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研究ノート

「平成の天皇」をめぐる諸相
―「おことば」後の新聞連載企画記事をたどって（上）―
藤田庄市

はじめに
2019 年 4 月 30 日、 天皇明仁が退位し、 翌 5 月 1 日に皇太子徳仁が新たに天皇に即位した。
元号は 「平成」 が終わり、 「令和」 が施行された。 天皇の退位は 1817 年の光格天皇以来 202
年ぶりである。
日本国憲法に退位の規定はなく、 法律 （皇室典範） は生前の退位を認めていない。 しかし、
2016 年 7 月 13 日に NHK が午後 7 時のニュースで 「天皇陛下 生前退位の意向」 をスクープ
し、 国民が天皇の考えを知るところとなった。 このスクープは政権にとって 「寝耳に水」 であっ
た。 8 月 8 日には天皇は 「おことば」 （以下、「おことば」 と表記する場合はこのメッセージをさす）
ビデオメッセージで国民に語りかけ、 マスメディアは大々的にこれを報道した。 正確なタイトルは
「象徴としてのお務めについての天皇のおことば」だった。 約 2,000 字の「おことば」は最初に「私
が個人として」 と本来天皇に有り得ない立脚点を示したうえで、 「全身全霊をもって象徴の務め
を果たして」 きたこと、しかし、「私も八〇を越え、体力の面などから様々な制約を覚えることもあり」
と 「退位」 という言葉はいっさい使っていないながら、強くそれを滲ませたものだった。 そして、「憲
法の下、 天皇は国政に関する権能を有しません」 と憲法原則を確認しながら、 「象徴天皇の務
めが常に途切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しい
たしました」 と結び、 さらにこう重ねた。
「国民の理解を得られることを、 切に願っています」
この直後に実施された各種世論調査によると、 退位を支持する意見はおよそ 80％から 90％を
占めた。
この 「おことば」 から 2019 年 4 月 1 日の新元号発表まで足掛け 4 年の退位をめぐる状況は
歴史に残るものだった。 マスメディアはそれに呼応し、 時々の動きを大きく取り上げた。 新聞は
同時に、 各種の連載企画記事を次々と掲載した。 その内容は 「おことば」 を土台とし、 「平成
の天皇」 と皇后、 皇室の諸相と問題点を、 検証をベースとし、 多面的、 重層的、 歴史的に多
彩なテーマを以って精力的に読者に提示し続けた。 そうした連載企画によって皇太子時代の胚
胎期を含めた 「平成の天皇制」 の姿がかなり明らかにされたといえよう。 これら記事の蓄積は画
期的なことであろう。
本論はこの連載企画記事群を年次順に、 内容のごく一部を紹介しながら検討してゆく。 対象
は全国紙東京本社版と東京新聞であるが、 地方紙および全国紙地方版にも目を配った。 各紙
の記事は、 重複している事実も多く、 なるべく整理するようにした。 なお本号は基本的に 2016
年と 2017 年の分を取り扱う （文末一覧表参照）。 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のデータベースに依拠した。
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1. 退位の是非、 法的問題をめぐる論議――2016 年 （1）
2016 年 8 月 8 日の 「おことば」 は各方面にショックを与えた。 新聞ではオピニオンページと
は別に、 様々な立場の識者の意見を集約した連載企画が登場した。 目につくのは、 象徴天皇
の在り方、 生前退位について考えてこなかったという自省や指摘である。
「国民の多くは象徴の意味や陛下の負担について深く考えてこなかった」 （小田部雄次 ・
静岡福祉大学教授。 日経 2016/8/15）
「（内閣、 国会、 国民は天皇の ) 人権について配慮する責任がある。 天皇陛下が退位を
にじませたお気持ちを表明したのは、 我々が責任を果たさなかった結果だ。 そこまで追い
つめてしまったことを反省し、 陛下の問題提起に向きあうべきだ」 （木村草太 ・ 首都大学東
京教授。 朝日 2016/12/21）
「我々は天皇の高齢化にともなう人権の問題をこれまで考えてこなかった。 陛下ご本人の
『お気持ち』 発表という、 ある意味では憲法違反的な行為ともとられかねないことを陛下に自
らさせてしまった」 （御厨貴 ・ 東京大学名誉教授。 日経 2016/8/10）
なお御厨は退位問題の決着にスピード感が必要なため 「特例法で対応する必要があるだろう」
とも語っており、 官邸の要請を受け、 9 月 23 日に発足した安倍晋三首相の私的諮問機関 「天
皇の負担軽減等に関する有識者会議」 の座長代理に就任した。
また、 天皇から直接に諮問を受ける宮内庁参与を務めた三谷太一郎 ・ 東京大学名誉教授は、
「生前退位が皇室制度にかかわる画期的な改革案である」 としたうえでこう語った。
「私は学生時代、 憲法の講義で象徴とは旗のような存在だと説明を受けた。 天皇であるこ
とが重要であり、 そのため天皇の務めについてあまり突っ込んで考えてこなかった。 陛下の
思いを聞き、 象徴天皇とは能動性が必要なのだと認識した。 私は当初、 陛下から退位の話
を聞いたとき、 反対の意見だったが、 公務を代わって務める摂政ではだめだという思いも理
解できた。 （略） 皇室全般の問題を議論した上の結果として、皇室典範を改正すべきだ」 （毎
日 2016/10/17）
三谷が 「当初」 と言っているのは 2010 年である。 天皇は皇太子時代を含めると、 象徴とし
ての模索、 実践を 50 年にわたり積み重ねた。 やがて退位について考え抜き、 「おことば」 の
6 年前にはすでに結論に達していたことがわかる。 一方、 三谷氏のように天皇と直接に接する
専門家ですら、 象徴天皇という存在の在り方について思慮が足りなかったと告白している。 とな
れば、 御厨や木村などのような意見は国民の大多数に共通した受け取り方といえよう。
有識者会議は 11 月に専門家 16 人を招いて集中的にヒアリングを行った。 専門家の人選は
官邸が決定した。 世論からすると退位に理解のある専門家が多いと想定しがちだが、 結果はま
るで違った。 安倍政権の姿勢をあからさまに反映した人選となり、 16 人のうち 6 人が日本会議
と関係の深い人物だった。 退位自体に反対か慎重意見を述べた者は 7 人 （原則終身制維持
の 1 人を加えると 8 人） であり、 世論を無視し、 ヒアリングだけに注目すれば退位は危ぶまれ
るほどに感じるほどだった。それを反映して、ヒアリング直後の読売新聞の連載企画タイトルは「揺
れる退位」 （2016/12/6 ～ 13） だった。
読売新聞の連載に抽出された日本会議系専門家の退位反対論を見てみよう （各人の意見概
要は首相官邸ホームページ内にある https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/kaisai.
html 参照）。 「天皇の役割として何を重視するか」 について、 八木秀次・麗沢大学教授は 「祭
り主として存在することに最大の意義がある」 とし、 ジャーナリストの櫻井よしこは 「日本の歴史
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と文明の中心軸をなしてきた天皇の役割は、 国家国民のために祈ってくださることだ」 と述べた。
端的に言えば 「祈るだけで何もしなくてよい」 ということである。 「天皇はなぜ 『象徴』 として尊
敬されるのか」 について平川祐弘 ・ 東大名誉教授は 「（万世） 一系の天子が代々続き、 人は
死んでも民族に続くと感じられるから」と語った。 じつはこれらの応答は、天皇の「憲法上の役割」
を聞く質問に対してであった。 記事は 「質問に耳を貸さず、 持論を繰り返す専門家が相次いだ
ことは、 （有識者会議側の） 想定を超えていた」 と評している。
「おことば」 が訴えた天皇の高齢、 「健康を損ない、 深刻な状況に立ち至った場合」 につい
てはどう反応したか。 「天皇の一番の仕事は国民や国家のために祈ること。 肉体に関係する仕
事は摂政がすればいい」 （渡部昇一 ・ 上智大学名誉教授） とこれも 「祈るだけの存在」 だか
ら摂政を置けばよいとする。 「おことば」 で天皇が摂政を置くことへの否定的問題提起には正面
から答えていない。
政府は有識者会議を設置したことについて、 世論を受けて対応していると説明したが、 日本
会議系の専門家は憲法違反の疑いを主張した。 「世間の同情に乗じ、 『おことば』 を大みここ
ろとして特別法で対応すれば、 憲法違反にかなり近い」 （平川祐弘）。
ヒアリングが終了し、 有識者会議が論点整理を翌 2017 年 1 月にも出そうという 2016 年 12 月
に朝日新聞は 「天皇退位への提言」 という企画で 5 人の皇室典範改正論者の意見を連載した
（2016/12/21 ～ 28）。 彼らの見解のうちには、有識者会議の 「意図」 への批判が含まれていた。
高森明勅 ・ 国学院大学講師は 「有識者会議は専門家ヒアリングで、 民意とかけ離れた譲位反
対論者を 16 人中の 7 人も選んだ。 一方で典範改正による恒久制度化を訴える人はほとんど選
ばれず、 特例法で一代に限って譲位を認めるという構図が巧妙に演出された」 と見る。 横田耕
一 ・ 九州大学名誉教授は有識者会議は 「そもそも論」 の議論をして、 天皇のなすべき仕事の
整理をしてほしいとの立場を明らかにし、 その前提として天皇の公的行為自体を憲法問題として
取り上げた。
「（昭和天皇の戦後の巡幸などの） 延長線上で今の天皇の公的行為も、 国民は憲法上の
疑問を差し挟むことなく受け入れている。 多くの国民が、 憲法上必要のない公的行為を象
徴天皇の役割と捉えているということは、 戦後の象徴天皇像はいまだに確立していないとい
うことではないか。 （略） 憲法上必要ないのだから、 公的行為ができないことはそもそも退位
の理由にはならない」。
天皇の公的行為についての横田のような根本的な批判意見はこのあと、 一部を除いて出るこ
とはなかった。 横田の意見を理解するため、 以下に憲法第 4 条 1 項を掲げておく。
「第四条 【天皇の権能の限界、 天皇の国事行為の委任】 １ 天皇は、 この憲法の定める国事
に関する行為のみを行ひ、 国政に関する権能を有しない。」

2. 「平成流」 公的行為の注目点――2016 年 （2）
2016 年の連載企画記事における専門家の意見集と並ぶのは、 いわゆる 「平成流」 と呼ばれ
た天皇の公的行為がいかなるものかへの接近である。 それをテーマにした企画は 2017 年に本
格的に充実した展開をするので詳しくは後述するが、 平成流を考えるうえで、 ここでは前もって
3 つの点について言及しておこう。
第一は天皇が臨席する行事の改革による 「政治的意味」 の変容である。 印象的なのは植樹
祭における 「天皇陛下万歳」 三唱の廃止だ （毎日 2016/11/24）。 昭和天皇から引き継いだ
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植樹祭で 1991 年から万歳三唱をやめ、 行事自体も天皇と参加者が交流できる機会を取り入れ
るようにしたという。 それらは 「天皇陛下の発案だったと思う」 （元宮内庁幹部）。 記事は 「『（お
ことばの） 国民の傍らに立つ』 ことを柱とする平成の天皇像。 その要素は昭和から引き継がれ
た活動が変容する過程からも生まれている」 と結んでいる。
第二は天皇が 「不都合な史実」 からも目を逸らさないということである。 2016 年 11 月に天皇・
皇后は「私的旅行」で長野県阿智村の「満州開拓平和記念館」を訪れた。 同平和記念館は「不
都合な史実であっても、 それに向き合うことにより平和を目指す」 という趣旨のもと運営がなされ
ている。 すなわち、 満蒙開拓が国策で進められ、 中国人の農地を強制的に取り上げた加害性、
日本軍 （関東軍） が開拓団を置き去りにしたことで集団自決や残留孤児など様々な悲劇が生
まれたこと、 帰国して入植した戦後開拓での辛苦などを明らかにし、 元開拓団員もそうしたこと
を語り続けてきた。 天皇 ・ 皇后は軽井沢や那須の静養地に近い戦後開拓の農家を訪問してお
り満蒙開拓団に関心を持っていた。 天皇・皇后は、「この歴史をしっかりと伝えていってください」
と語りかけた （南信州 2016/12/3 ～ 18、 記事は寺沢秀文副館長の手記）。 当時、 この訪問は
全国的にほとんど知られることはなかったが、 2019 年 5 月の新天皇即位後、 9 日の朝日新聞
夕刊で報じられた （「現場へ！天皇の旅 ③」）。 寺沢はこのなかで 「不都合な歴史に懸命に向
き合おうという陛下の強い意志」 を感じたと語っている。 天皇が 「不都合な歴史」 を含め、 戦
争や災害などについて伝えてゆく大切さを強調したことは、 いくつもの連載企画記事において
記されている。
第三は旧来の天皇像に対する見直しである （日経 2016/12/15）。 23 年間宮内庁に勤務した
山下晋司の体験談から記事は始まる。 山下は即位したばかりの天皇が 「少し威厳に欠け、 家
庭的すぎるのではないか」 と思っていた。 ところが、 即位の 1989 年秋、 北海道訪問に報道係
として同行した際、 天皇 ・ 皇后を迎える人々のウワーッという地響きのような歓声があがり、 山
下は体が震えた。 「自分が間違っていた。 昭和天皇像しか頭になかった」 と自ら省みた。 なぜ
なら 「天皇と国民、 相互の信頼と敬愛の姿を見た」 からだった。 「国民から見える、 活動する
天皇こそ支持されると思った」 「平成になって天皇のあり方は変わった」 と山下は言う。 この体
験談を記事にした背景には、 有識者会議のヒアリングで出た 「存在し、 祈るだけでいい」 とい
う天皇像があることは確かだ。 その天皇像について河西秀哉 ・ 神戸女子大学准教授 （現、 名
古屋大学准教授） はこう語る。 「近代以前ならまだしも、現代の情報化社会では当てはまらない。
天皇はメディアを通じて姿と活動を国民に見せることで支持を集めてきた」。

3. 政権との相克――2017 年 （1）
天皇は国政に対して権能はない。 しかし、 憲法の第一条にその存在が規定され、 宮内庁と
いうれっきとした政府機構のもとにある以上、 政治の風に晒されつづけることは言うまでもない。
2017 年に入り、 退位に関して国会が動き、 4 月に有識者会議の最終報告が出され、 6 月に
は一代限りの退位を認める特例法が成立した。 12 月に皇室会議で御代替わりの日程も決定
した。 こうした時間の経過のなかで、 今回の退位をめぐる舞台裏の動きが次第に明らかになり、
安倍政権の思惑、 動きと天皇サイドの相克がわかった。 連載企画記事は退位問題をはじめ幾
例もの天皇、 皇室と政治との相克を報じた。 （朝日 2017/4/11 ～ 13、 読売 2017/5/9 ～ 16、
東京 2017/6/11 ～ 15 ほか）。 大枠を紹介する。
天皇の退位の意向については 「おことば」 前年の 2015 年秋には宮内庁から首相官邸に明
71

ラーク便り 82 号 （2019 年 5 月 31 日）

確に伝えられ、 その年の天皇誕生日に記者会見で退位の意向を発表する計画だった。 しかし
官邸は、 皇位継承が根底から変化することや、 安倍首相悲願の憲法改定に向けての 2016 年
夏の参院選対策に忙殺されていた。 2016 年 3 月に官邸から対応策が示されたがそれは 「陛
下のご負担の軽減策について」 とあり、 退位を諦めろということだった。 6 月になると官邸中枢
は摂政を置くための要件緩和を基本線に据えた。 7 月に NHK が天皇退位の意向をスクープし
たのはこうした状況のもとだった。 「おことば」 にあるように天皇はたんに自分がやめたいという
のではなく、 「象徴天皇の務めが常に途切れることなく続いてゆくこと」 を念じ、 訴えているの
であるから女性天皇の実現など皇統維持のための抜本的な対策が必要であった。 しかし NHK
の報道後、 官邸は逆襲に出た。 官邸の筋書きはこうだった。 有識者会議を設置し、 そこでヒ
アリングを行う。 そこでは退位への反対が噴出し恒久的な制度化すなわち皇室典範改正が難
しいことを印象づけ、 最後は法律家の意見で特例法に導く――実際にことはこのように進んだ。
前述のようにヒアリングに呼ぶ専門家の人選は官邸が行い、 日本会議系の専門家が 16 人中 6
人を占めたというのもこれでわかる。 とりわけ退位反対の急先鋒だった渡部昇一と平川祐弘の
2 人は「首相枠」とされ、首相の天皇観の代弁者だった。2 人をはじめ日本会議系専門家の「祈っ
ていればいい」 との天皇論は、 天皇の 「活動あっての象徴」 という信条を否定するものだった
ゆえ、 「陛下は胸を痛めた」 （宮内庁幹部） という。 天皇に近い関係者は次のように評した。
「天皇陛下万歳を唱えた人たちが、 陛下を 『お飾り』 としか思っていないことを、 一連の議論
で国民が知った意義は大きい。 馬脚を現した」 （東京 2017/6/11）
もう一つ、 天皇と政治の相克の例を付け加えよう。 安倍政権の天皇の政治利用とみられるも
のに、 2013 年 4 月 28 日の政府主催 「主権回復 ・ 国際社会復帰を記念する式典」 への天
皇出席があった （毎日 2016/12/14。 のち、 東京 2017/6/11、 日経 2019/2/23 に同類記事）。
式典はサンフランシスコ講和条約発効 61 年の記念だったが、 同条約発効によって沖縄は日
本から切り離され、 米軍の統治下におかれた。 「政府の助言 （出席要請） には象徴天皇とし
て従わざるを得ない。 国民統合の象徴として沖縄のことを常に案じている陛下にとって苦渋の
思いだった」 と宮内庁の元幹部は打ち明けた。 官邸に押し切られた末の出席だった。 式典で
天皇の 「お言葉」 はなかった。 式典終了後、 会場から 「天皇陛下バンザーイ」 の声が上り、
つられる形で壇上の安倍首相らも万歳三唱をした。 「両陛下は無表情でその声を聞いていた」。
沖縄県はこの 4 月 28 日を 「屈辱の日」 としている。

４. 被災地訪問スタイルの構築――2017 年 （2）
この節では天皇 ・ 皇后が災害の被災者とどのように接したのかをみていく。
信じられないようなエピソードがある。 2001 年 8 月 28 日朝。 三宅島の大噴火で静岡県下田
市に避難していた池田裕次一家のアパートの一室に、 皇后がお忍びで訪れた。 「実央ちゃん
はいらっしゃる？会いに来たわ」。 前日に静養で須崎御用邸に入った天皇 ・ 皇后は夕方に三
宅島から避難していた人たちを慰問した。 その折、 小学 2 年だった実央が皇后に 「おばあ
ちゃん、 うちに遊びに来てね」 と語りかけた。 明朝、 皇后はその約束を守ったのである。 もっ
とも実央はまだ寝ており、 母親におぶさって出てきたという （朝日 2017/11/25。 のち毎日
2018/6/18 に同類記事）。 天皇とともに 「平成流」 を築き上げてきた皇后の素顔である。
「事にあたっては、 時として人々の傍らに立ち、 その声に耳を傾け、 思いに寄り添うことも大
切なことと考えて来ました」。 「おことば」 の一節である。 その前に 「何よりもまず国民の安寧と
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幸せを祈ることを大切に考えてきました」 とあり、これは 「祈り （宮中祭祀）」 を意味する。 そして、
「同時に事にあたっては （後略）」 と続き、 こちらは各地への 「旅」 を意味する。 この二つが平
成の天皇と皇后が 「象徴」 としての在り方を構築した二本の柱である。
「平成の天皇」 は、 憲法で定められた国事行為と、 私的行為に加えて、 公的行為を 「象徴
の務め」 として皇后とともに精力的に創りあげてきた。 「天皇の旅」 とよばれるその行為は、 ①
いわゆる 「皇室外交」 をはじめ、 ②大地震や豪雨などの被災地、 被災者への慰問、 ③沖縄、
広島、 長崎などや、 海外に出ての戦争犠牲者 （日本人だけではない） の慰霊、 ④ハンセン
病や水俣病などの患者への訪問と慰霊、⑤障がい者、高齢者、子供との交流、⑥遠隔地、島々
の訪問をあげることができる。
これ以外に、 国民体育大会、 全国植樹祭などの各種式典への出席や、 同時に行われる各
種施設、 技術現場、 企業などへの訪問がある。
「平成流」 スタイルの特徴は、 会う人々と 「同じ目線」 であることだ。 それはまず車選びに現
れた。 昭和天皇は 「ニッサン ・ プリンス ・ ロイヤル」 を使用した。 車高１ｍ 80 ｃｍ、 ドアは観音
開きだった。 一方、 「平成の天皇」 はセダンタイプに近い車を使った。 「座った時に沿道の人々
とちょうど目が合う」 （読売 2017/6/11） のが理由だった。
朝日新聞は東日本大震災をきっかけに、 被災者の奮闘や苦悩、 課題を 「てんでんこ」 という
タイトルで長期連載を続けている。 2017 年には天皇退位への状況のなかで 「天皇と震災」 を
3 部に分けて合計 68 回掲載した （表参照）。 最初の連載は、 東日本大震災や阪神淡路大震
災をはじめとする各災害における天皇 ・ 皇后と皇室のこまやかな心遣いがルポされ、 Ⅱ部では
皇太子時代における 1959 年の伊勢湾台風の被災地訪問からはじまり、 「天皇 ・ 皇后両陛下の
被災地に寄せる思いの原点」 を探り、 その軌跡をたどる。 Ⅲ部は 「おことば」 にある 「とりわ
け遠隔の地や島々」 の訪問を描いている。 「震災と皇室」 を読むと 「おことば」 の直後に、 80
～ 90％の国民が退位を支持した理由がわかる。
この連載に、 「平成流」 の代表の観がある 「ひざまづく」 スタイルの原点を探る回があった
（2017/11/7）。 それは、 1986 年 11 月に伊豆大島の三原山噴火で住民が避難していた東京 ・
神田の体育館を訪ねた時のようだ。 天皇と皇后が二手に分かれ、 床にひざをつき、 住民に
向き合った。 「ひざをつき、 同じ目線で声をかける」。 当時の宮内庁幹部は 「正直驚かされた。
あれが原点だったのでは」 という。 このスタイルは 1993 年の普賢岳噴火ではノーネクタイでワイ
シャツを腕まくりし、 1995 年の阪神淡路大震災を経て被災者訪問のスタイルとなった。
こうした被災地訪問スタイルはどんな反応を被災者にもたらしたのか。 阪神淡路大震災の時、
兵庫県北淡町 （現淡路市） を天皇 ・ 皇后が訪れた。 宮内庁からは 「なにもしなくていい。 あ
りのままでお迎えください」 とのことだった。 この時、 じつは避難所は住民の間にストレスがたま
り険悪な雰囲気が広がっていた。 が、 天皇 ・ 皇后が訪問すると 「本当に見事に絵でも見るよう
に、お二人のお見舞いは、バラバラになりかかっていた人々の場を和らげ、再び一つにした」 （当
時の小久保正雄町長） という。 同様の報告は普賢岳噴火などほかにいくつもある。
また、 「震災と皇室」 を読んでいて気づくことのひとつに、 天皇 ・ 皇后が被災地を忘れること
なく気にかけていたことがある。 長野県栄村は、 2011 年 3 月 12 日に強度の地震に襲われ約
200 棟が全半壊した。 東日本大震災の翌日だったため全国的には注目されなかった。 しかし、
その年の天皇 ・ 皇后それぞれの誕生日のお言葉の文書では栄村のことに言及しており、 翌
2012 年には村へ見舞いに訪れた。 さらに 4 年後、 植樹祭で長野市に村から被災者 5 人を招き、
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復旧がほぼ完了した報告を受けると 「よかったですね」 とほほ笑んだという。 忘れずに気にかけ、
再訪や再々訪を行う。 これも 「平成流」 のひとつだった。
連載企画記事の事実群からわかるのは、 平成の天皇 ・ 皇后が、 まだ君主的だった戦後の昭
和天皇とはまるで異なる、 国民と同一目線の在り方を創りあげたことである。

5. 戦争犠牲者慰霊――2017 年 （3）
「平成の天皇」 の被災地訪問、被災者招待と並んで際立つ 「旅」 は戦争犠牲者の慰霊である。
天皇は 4 つの日を忘れられない日として慰霊を念じてきた。 4 つの日とは、 6 月 23 日 （沖縄地
上戦終結）、 8 月 6 日 （広島原爆）、 8 月 9 日 （長崎原爆）、 8 月 15 日 （敗戦） である。 この
日からわかることは、 慰霊の対象は戦争犠牲者全体である。 そしてサイパン、 パラオなど海外
での慰霊実現は、 そのあきらめることのない意志によって実現したものだった。 海外では現地の
人々、 交戦相手国の兵士もともに慰霊する姿勢も明確だった。 靖国の論理でないことははっき
りしている。
連載企画記事 （朝日 2017/8/9 ～ 11、 日経 8/17 ～ 19、 毎日 2017/8/31 ～ 9/5 ほか） は
そうした天皇の平和希求と一体である慰霊のルーツを探っている。 まず指摘されるのは、 天皇
の疎開や敗戦直後の東京の焼け野原を見た体験であり、 当時の皇太子あての昭和天皇の手紙
である。 昭和天皇は軍人批判のあとに、 皇太子にこう書き送っていた。 「戦争をつづければ三
種の神器を守ることも出来ず、 国民をも殺さねばならなくなってきたので、 涙をのんで国民の種
を残すべくつとめたのである」。
占領下において、 少年皇太子の教育を担った小泉信三とヴァイニング夫人が紹介される。 小
泉の初めてのご進講の覚書にはこうある。 「開戦に対して陛下 （昭和天皇） に御責任がないと
は申されぬ。 それにも拘わらず、 民心が皇室をはなれず、 況や之に背くといふ如きことの思い
も及ばざるは何故であるのか」 と問い、 「小泉は君主の人格や見識が国の政治に善くも悪しくも
影響すると説いた」 （日経 2017/8/17）。 小泉は福沢諭吉の 「帝室論」 と英国王の伝記 「ジョー
ジ 5 世伝」 を輪読し、 皇室が政治と一線を画すべきと説いた。 ヴァイニング夫人は徹底した平
和主義のクエーカー教徒であり、 民主主義というものを教えた。
戦後は昭和天皇の戦争責任による退位論が幾たびか唱えられたことがあった。 宮内庁関係者
は、 「昭和天皇に代って自分が慰霊してゆくと心にとめられたのではないだろうか」 と述懐する。
また 10 年半にわたって侍従長を務めた渡辺充は次のように語った （朝日 2017/8/9）。
「昭和天皇の名前で行われた戦争だったが、 天皇陛下は 『昭和天皇は戦争をなさるお気持ち
ではなかった』 との思いを抱いているのだろう」 「陛下は慰霊に対して複雑な思いを抱く人がい
るということも分かっていらっしゃると思う。 それぞれの立場や思いをすべて包みこもうというのが、
陛下の慰霊ではないでしょうか」
その複雑さを充分に踏まえてなされたのが沖縄の慰霊である。1975 年 7 月 14 日に皇太子だっ
た天皇は皇后とともに沖縄を訪問した。 「ひめゆりの塔」 に供花しようとした時、 濠に潜んでい
た過激派の男 2 人が火炎びんを投げつけた。 だが、 天皇は動じることなく日程を果たした。 前
もって沖縄学の外間守善から現地の厳しい状況を伝えられており、 外間の著書によると、 「何が
起きても受けます」 と 「並々ならぬご決意が伝わってきた」 とある （読売 2017/7/5）。 深い覚
悟をもって沖縄の地を踏んでいたのだった。
その夜、 天皇は談話を発表する。
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「沖縄が住民を巻き込む戦場と化し、 幾多の犠牲を払い今日にいたったことは忘れることので
きない大きな不幸であり、 犠牲者や遺族の方々のことを思うと、 悲しみと痛恨の思いにひたされ
ます」
「払われた多くの尊い犠牲は、 一時の行為や言葉によってあがなわれるものではなく （後略）」
天皇は言葉通り 「一時」 だけでなく、 皇太子時代を含め 2018 年までに 11 回、 沖縄を慰霊
に訪れた。 天皇は沖縄の伝統文化や歴史を学び、 琉歌も学び、 自ら作歌した。
2004 年、 「国立劇場おきなわ」 が落慶した時、 天皇は、 記念公演に訪れる前の記者会見で
国民に語りかけた。 「復帰を願ったことが、 沖縄の人々にとって良かったと思えるような県になっ
ていくよう、 日本人全体が心を尽くすことを、 切に願っています」 （毎日 2017/9/3）。
現在、 辺野古の基地造成をめぐって安倍政権が沖縄県民の意思をないがしろにしていること、
日本国民全体が沖縄に集中している基地問題に必ずしも正面から考えているとは言えない状
況がある。 この天皇の言葉は、 そうした現状を当時すでに指摘している。
だが他方、 公的行為自体が違憲という立場から、 渡辺治 ・ 一橋大学名誉教授は天皇の慰霊
について次のように主張する （朝日 2017/12/16）。
「戦後処理も戦没者慰霊も政治に行わせるのが国民の責任であり、 天皇はそれを代行するこ
とはできないし、 代行させるべきでもない。 今の天皇への共感から政治の暴走に歯止めをかけ
る役割を期待する声もあるが危険な議論だ」
この主張の前提として渡辺は天皇の存在位置をあらためて確認する。 「天皇は、 民主的なプ
ロセスを経て選出されていない。 国民がその言動を是正する手段も保障されていない」。

6. 皇位継承問題――2017 年 （4）
退位や公的行為とともに取り上げられたテーマの一つに、 皇位継承問題がある。 これは 「お
ことば」 の終わりに 「象徴天皇の務めが安定的に続いていくことをひとえに念じ」 とあるのに直
結する。 この皇統維持に関して女性天皇、 女系天皇、 女性宮家の問題を連載企画記事は取
り上げた。 日本経済新聞は 「危うき皇位継承」 （2017/6/27 ～ 7/1） の一回目に 「天皇一人
だけの皇室」 という意表を突く見出しを掲げ、 「将来、 女性皇族が結婚によりすべて皇室を去っ
たとしたら。 悠仁親王が即位した時点で、 皇族は天皇 1 人のみということもあり得る」 と、 その
現実性を解説した。
安倍首相と、 取り巻きの日本会議系勢力は 「男系男子」 にこだわるが、 多くの連載記事は、
そうした法の掟が明治時代に作られ、 「日本は男尊女卑の国柄」 という社会状況があったことや、
じつは側室制度によって 「男系男子」 が続いてきたことを明らかにした。
皇統維持に関して女性天皇がクローズアップされたのは愛子内親王が誕生してからだった。
2005 年に 「皇室典範に関する有識者会議」 は長子優先で男女に継承と認めるべきだと答申
したが、 日本会議を中心に抗議行動がおこり、 2006 年に秋篠宮家に悠仁親王が生まれたこと
で、 当時の安倍官房長官が小泉首相に皇室典範改正を断念するよう進言して気運はしぼんで
しまった。 2012 年には民主党の野田佳彦内閣のもとで女性宮家創設が論じられたが、 皇統継
承問題の本質に至るものでなかった。 これも安倍政権の成立によって棚上げにされた。 日本会
議系論者の唱える旧宮家の皇籍復帰案は広がりをもたない。
「男系か女系かと論争が続いてきたが、 いまやどちらも手遅れだと思う。 （略） ここ何年か手を
こまねいてきた結果だ。 手をうつなら今が最後のチャンスだ」
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天皇の元側近はそう語ったという。 退位特例法の付帯決議には女性宮家創設等の検討が重
要課題と明記されたが、 安倍一強体制のもとでその保障はない。
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天皇退位関連 新聞連載企画一覧
媒体名
連載タイトル
毎日新聞
生前退位
東京新聞
Q&A 天皇陛下の生前退位
東京新聞
生前退位こう考える 所功さんに聞く
京都新聞
生前退位を考える
朝日新聞
象徴天皇のこれから
日本経済新聞 生前退位を考える
日本経済新聞 象徴その心 生前退位の行方
産経新聞
象徴天皇 あるべきお姿
日本経済新聞 生前退位を考える―識者に聞く
読売新聞
象徴天皇 おことばの背景
毎日新聞
象徴 その思い
読売新聞
論点 生前退位
日本経済新聞 皇室典範 誕生の記録
日本経済新聞 生前退位 有識者会議を前に
毎日新聞
考 皇室 私の意見
朝日新聞
教えて！ 皇室のこれから
毎日新聞
考 皇室 平成流の原点
読売新聞
揺れる退位
日本経済新聞 天皇退位 論点を考える
朝日新聞
平成流 象徴天皇の歩み
読売新聞
皇宮警察 130 年
朝日新聞
天皇退位への提言
南信州新聞
天皇皇后両陛下をお迎えして
毎日新聞
考 皇室 憲法と歩む
朝日新聞
平成と天皇 プロローグ 退位をめぐる攻防
東京新聞
象徴天皇 いのちの旅
京都新聞
「錦の御旗」 と憲法 象徴
読売新聞
安倍政権と皇室
神奈川新聞
時代の正体 天皇生前退位考 保阪正康さん語る
朝日新聞
平成と天皇 第 1 部 退位これから
毎日新聞
考 皇室 社会を映す
朝日新聞
てんでんこ 皇室と震災
読売新聞
平成の天皇 象徴の歩み
東京新聞
象徴考 相克―皇室と永田町
日本経済新聞 危うき皇位継承
朝日新聞
てんでんこ 皇室と震災 Ⅱ
東京新聞
御料牧場の四季 皇室の農を探る
朝日新聞
平成と天皇 首相経験者に聞く
朝日新聞
平成と天皇 第 2 部 平和を求めて
日本経済新聞 象徴と戦争
東京新聞
皇室記者のスケッチ
毎日新聞
象徴として 第 1 部 沖縄への思い
朝日新聞
平成と天皇 第 3 部 政治の波間に
朝日新聞
てんでんこ 皇室と震災 Ⅲ
日本経済新聞 象徴天皇と旅
東京新聞
御料牧場の四季 皇室の農を探る
朝日新聞
平成と天皇 政治との距離を聞く
朝日新聞
平成と天皇 第 4 部 父として
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連載回数
3回
3回
2回
3回
5回
2回
5回
3回
5回
3回
3回
6回
2回
2回
5回
6回
3回
5回
3回
3回
3回
5回
8回
10 回
3回
6回
3回
5回
3回
4回
10 回
20 回
16 回
3回
5回
23 回
3回
5回
3回
3回
25 回
5回
4回
25 回
5回
3回
3回
3回

