尊重されなければならないものであり、 これを暴力によって封ずると
いう行為は、 断固としてあってはならないことであると、 私は考えております」 （朝日 ・ 東京
1990/2/23 ほか）。
「断固として」 の形容から前年の両陛下の記者会見を思い合わすと、 「憲法を守る」 という天
皇家の覚悟がみてとれよう。
即位の礼、 大嘗祭後の 12 月 20 日、 天皇陛下は誕生日に先立って記者会見を行った。 そ
こでの応答は 30 年後の今回の秋篠宮発言を念頭におくと興味深いものである （日経 ・ 東京
1990/12/23 ほか）。
――即位儀式と憲法の国民主権 ・ 政教分離の原則について
「政府で十分検討が行われたと聞いています」
――公費支出と大嘗祭の非公開について
「宮内庁で儀式の性格を考え、 十分検討したというふうに聞いています。 それに従い私の意見は
差し控えたいと思います」

具体的言及を避けていた。 しかし、 秋篠宮発言があった現在、 この応答回避は、 憲法上の
天皇の規定から真意を語ることを許されていないのだと推認できる。 なぜなら、 それに続く問い
には明瞭に答えていたからである。
――大嘗祭に反対した人の中に信教の自由がおかされるという声があったことについて。
「信教の自由はやはり憲法に定められているところでありますから、 非常に大切にされなければな
らないと思います」

「非常に」 と強調したことは先の皇太子の 「断固として」 に通じるものである。 次に即位礼の
時に登壇した高御座に上った時の気持ちについても天皇陛下はこうはっきりと語った。
――高御座に上ったときの気持ち
「（高御座は） 歴史的に古くから伝わっているものですけれども、 儀式のひとつのものとしてそこ
へ上りました。 （国民を見下すような形になるという） 今のお話のような感情をもって上がったわけで
はありません」

儀式のひとつだから上ったまでであり、 旧登極令にある高御座の意味ではないということであ
る。 現在の高御座は旧登極令に基づき明治時代に造られたものだ。 次の万歳三唱の応答に
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ついても 「かかわりのない」 という素っ気ない表現に注意すべきだろう。
――即位の礼の万歳三唱について
「（戦争のことに思いを致したという） そういうことはありません。 私の世代はそれより後の時代だから、
そういうことはかかわりのない時代にながく生きていると言えると思います」

この天皇陛下の信教の自由を大切にする思想は当然、 思想 ・ 信条の自由を重んじる考え方
に通じる。 それが国民の前に思いがけずあらわれたことがあった。 2004 年 （平成 16 年） 2 月
24 日の秋の園遊会のことである。 石原慎太郎知事時代に東京都教育委員 （都教委） に就い
ていた棋士の米長邦雄氏が、 天皇陛下に 「学校で国旗を掲げ、 国歌を斉唱させることが私の
仕事です」 と話した。 すると天皇陛下は 3 秒間ほど間を置くと 「やはり強制になるということでな
いことが望ましいですね」 と応じた。 当時、 国旗国歌法施行から 5 年。 立法過程で政府は生
徒の内心に立ち入って強制するものでないと説明した。 しかし、 都教委は卒業式における国旗
の場所や国歌の歌わせ方を細かく指導し、 監視役を学校へ派遣して起立しなかった教職員を
大量処分した。 その撤回を求める訴訟が次々と起こされていた。 そうした情勢が米長発言の背
景にあった。 陛下が米長氏の言葉を聞き流していたらどうなったか。 問答は 「＜リベラルな天
皇＞というイメージが醸成拡散されるひとつの契機になった」 （日経 ・ 東京 2018/11/17）。
秋篠宮発言の 「身の丈にあった」、 つまり規模を小さく経費をかけないという意向の表明
は、 じつはすでに両陛下による前例があった。 両陛下が 「葬送全体を簡素化することで国民
生活への影響を少なくし、 ご自身については火葬が望ましいとの意向」 を示し、 それを受けて、
2012 年 （平成 24 年） 4 月に宮内庁は両陛下の陵 （墓） と葬儀の簡素化について検討をする
ことを発表した （全国紙各紙 2012/4/27）。 この折、 「両陛下からくり返しいわれていた懸案だっ
た」 と宮内庁長官は明らかにした。
検討結果は 2013 年 11 月に発表され、 また宮内庁を介した天皇の長文の 「お気持ち」 も伝
えられた （全国紙各紙 2013/11/15）。 検討結果は、 両陛下の葬法は火葬とし、 陵は縮小して
寄り添う形にするとされた。
葬儀には政教分離問題がやはり存在する。 昭和天皇の葬儀は、 1926 年 （大正 15 年） に公
布された旧 「皇室葬儀令」 に沿って行われ、 陵は旧 「皇室陵墓令」 に従って造成された。 大
正天皇の時の踏襲だった。 双方とも大規模であり、 葬儀では政教分離問題が生じた。 そのた
め葬儀は国事行為の 「大喪の礼」 と宗教色の強い皇室儀式を分けた工夫がなされた。 では、
来たるべき葬儀での政教分離問題はどうなっているのか。 検討結果ではまったくふれられてい
ない。 内閣も加わる今後の検討課題とされた。 が、 その後もなんら動きは見えない。
はたして、 宮内庁の検討結果は両陛下の意向を受けた 「改革」 となったのだろうか。 日本
経済新聞は 「陵の形状 ・ 儀式 従来通り」 との見出しのもと、 次のように報じた （日経 ・ 東京
2013/11/15）。
リード文で 「長い歴史のなかで天皇が 『薄葬』 を遺言したケースは多い。 しかし今回の発表
では、 大きな変化は火葬のみで、 陵の形状、 葬儀次第などは従来とほぼ同じだった。 両陛下
が望んだ簡素化や象徴天皇らしい葬儀のあり方はほとんど見られない」 と指摘し、 「見直し作業
は宮内庁と内閣だけの 『密室』 で行われ、 1 年半にわたった検討は結局、 前例踏襲に終わっ
た感が否めない」 と評した。 記事が指摘した認識は国民の間に広まらなかった。 じつは、 天皇
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陛下の意向は 「十数年前から」 示されていたという。 このことは検討結果内容も合わせ、 秋篠
宮発言の 「（宮内庁が） 聞く耳を持たなかった」 を想起させよう。
2016 年 8 月 8 日に 「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」 （以下 「おことば」）
のビデオが NHK テレビで放映された （各紙 2016 年 8/9）。
その 1 ヶ月弱前、 陛下の退位 （譲位） の意向が 7 月 13 日の NHK ニュースによって突如伝
えられ （各紙 2016 年 7/14 など）、 世論調査結果をふくむ報道が続いた。 世論の退位支持は
80％を超えた （読売 ・ 東京 2016/8/5 ほか）。 宮内庁や政府は退位を否定し続けたが、 7 月末
に陛下の 「お気持ち」 表明があることを発表した。
「おことば」 は、陛下が 「個人として」 国民に語りかけ、象徴天皇という制度において “生前退位”
（この言葉は用いていない） を認める方向で 「国民の理解を得られることを、切に願っています」
と結ばれた。 本論は秋篠宮発言の必然性をテーマにしているので、 その文脈で保阪正康氏の
「おことば」 についての位置づけを引用する。
「天皇自身がこうした 『政治的』 と思われる発言を国民に直接呼びかけるのは、 まったく異例
のことである。 異例というよりこれまではありえないことだった。 本来、 天皇のこうした発言は内閣
の助言と承認が必要だろうと思われるのだが、天皇はその種の手続きとかかわりなく、あえて 『個
人として』 国民に伝えたという形を採っている。 実はその後に明らかになったところでは、 天皇
はその意思を五、 六年前から洩らしていたというのである。 とすれば、 内閣や関係機関がその
意思をもとになんらかの手を打つべきであったと思われるのだが、 それが進まずに天皇自身がし
びれを切らしてこの発表に至ったとの経緯があるようだった」 （『天皇陛下 「生前退位」 への想い』
新潮文庫、 2018 年、 8 ～ 9 頁）。
では、 「おことば」 は政府によってどう扱われたか。 「おことば」 はこう告げる。 「象徴天皇の
務めが常にとぎれることなく、 安定的に続いていくことをひとえに念じ、 ここに私の気持ちをお話
いたしました」 と。 象徴天皇制による皇統永続の訴えである。 にもかかわらず、 国会論議のな
かで女性宮家設立の提起はあったが、 結局、 政府は一代限りの退位の法制化 （特例法） とい
う矮小化した形で決着させた （全国紙各紙 2017/6/10）。 その準備のために設置した機関の名
称が 「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」 であるから、 初めから天皇陛下の問題
提起は逸らされていたといえようか。

おわりに
秋篠宮大嘗祭発言の眼目は次の 3 点だった。
①政教分離
②本来の儀式のすがたと経費
③皇室の意見に 「聞く耳を持たない」 宮内庁 ・ 政府
なぜ発言がなされたかを探るべく、 社会状況と今上天皇の言動を辿ることによって次のことが
明らかになった。
第 1 に、 即位後の発言では日本国憲法を遵守することを強調し、 信教の自由、 言論の自由
の大切さを主張した。 はからずも 2004 年 （平成 16 年） 秋の園遊会では、 その姿勢がはっきり
表れた。 しかし、 即位の礼、 大嘗祭と政教分離については回答を避けた。 それは今上天皇の
考え方が政府と異なるベクトルがあったと推認できる。
第 2 に、葬儀と陵についての検討結果から明らかになったのは、両陛下は意向を宮内庁に 「く
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り返し」 「十数年も前から」 伝えて、 ようやく政府が応じたものの結果は前回の踏襲同然となり、
基本的に意向は実現しなかったことである。
第 3 に、 今上天皇の退位の意向は、 2016 年の 「おことば」 よりも 5 ～ 6 年前から宮内庁内
部では知られていた （毎日 ・ 東京 2016/9/7 ほか）。 しかし、 最後は 「超法規的」 に国民に
直接訴えるに至ったことである。
以上のことを踏まえると、 皇位継承儀礼が前回の踏襲と決まった以上、 秋篠宮が誕生日の記
者会見の機会をとらえて考えを国民に語ったことは必然だったといえよう。 秋篠宮発言は天皇
家の意向と推認してよいかもしれない。 なぜなら、 2012 年 （平成 24 年） 7 月以降、 天皇陛下、
皇太子、秋篠宮は月一回のペースで懇談しているというからである （産経・東京 2017/8/9 ほか）。
そうであれば、 皇太子の本年 （2019 年） の誕生日記者会見には興味深い部分があった （朝
日 ・ 東京 2019/2/23）。 秋篠宮発言と重なるところの答えは避けたのである。 皇太子は 「即位
にかかわる皇室行事の在り方について」 以下のように答えた。
「平成の前例を踏まえ、 政府において十分な検討を行った上で決定したものと理解しておりま
す。 私も折々に説明を受けてきており、 この場でなにか述べることは控えたいと思います」
さらにこれを先述した 1990 年の大嘗祭直後の天皇陛下発言と比較するといっそう興味深い。
その時の今上天皇の 「政府で十分検討が行われたと聞いています」 「私の意見は差し控えた
いと思います」 と重なり合うのである。
こんな報道がある。 2013 年 （平成 25 年） 3 月、 政府主催 「主権回復の日」 式典への出席
に天皇陛下は難色を示したという。 なぜなら 1952 年のサンフランシスコ講和条約発効は沖縄を
切り離したからであり、 沖縄では 「屈辱の日」 とされている。 今上天皇の沖縄によせる深い気
持ちからは当然であろう。 さらにこの式典の最後には 「天皇陛下万歳」 が三唱された （日経 ・
東京 2013/2/23）。 1990 年に 「かかわりのない」 と発言したことである。
当事者でありながら言論を封じられ、 意に染まぬ行為を要求される。 それでいいのだろうか。
河西秀哉 ・ 神戸女学院大学准教授はこう指摘する （朝日 ・ 京都 2017/5/28）。
「核心は、 日本国憲法第 1 章の天皇条項と、 第 11 条の基本的人権との矛盾にあります。 敗
戦後、 天皇制を残すことが大前提で、 そこに民主主義をつながなくてはならなかった」、 「社会
に民主主義的な価値観が浸透しても、 今の天皇は人権を認められない現代的でない存在とし
てあり続けなければならなかった。 その矛盾を背負っていることに、 この 70 年、 国民は目をつ
ぶってきた」、 「象徴天皇制では、 憲法の規定や国民の支持によって天皇の地位がある。 非近
代的な存在であると同時に近代的でもあるのです」
今上天皇と皇后は主体性をもって象徴天皇の内実を構築してきた。 しかし天皇条項と基本的
人権条項の矛盾は皇室自らが解決できないのが現在の政治体制である。 即位を目前にした皇
太子の 「述べることは控えたいと思います」 の発言、 秋篠宮の 「ある程度、 私の考えというも
のもあってよいのではないか」 の発言、 なにより天皇陛下の 「おことば」 への道はこうした矛盾
が生み出した結果である。 その矛盾をどうするか。 突飛な例えであるが、 靖国神社への天皇親
拝をときの内閣が 「助言と承認」 をしたらどうなるか。 「主権回復の日」 式典への出席の前例
があるのだ。 河西氏が指摘するように、 その矛盾を解決するのは国民の課題であろう。
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