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ラーク便り 83 号 （2019 年 8 月 31 日）

研究ノート①

「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（下）―
藤田庄市

はじめに
本号では 2018 年～ 2019 年 4 月まで、 すなわち平成が終わるまでの 「平成の天皇 （制度）」
に関しての新聞連載企画記事を前回と同様に内容のごく一部を紹介しながら検討する。 （文末
の一覧表参照）
前回は、 2016 年 7 月の天皇退位の意向が明らかになって以降の連載記事を対象として、 次
のように論じた （年は記事掲載時期）。 ①退位の是非、 法的問題をめぐる論議―2016 年 （1）、
② 「平成流」 公的行為の注目点―2016 年 （2）、 ③政権との相克―2017 年 （1）、 ④被災地
訪問スタイルの構築―2017 年 （2）、 ⑤戦争犠牲者慰霊―2017 年 （3）、 ⑥皇位継承問題―
2017 年 （4） を紹介、 検討した。
2018 年に入っても連載は次々と企画、 掲載された。 記事は平成時代 30 年を振り返り、 テー
マによっては明治時代、あるいはそれ以前まで遡り検証された。 内容は多彩となり、テーマはいっ
そう深められた。 本号では前回のように掲載年を分けることなく論じた。
連載記事のうち以下の二点は、 連載が長期にわたり、 内容も包括的かつ貴重であると思われ
るのであえて特記した。
①日本経済新聞、 井上亮、 和歌山章彦両記者による 「平成の天皇と皇后――30 年の歩み」
（2018/4/7 ～ 2019/4/27）、 全 51 回及び特別座談会。 皇室と政権 ・ 政治、 社会との接点を基
軸にしながら具体的事象とその問題点を論じる。
②東京新聞 「象徴のうた 平成という時代」 （2018/1/15 ～ 2019/4/23 ・ 夕）、 全 63 回。 歌人
で宮中歌会始選者、 細胞生物学者の永田和宏氏が、 天皇皇后の和歌の解読とともに、 社会
的視点から両陛下の事績を論じ、 考えや感性に言及している。
なお、 平成の天皇皇后は、 現在は上皇上皇后であるが、 本論では 「天皇」 「皇后」 とも平
成の両陛下をさす。 「皇太子」 と表記している場合も同様である。
１． 戦争犠牲者慰霊と記憶風化の危惧
平成の天皇の公的行為として災害被災者に対する見舞いと、 戦争犠牲者の慰霊は頻度と持
続性において際立っていた。 後者の場合、 慰霊は戦争の惨禍に対する記憶風化への危惧と
一体である。 慰霊の記事は数多く、 読売新聞 （2018/8/9 ～ 14） と東京新聞 （2018/8/14 ～
15） は 「戦争と平和」 がテーマだった。
中国新聞 （2019/2/5 ～ 9） は被爆地ヒロシマと皇太子時代からの関わりを追っている。 1949
年 4 月 5 ～ 6 日に、 学習院の高校一年生だった皇太子はヒロシマを巡った。 その時の歓迎会
での 「お言葉」 にこうある。
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「あの惨劇に二度と人類をおとし入れぬよう、 私たちはかたい決意をもって平和に向わな
ければなりません。 （略） 私も責任を自覚して勉強や修養に努力したいと思います」 （中国
2019/2/5）
慰霊に対する天皇の姿は、 「責任の自覚」 という 15 歳の決意が原点であることをうかがわせる。
以下、 沖縄とサイパンなど海外の慰霊について触れよう。
①沖縄への務め
地上戦による多大な犠牲を強いられた沖縄への天皇の思い入れが尋常でないことは、 皇太
子時代をふくめ 11 回も慰霊に訪れたことと、 度重なる沖縄への言及にあらわれている。 沖縄の
歴史と文化を深く学び、 琉歌を自ら詠んだ。 東京新聞 （2018/3/24 ～ 26 「沖縄の旅」、 同年
6/21 ～ 22 「沖縄文化」）、 朝日新聞 （2018/3/26 ～ 27 「沖縄との対話」） は天皇と沖縄に焦
点をあてている。
慰霊の背後に沖縄戦の実情に対する深刻な認識があることはいうまでもない。 しかし、 各種
記事はさらに天皇の内奥を伝える。 天皇は 2003 年の誕生日会見でこう述べた。
「私にとっては沖縄の歴史をひもとくということは島津氏の血を受けている者として心の痛むこと
でした」
天皇の母方 （香淳皇后） の祖母は薩摩藩主島津忠義の七女だった。 つまり、 江戸時代に
薩摩藩が琉球国に侵攻し支配下においたことを意味し、 自分はその末裔だということである。
「しかし、 それであればこそ、 沖縄への理解を深め、 沖縄の人々の気持ちが理解できるように
ならなければならないと努めてきたつもりです」
この会見発言に対し、 「先祖の代までさかのぼって加害の歴史に向き合う陛下の姿に、 多くの
県民が感銘を受けた」 （東京 2018/6/21）。
こうした心の持ち主である天皇であれば、 戦中、 敗戦直後の昭和天皇の沖縄に対する言
動はどう響いていたのであろうか。 いくつもの記事は昭和天皇のことを取り上げている （日経
2018/6/16 ほか）。
第一は、 1945 年 2 月に昭和天皇は戦争終結を進言した近衛文麿に対し、 「もう一度戦果を
あげてから」と受け入れなかったという歴史的事実がある。 米軍の沖縄本島上陸は同年 4 月だっ
た。 第二は、 1947 年 9 月の 「沖縄メッセージ」 である。 昭和天皇は宮内庁御用掛りの寺崎英
成を通じて、 日本を占領中の連合国側に 「米国による沖縄の軍事占領の継続を天皇が望んで
いるという内容」 のメッセージを伝えた。 すでに日本国憲法が施行され、 天皇は象徴となり国
政の権限はない。 だから、 1952 年発効のサンフランシスコ講和条約第三条 （後述） への影響
は議論の対象ではない。 しかし、 その事実は重大である。 「島津氏の血」 と 「心の痛み」 を
自覚する天皇の責任感と感性は、 当時の昭和天皇の言動から目を逸らすことはなかったはず
である。
2013 年 4 月 28 日の政府主催 「主権回復の日」 の式典を知った時、「陛下はまっさきに、『そ
の当時、 沖縄の主権はまだ回復されていません』 と述べた」 （朝日 2018/3/26 ほか）。 それは
象徴という存在からすればぎりぎりの吐露であったろう。
新聞ではその当時の事情を、 「沖縄は独立から置き去りにされた」 というような解説にとどまっ
ているので、 米軍による直接支配がいかなる将来を展望していたのかを示すためサンフランシ
スコ講和条約第三条を引用する。
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「日本国は （沖縄、 小笠原ほかを―筆者注） 合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度
の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案が行われ且つ解決されるまで合
衆国は領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、 行政、 立法及び司法上の権力の
全部及び一部を行使する権利を有するものとする」
つまり沖縄が独立から置き去りにされたというような生易しいものではなく、 いずれアメリカの信
託統治領にされることを日本は承認したのである。 日本は沖縄を見捨てたのだった。 「沖縄メッ
セージ」をふくめ歴史的諸般の事情を踏まえねば、沖縄への天皇の真意は理解できないであろう。
1975 年の海洋博出席を目的とした皇太子時代の沖縄初訪問の時、 南部戦跡慰霊に対して宮
内庁も博覧会側も 「大反対であった」 という （東京 2018/1/29）。 そうした状況のなかで、 慰霊
を実現したのは、 すでにこの時に戦争犠牲者慰霊の決意が天皇のうちに構築されていたからで
あろう。
②サイパンからフィリピンまで
天皇の強い意志のもとで行われたのが、 サイパン （2005 年）、 パラオ ・ ペリリュー （2015 年）、
フィリピン （2016 年）、 ベトナム （2017 年） における慰霊である。
慰霊は日米の兵士、 民間人、 現地の人々などすべての戦争犠牲者に対してだった。 サイパ
ンのバンザイクリフに向かって黙礼する天皇皇后の後ろ姿は国民に強烈な印象を焼き付け、 ま
た、 朝鮮半島出身者の慰霊碑の前では車を降り深く一礼した。 フィリピンとベトナムでは戦後を
苦労して生きぬいた日系二世の人々と会い、 ねぎらいの言葉をかけた。
フィリピン訪問に際して、 天皇はマニラ市街戦について触れた。 同市街戦では現地人 10 万
人が死んだといわれているにもかかわらず、 日本人は詳しく知らなかった。 この天皇による記憶
の喚起についてはパラオでも同様だった。 「平成の日本人は 『ペリリュー』 という名を思い出し、
あるいは初めて知った。 忘れられるという 『2 度目の死』 から、 戦没者の魂が救済された、 と
言えるのではないだろうか」 （日経 2019/3/16） と記事は結んでいる。
サイパン訪問の頃から、 天皇は戦争の風化に対する危惧をたびたび口にするようになった。
パラオ訪問の年の誕生日会見では次のように語っている。
「年々、 戦争を知らない世代が増加していきますが、 先の戦争のことを十分に知り、 考えを深
めていくことが日本の将来にとって極めて大切なことと思います」。

２． 社会的に困難な立場の人々に寄り添って
天皇と同年齢の人々のインタビュー記事 「同い年の戦後」 （京都 2018/8/6 ～ 18） の中に障
害者の話がある。 戦時中の出征兵士を送る時のこと。 「近所の女性が 『兵隊には行かんのか』
と聞いてくるんですよ。 『体が丈夫なら行くけど』 と返すと、 『ご飯ばっかり食べて。 生きていても
国の役に立たない』とか言ってきてね。嫌がらせですかね。会うたびに何度も言われたんですよ」
（同 8/11）。
戦後も障害者をとりまく状況や偏見、 差別は簡単には変わらなかった。 そうした社会的な困難
を抱える人々に対して、 早くから天皇皇后は積極的に関わってきた。 1997 年 11 月の即位 10
周年の記者会見において、 天皇は、 障害者や高齢者などに 「心を寄せていくことは私どもの
大切な務めであると思います」 と語った。 いろいろな社会福祉施設への訪問は、 皇太子時代
から続けてきたことだった。
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施設訪問のエピソードとメディアとの関係を 2 つあげよう。 1992 年、 知的障害児施設を天皇
皇后が訪問した時のこと。 子どもたちが両陛下に突然抱きついて握手をした。 「しかし、 意外な
ことに当時この訪問を報じたメディアは少なかった。 両陛下の障害者施設訪問の意義について、
世間一般の理解が追いついていなかったといえる」 （日経 2018/4/7）。 もうひとつは 1997 年
に特別養護老人ホームを訪れた時である。 ジャンケンゲームで 80 歳すぎの女性に負けた天皇
は、 ルール通り 「女性のうしろに回り、 やさしく肩をもんだ」。 周囲は笑い声につつまれた。 こ
の時も報道はあまり触れていない。 「昭和時代では考えられなかった天皇と国民の距離の近さ。
それがまさに平成の天皇の姿を象徴する場面だったと意識されたのは、 かなりあとになってから
だった」 （日経 2018/8/4）。 当時厚労省老人保健福祉局長として立ち会った羽毛田信吾氏は
記憶を喚起しながら話す。 「お年寄りを制止しようという雰囲気はなかった。 陛下にも無理して
国民のなかに入っていこうという構えた感じはない。 すーっと、 あまりに自然になされたので、 こ
れが平成の天皇の新しいあり方なんだ、 ということすら思わなかった」。 羽毛田氏はその後、 宮
内庁次長を経て長官に就任した。 「国民とか国とか、 大きな言葉だけではなく、 一人ひとりに心
を寄せる。 個から全体を見る。 それが陛下の象徴としてのあり方の基本。 あのときそれを見た
んだ、 と宮内庁に来てから気がついた」。
現在、 来年のパラリンピックを控えて障害者スポーツの話題がメディアを席捲しているが、 じ
つは天皇はスポーツをはじめ 「障害者支援の源流」 （毎日 2018/6/19） の存在である。 1968
年に皇太子時代の天皇は障害者の働く施設 「太陽の家」 を訪問した。 同施設は障害者の社
会参加に奔走した中村裕医師が設立したもので、 中村氏は障害者スポーツの発展にも尽力し
ていた。 天皇はその後も 「太陽の家」 関連の施設を訪れた。 1975 年の第一回極東 ・ 南太平
洋障害者スポーツ大会開会式に出席し、 大会は注目され、 大いに盛り上がった。 「まだ障害
者が理解されず、社会の谷間で生きていた時代から両陛下は目を向け続けてくださった」 と、「全
国重症心身障害児 （者） を守る会」 の北浦雅子会長は語った （朝日 2018/12/24）。
ハンセン病患者に寄り添うことも、 あまり知られることなく貫いてきたことである。 1968 年に鹿
児島県の 「奄美和光園」 を訪ねて以来、 天皇皇后は、 全国 14 ヶ所を 46 年間かけて慰問し
続けた （1 ヶ所は別の場で懇談）。 2019 年 2 月 24 日の政府主催 「天皇陛下御在位三十年式
典」 において三浦大知が独唱した 「歌声の響」 の琉歌は、 1975 年の沖縄初訪問の際、 ハン
セン病療養所 「愛楽園」 を訪れた時のことを天皇が詠み、 皇后が作曲したものである （東京
2018/9/25 ほか）。 「（天皇皇后は） 科学的根拠のない偏見で元患者が重大な人権侵害に苦し
んだ歴史を深く学ばれていた。 両陛下は、 老いた元患者の手を握るという身ぶりを通じ、 家族
から、 古里から切断された 『あなた』 （患者―筆者注） の名誉回復を社会に促した、 といえる
だろう」 （日経 2018/5/5）。
2013 年の水俣訪問は 「“タブー” を破る訪問」 だった。 水俣病の犠牲者を悼み、 苦しみ続
けた患者たちの声を聞くためである。 天皇皇后二人だけで胎児性水俣病患者とも会った。 語り
部の会の緒方正実氏は 「自分の目を見つめて話を聞く両陛下が、 一度もまばたきをしなかった
ように見えた」。 緒方氏の話を聞くと、 天皇は異例のスピーチを始めた。
「本当のお気持ち、 察するにあまりあると思っています。 やはり真実に生きるということができる
社会を皆でつくっていきたいものだと改めて思いました」。そして話は日本全体のことに及ぶ。「今
後の日本が、 自分が正しくあることができる社会になっていく、 そうなればと思っています」 （日
経 2019/3/2、 東京 2019/2/5 ほか）。
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先の知的障害児施設訪問時の記事は次のように終わる。 「社会のなかで孤立し、 忘れられ
がちな人々の存在を常に視野に置く。 人格を尊重し、 心を共にする。 その精神の 『伝道』 は、
平成の天皇、 皇后のあり方の柱だった」。

３． 皇后の存在とバッシング
平成の 「天皇制度」 における美智子皇后の存在の大きさは、 天皇が感動をこめて皇后を語
る様子と、 二人の共にある姿によって国民に印象づけられた。 2018 年の最後の誕生日記者会
見では天皇は涙声で、 「自らも国民の 1 人であった皇后が、 私の人生の旅に加わり、 60 年と
いう長い年月、 皇室と国民の双方への献身を、 真心をもって果たしてきたことを、 心から労 ( ね
ぎら ) いたく思います」 と語った。 これより 5 年前の 80 歳の誕生日記者会見では、 天皇は孤
独な立場であるが皇后によって 「安らぎを覚え」、 天皇たるべく努力できたことを 「幸せだった
と思っています」 と述べている。
その存在の大きさを反映して皇后とそれに準じるテーマとした企画は数多かった。 列挙してみ
よう。 読売新聞 「平成の天皇 皇后さま」 （2018/10/4 ～ 19）、 毎日新聞 「象徴として第 3 部
美智子さまの歩み」 （2018/10/17 ～ 19）、朝日新聞 「平成と天皇 皇后を語る」 （2018/10/20
～ 23）、朝日新聞 「両陛下と私」 （2019/4/13 ～ 20）、毎日新聞 「代替わりへ 両陛下とわたし」
（2019/4/20 ～ 27）、東京新聞 「象徴天皇と平成第 7 部 最も有名な家族の 30 年」 （2019/2/10
～ 14）、 毎日新聞 「象徴として第 5 部 夫婦の歳月」 （2019/4/9 ～ 11）。
以上をはじめ皇后の活動を報じる連載企画中の数多の記事は、 その尋常でないこまやかな
心遣いと機知、 児童文学に対する深い思想性、 和歌に見られる鋭くもあたたかい感性などを
詳細に伝えている。 しかし本稿では、 あえて 1993 年に起きた皇后への 「バッシング」 を、 皇
后の内面に目をむけて重点的に紹介する。
天皇は結婚 50 年の会見で、 記者から 「夫婦としてうれしく思われたこと」 との質問に対して
こう応答した。 「結婚によって開かれた窓から私は多くのものを吸収し、今日の自分を作っていっ
たことを感じます」。 この 「窓」 は皇后を意味し、 親と引き離され旧来の皇室で育てられた天皇
に、 社会や人々という外光や風をもたらしたということである。 だが一方、 「国民の一人であっ
た」 女性が皇室に入り 「かずかずの 『いじめ』 があったことも今ではよく知られている」 （東京
2018/11/13）。 即位 5 年目、 天皇皇后は象徴にふさわしい行為を模索していたが、 報道も不
十分で国民に知られていなかった。 そこへ、 半年にわたる雑誌などの 「皇室バッシング」 が
続いた （日経 2018/6/23 ほか）。 雑誌記事は昭和天皇の側近を名乗る匿名の人物らに依拠
する形をとり、 「神聖不可侵」 の天皇の残像を回顧する気分を漂わせながら、 「新天皇ご一家
の振る舞いを 『マイホーム主義的』 などと非難する論調が目立った」。 批判の中心は 「民間か
ら嫁ぎ、 庶民的で開かれた皇室のアイコンであった皇后さまに向かった」。 皇后は同年 10 月
の誕生日の宮内記者会への文書答で一連の報道に反論した。 「事実でない報道には、 大きな
悲しみと戸惑いを覚えます。 批判の許されない社会であってはなりませんが、 事実に基づかな
い批判が繰り返し許される社会であってほしくはありません」。 その誕生日の朝、 皇后は突然倒
れ、 身体はすぐ回復したものの失語状態が続いた。 「長期に及び心に大きな傷を受け」 たこと
が原因だった。
「うつつにし言葉の出でず仰ぎたる この望 ( もち ) の月思ふ日あらむ」
その頃に皇后が詠んだ歌である。 うつつ （現実） が比喩でないところに悲劇があった （東京
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2018/4/24）。
家族の衝撃は大きく、 長女の黒田清子氏 （現、 当時紀宮） は、 2005 年に皇族として最後の
誕生日の記者会見で、 その頃の皇后について触れている （宮内庁ホームページ 「紀宮さまの
文書回答全文」 2019/2/17 閲覧、 日経 2018/12/15）。
「言葉が出ないというどれほどにかつらく不安な状態の中で、 皇后さまはご公務を続けられ、
変わらずに人々と接しておられました」
「振り返ると、 暗い井戸のなかにいたようなあの日々のこと自体よりも、 誰を責めることなくご自
分の弱さを省みられながら、 ひたすらに生きておられた皇后さまのご様子が浮かび、 胸が痛み
ます」
そして 「私が日ごろからとても強く感じているのは、 皇后さまの人に対する根本的な信頼感と、
他者を理解しようと思うお心です」 と続け、 皇后の次の言葉がよく心に浮かぶという。
「誰もが弱い自分というものを恥ずかしく思いながら、 それでも絶望しないで生きている。 そうし
た姿をお互いに認め合いながら、 懐かしみ合い、 励まし合っていくことができれば…」
先の日経の記事は、 当時、 天皇皇后が模索していた象徴天皇像の核心とは 「戦没者や遺族、
障害者、 被災者らの傍らに立ち、 人々の負った 『傷』 を回路に社会の融和を祈ることだった」
と明らかにし、 こう記事を結ぶ。 「バッシング報道が両陛下に与えた影響があったとしたらそれは
何か。 理想とする象徴行為を一層、 『全身全霊』 で果たされる契機になったこと。 メディアを通
じ国民の目に映る自画像を、 より意識されるようになったことであろうか」。

４． 改元と皇位継承儀礼
2018 年に入り連載企画記事のテーマに改元と皇位継承儀礼が目立ってくる。 元号について
は 12 本ほど、 皇位継承儀礼は 5 本ほどが数えられる。 参考として岩井克己 ・ 元朝日新聞記
者の 「宮中取材余話 皇室の風 連載 113 回～ 117 回 継承儀礼の過剰感Ⅰ～Ⅴ」 （雑誌 『選
択』 2018 年 1 月～ 5 月） を付け加えた （一覧表参照）。 それらの記事内容は昭和から平成へ
と移行する時代の皇室に関わる多方面の諸事象に及ぶが、 ここでは政権、 憲法とクロスする面
を中心に言及する。
①新元号をめぐる政府と保守派
日本の元号は 7 世紀の 「大化」 から現在の 「令和」 に至るが、 現在の形は明治時代に皇
室典範によって定められた。 「元号の本質は天皇が時を支配すること。 元号は古代から天皇が
定めてきた。 天皇による統治を強めるため、 明治時代に一人の天皇に一つの元号とする 『一
世一元』 の制が始まった」 （横田耕一 ・ 九州大学名誉教授。 朝日 2019/1/17）。
戦後、 日本国憲法が定められると元号は法的根拠を失い、 慣習とみなされた。 1970 年ごろ
から右派勢力が元号制定化運動を展開し、 1979 年に元号法が成立。 条文は、 「第一項、 元
号は政令で定める。 第二項、 元号は、 皇位の継承があった場合に限り改める」 がすべてである。
元号法によって、 元号決定に関する天皇の関与は記されておらず、 時の政権が元号を握ること
になった。 端的にいえば、 法律は元号決定権を天皇から取り上げ、 時の政権のものとしたので
ある。 とはいえ、 「平成」 決定の時は前例すなわち旧皇室典範による 「大正」 「昭和」 を踏襲
することによって行われた。 ところが今回、 天皇退位の展開となり、 新天皇即位前に元号を定
める可能性が出てきた。 そのため保守派 （右派） は改元前の元号発表に危機感を抱き、 「保
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守派 『天皇の元号』 を死守」 するため 「（元号の―筆者注） 事前公表 伝統破壊だ」 （毎日
2018/10/30） と叫ぶ事態となった。
しかし、保守派 （右派） を基盤とする安倍首相のもとでありながら、政権は新天皇即位 1 ヶ月前、
2019 年 4 月 1 日に新元号を発表することを決定した。 保守派の中核である日本会議と神道政
治連盟の百地章 ・ 政策委員はこう批判する。
「大変遺憾だ。 官邸の事務方は、 皇室の伝統を尊重する我々の主張に耳を貸さなかった」
「『大化』 以来、 元号は天皇が決めるのが伝統だった。 新憲法は天皇の国事行為を限定したた
め、 天皇に決定権はなくなったが、 新しい時代の理想や国家目標を定めるという元号の意味は
変わっていない」 （朝日 2019/1/17）。
一方、 さきの横田氏はこう語る。
「元号も元号法上、 国民のものとなったはずだが、 天皇の代替わりと連動して時の数え方が変
わることで、 『天皇の元号』 という意識が温存された。 政府と保守派の対立は、 国民主権と元
号をめぐる問題のありかを示している」 （同）。
横田氏 （1939 年生まれ） と百地氏 （1946 年生まれ） は天皇や憲法について政治的意見が
鋭く対立する世代である。 他方、 元号の社会的な面での影響を、 二人より若い世代の研究者
はどう見るか。 歴史家の磯田道史氏 （1970 年生まれ） は国民のメンタリティーへの影響を指摘
する。
「元号の国民に及ぼす心理的影響は歴史家の目から見ても大きい。 逆に言うと、 大きいという
経験値があるからこそ、 元号を変えることで人の心を一新することをやってきたわけです」 （産経
2019/3/20）。
鈴木洋仁・東洋大学研究助手 （１980 年生まれ） は元号が日常生活から乖離し、元号のカジュ
アル化がおきているという。 そして、
「いまの若い世代に、 元号が天皇の権威と結びついているという意識はほとんど見られない」
「退位で改元され、 上皇がいる時代は、 『天皇＝元号』 というイメージをいっそう薄れさせるだろ
う」 （朝日 2019/1/18） と分析する。 連載記事は政治的、 歴史的テーマ以外にも改元と企業活
動などにも言及している。 特に付け加えると、新元号を改元 1 ヶ月前に発表したのは、コンピュー
ターシステムの準備が必要であることが大きかったようだ （読売 2018/8/9、 日経 2019/1/10）。
②皇位継承儀礼 政教分離および女性皇族
元号と皇位継承儀式の連載記事は前回の 「平成」 時について、 状況を検証し問題点を挙げ
ている。 主なものは以下。 朝日新聞 「教えて！天皇の代替わり」 （2018/3/7 ～ 21）、 東京新
聞 「代替わり考 皇位継承のかたち」 （2019/1/8 ～ 14）、 読売新聞 「皇位継承」 （2019/2/28
～ 3/2）。
平成の皇位継承儀式は明治期の登極令をもとに行われた。 当時官房長官として実務を取り仕
切った石原信雄氏は、 「『前回は全部見直す余裕はなかった。 明らかに憲法に沿わないものは
変えたが、 それ以外は戦前を基本的に踏襲するのが国民の総意を得やすいと考えた』 と振り
返る」 （毎日 2018/4/30）。 しかし登極令は大日本帝国の一大イベントを前提としており、 日本
国憲法と齟齬をきたした。 最も問題となったのは大嘗祭における政教分離と規模の大きさだった。
折しも、 1960 年代の靖国国営化法案から愛媛玉ぐし料訴訟など政教分離問題は先鋭化してい
た時代だった。 大嘗祭関係でも訴訟が多発し、 国はすべてに勝訴したが、 大阪高裁の 「即位
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の礼 ・ 大嘗祭国費支出差止等請求控訴事件」 では判決に影響しない 「傍論」 で 「政教分離
規定に違反する疑いは否定できない」 と指摘された。 原告が上告しなかったため、 この大阪高
裁判決は確定した。
さきの石原氏は今回は 「大いに議論したらいい」 と話す。 だが、 菅義偉官房長官は 「平成
の式典は現行憲法下で十分な検討が行われた」 とし、 憲法問題の再燃を避けて、 前例踏襲
の基本方針を 2018 年 3 月に決定した。 この菅氏の 「十分な検討が行われた」 との見解に対
し、 元朝日新聞記者の岩井克己氏は 「往時、 現場で取材していた筆者にはとてもそうは思え
ない。 むしろ国論の亀裂を置き去りにして、 とにかく厳戒体制で辛うじて乗り切ったのが実情で
はなかったか」 （『選択』 2018 年 2 月号） と批判した。 岩井氏は同記事のなかで、 儀式後に
ただちに取り壊す大嘗宮建立を伴う大嘗祭について、 高松宮 （1987 年死去） が 「皇居の神
嘉殿でやればいいじゃないか」 と言っていたと伝聞で記し、 また、 昭和天皇が大嘗祭に備えて
「内廷費を積み立てなくてよいのか」 と心配していたことを挙げて、 「少なくとも往時は皇室の側
には巨額の国費支出を求める考えはなかったのである」 と結論づけている。
このことから秋篠宮発言の位置が明らかになる。 政府方針が決定した約半年後の 11 月、 53
歳の誕生日会見で秋篠宮は政教分離の面からも 「（大嘗祭を） 天皇家の私的費用の範囲内で
『身の丈に合った儀式』 とするのが、 本来の姿であるとの持論を語った」 （東京 2019/1/11）。
秋篠宮はまた、 大嘗祭の場として高松宮と同じく神嘉殿を挙げていた。 発言は突然ではなく、
皇室のなかに以前からある意思だったことがわかる （『ラーク便り』 81 号、 藤田庄市 「秋篠宮親王発
言 『大嘗祭と政教分離』 の必然性」 参照）。
また、 今回の皇位継承儀式の最初の 「剣璽等承継の儀」 に女性皇族が参列しないことを、
連載記事は事前に問題提起をした。 前回は登極令には女性皇族について書かれていないの
で議論にならなかったという。 しかし、 今回は時間があるにもかかわらず女性皇族参列につい
ての議論はなされなかった。 なぜか。 「保守派は、 参列を認めると 『将来の女性、 女系天皇
につながりかねない』 ことを警戒している」 （読売 2018/11/3） ためだった。 「（同儀式は） 憲
法で 『内閣が責任を負う』 と定める国事行為として行われる。 前例の踏襲であるとしても、 政
府が自ら男女平等の社会理念に反する方針を選択したことに疑問の声は少なくない」 （東京
2019/1/14）。

おわりに
以上、2 回にわたり平成の天皇 （制度） に関する連載企画記事の紹介と若干の分析を行なっ
た。 結論を先にまとめれば次のように言えるのではないだろうか。
平成の天皇は皇后と共に、近代天皇像からの離脱に成功し、歴史にきざまれる象徴天皇となっ
た。 天皇自らが明確な言葉で近代の天皇制度を批評したことがないので国民もなかなか気付
かなかった。 だが、 大日本帝国憲法の君主でないことはもちろん、 「君主」 意識を戦後も引き
ずっていた戦後の昭和天皇の延長線上にもいなかった。 じつに日本国憲法に規定のない公的
行為を象徴の具体的内実として、 皇太子時代から、 結婚後は皇后ともども構築し続けた。 その
根底にあったのは、2016 年 8 月の 「おことば」 にあるように 「人々への深い信頼と敬愛」 であっ
た。 それも抽象的なものでなく、 「旅」 において出会った現実の人々、 「国内のどこにおいても、
その地域を愛し、その共同体を地道に支える市井の人々」 である。 「国民の安寧と幸せを祈る」
のも具体的な国民の一人一人をイメージできる土台があってこそであり、 それゆえに皇室行事
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を歴代天皇以上にも増して、熱心に継続してきたのであろう。 以下、①戦争犠牲者慰霊とその心、
②人々と等しい目線、 ③皇室改革、 ④政府、 宮内庁の存在、 の 4 項目に分けて述べたい。
①戦争犠牲者慰霊とその心
平成の天皇皇后が行ってきた戦没者の慰霊は 「靖国の論理」 からの離脱であり、 戦争の反
省と平和と国際友好への道だった。 日本人戦没者 （兵士も民間人も） と同時に、 交戦国兵士、
中国 ・ 朝鮮の人々、 戦場とされた国の人々、 すべての戦争犠牲者の慰霊である。 8 月 15 日
の全国戦没者追悼式の 「おことば」、 外国訪問においての行為と言葉、 中国や韓国の国賓を
迎えた席での言葉がそれを示している。 サイパン以降の海外での慰霊実現への熱意には、 天
皇の名によって行われた戦争の責任を引きうけようとする無言の気迫が感じられる。
それだからこそ戦争の風化に対して、 人々に繰り返し記憶と自覚の喚起を促すのであろう。
②人々と等しい目線
昭和天皇の 「君主的天皇」 から離脱した平成の象徴天皇を鮮やかに印象づけるのは、 人々
と等しい目線の高さである。
それが顕著に可視化されたのが被災者、 障害者など社会的に困難な立場に置かれた人々と
の交流のときの光景である。 「ひざまずく」 スタイルは、 同じ目線で一人一人に話しかけるので
あれば必然であった。 天皇皇后が、人々の状況を知り、忘れないことを国民は知っていった。 「国
民統合の象徴」 の具現化だった。
③皇室改革
め の と
皇室改革は天皇皇后にとって象徴天皇を確立するための基礎だった。 その一歩は、 乳人制
度の廃止と天皇家の家庭を築くことだった。 「人情」 が理解できるには、 家庭の存在と人々と
の交流が必要であることを、 天皇は結婚前にすでに察知していた。 皇室の情報公開も進めた。
膀胱がんの手術や心臓手術の際の経過の公表は、 昭和天皇のときには想像できないことだっ
た。 天皇の記者会見も初めて行われた。 1989 年の記者会見では、 当時の時代背景から， 天
皇の戦争責任にからんでの 「言論の自由」 や国家と大嘗祭に関して 「信教の自由」 の質問が
なされた。 天皇の葬儀と陵の簡素化の提言と一定程度の実現 （策定は宮内庁） も皇室改革の
一つだった。 皇居も少しずつ開放を図った。
④政府、 宮内庁の存在
天皇は憲法に規定された存在である。 連載企画記事からうかがえるのは、 君主としての 「近
代天皇像」 からの離脱をはかる天皇皇后に対して、 無理解ないし立ちはだかったのは、 政府、
宮内庁であるということだ。 退位問題を振り返ってみよう。 2010 年に、 天皇が 「譲位」 を提起
した際、 宮内庁幹部らは理解できなかった。 ということは、 その時点ですら象徴天皇の在り方
自体をよくわかっていなかったということになる。 2015 年に宮内庁が退位を安倍政権に伝えても、
政権は退位を握りつぶそうとした。 皇統維持にかかわる女性天皇、 女性宮家についても冷淡の
ままであり、 一方、 「令和」 改元の政治利用はあからさまだった。
天皇は憲法上、 「内閣の助言と承認」 のもとに置かれる。 具体的には、 首相官邸と宮内庁が
もっともかかわりが深い。 この権力との関係は、 象徴天皇制度の根本的な問題としてありつづけ
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る。 日常的なその渦中で象徴天皇像を創出した平成の天皇について、 日本経済新聞の 「平
成の天皇と皇后 ――30 年の歩み」 最終回はこう伝えている。
「昭和時代には考えられなかった天皇像に対する抵抗を “力業” で突破し、 自身の信じる道
を貫き通すには、屈しない意思が必要だった。昭和の前例をそのまま踏襲する方がずっと楽だっ
たはずだ。 しかし、 『国民から超越した非人間的な存在であれ』 という近代以降の天皇に要請
された役割をよしとせず、人間的で人々に寄り添う 『国民の象徴天皇』 を追い求めてきた」 （日
経 2019/4/27）
平成の天皇はおそろしく 「本質的に強い男」 だったのである。
しかし、 今、 分断社会が進む中で、 もし、 国民が 「統合の象徴」 天皇に解決への期待をこ
める事態となれば、 それはなにをもたらすか。 原武史 ・ 放送大学教授は次のように強調する。
「本来は国民が選んだ政治家がその役割を果たすべきだ。 もはや天皇皇后しか分断した社会
を統合する役割を果たせないなら、 民主主義にとって極めて危うい。 超国家主義が台頭した昭
和前期のようになりかねない」。
そして 「国民が天皇をおそれ多いと思う戦前以来の感情が消えず、 天皇制について議論不
能になるのは深刻な問題」 （東京 2019/4/2） と警鐘を鳴らしている。

天皇退位関連 新聞連載企画一覧
年

期間

媒体名

連載タイトル

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

2018 1.1 ～ 1.4
1.15 ～ 2019.4.23
1.29 ～ 3.5
2.2 ～ 2.22
3.7 ～ 3.21
3.5 ～ 3.8
3.24 ～ 3.26
3.26 ～ 3.27
4.7 ～ 2019.3.30
4.25 ～ 4.30
4.30 ～ 5.4
4.30 ～ 5.4
6.8 ～ 6.10
6.9 ～ 6.14

産経新聞
東京新聞 夕刊
日本経済新聞
東京新聞 夕刊
朝日新聞
朝日新聞
東京新聞
朝日新聞
日本経済新聞
毎日新聞
東京新聞
徳島新聞
東京新聞
東京新聞 夕刊

象徴 次代へ 皇太子さまの問い
象徴のうた 平成という時代 永田和宏
ひたむき 皇宮警察学校
御料牧場の四季 皇室の農を探る
教えて！ 天皇の代替わり
平成と天皇 第 5 部 元号を追う
象徴天皇と平成 第 2 部 沖縄の旅
平成と天皇 沖縄との対話
平成の天皇と皇后 ― 30 年の歩み
代替わりへ 平成あと 1 年
象徴天皇と平成 第 3 部 退位まで 1 年
皇室を守る 昭和平成次代へ
象徴天皇と平成 第 4 部 被災地へ
御料牧場の四季 皇室の農を探る 春～初夏

連載回
数
3回
63 回
5回
3回
8回
3回
3回
2回
51 回
5回
5回
5回
3回
3回

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

6.18 ～ 6.22
6.21 ～ 6.22
7.28 ～ 7.29
7.30 ～ 7.31
8.2 ～ 8.3
8.6 ～ 8.14
8.6 ～ 8.18
8.7 ～ 8.11
8.9 ～ 8.10
8.9 ～ 8.14

毎日新聞
東京新聞
北海道新聞
朝日新聞
東京新聞
朝日新聞 夕刊
京都新聞
読売新聞
朝日新聞
読売新聞

象徴として 第 2 部 共に歩む
象徴天皇と平成 第 5 部 沖縄文化
天皇と北海道
平成と天皇 第 6 部 元号はいま
元号と政治
平成とは 取材メモから 始まりの日々
同い年の戦後 天皇退位 平成最後の夏
迫る改元 現状と課題
平成と天皇 第 7 部 メディア発信
平成の天皇 戦争と平和

4回
2回
2回
2回
2回
7回
11 回
5回
2回
5回
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73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

8.14 ～ 8.15
8.15 ～ 8.19
10.3 ～ 10.12
10.14 ～ 10.19
10.17 ～ 10.19
10.18 ～ 12.27
10.20 ～ 10.23
10.30 ～ 11.2
11.2 ～ 11.4
11.23 ～ 11.29

83
12.11 ～ 12.12
84
12.13 ～ 12.17
85
12.18 ～ 12.22
86
12.23 ～ 12.24
87 2019 1.3 ～ 1.5
88
1.7 ～ 1.11
89
1.8 ～ 1.14
90
1.17 ～ 1.23
91
121 ～ 1.24
92
2.5 ～ 2.9
93
2.10 ～ 2.14
94
2.23 ～ 2.24
95
2.24 ～ 2.25
96
2.26 ～ 2.28
97
2.28 ～ 3.2
98
3.19 ～ 3.21
99
3.19 ～ 3.25
100
3.23 ～ 3.28
102
3.25 ～ 3.27
103
3.26 ～ 3.30
104
4.6 ～ 4.24
105
4.9 ～ 4.11
106
4.10 ～ 4.12
107
4.11 ～ 4.20
108
4.20 ～ 4.27
109
4.21 ～ 4.24
110
4.24 ～ 4.26
111
4.26 ～ 4.27
112
4.27 ～ 4.28
113
4.28 ～ 4.30
114
4.28 ～ 4.30
115
4.28 ～ 4.29
116
4.29 ～ 4.30
117
4.28 ～ 4.30
118
4.30 ～ 5.2
119 参考 2018.1 月 号 ～ 5
月号

東京新聞
読売新聞 長野版
朝日新聞
読売新聞
毎日新聞
読売新聞
朝日新聞
毎日新聞
読売新聞
朝日新聞

象徴天皇と平成 第 6 部 戦争と平和
陛下と信州
平成と天皇 第 8 部 外国訪問
平成の天皇 皇后さま
象徴として 第 3 部 美智子様の歩み
皇居の自然
平成と天皇 皇后を語る
代替わりへ 平成あと半年
改元まで半年
平成＠栃木 皇室ゆかりの人々

2回
5回
4回
5回
3回
11 回
3回
3回
3回
5回

信濃毎日新聞
毎日新聞
毎日新聞
朝日新聞
産経新聞
日本経済新聞
東京新聞
朝日新聞
毎日新聞
中国新聞
東京新聞
朝日新聞
産経新聞 千葉版
毎日新聞
読売新聞
読売新聞
産経新聞
読売新聞
東京新聞
日本経済新聞
東京新聞
毎日新聞
読売新聞
朝日新聞
毎日新聞
朝日新聞
毎日新聞
朝日新聞 千葉版
東京新聞
読売新聞
産経新聞
秋田魁新報
読売新聞 静岡版
朝日新聞 静岡版
読売新聞 千葉版
雑誌 「選択」

歌会始と信州 平成最後の開催を前に
代替わりへ 沖縄と元号
象徴として 第 4 部 天皇陛下を語る
平成と天皇 つないだ責務
象徴 次代へ 皇太子ご夫妻の 「覚悟」
迫真 迫る代替わり
代替わり考 皇位継承のかたち
元号を考える 識者にインタビュー
代替わりへ 改元と記録
退位を前に 天皇とヒロシマ
象徴天皇と平成 第 7 部 最も有名な家族の 30 年
新天皇と新皇后 即位を前に
陛下と千葉
代替わりへ 元号と東アジア
皇位継承のかたち
日本人と元号
改元に思う
平成の天皇 象徴の継承
象徴天皇と平成 第 8 部 半藤 ・ 保坂氏対談
改元 その時
皇室担当がみた象徴天皇
象徴として 第 5 部 夫婦の歳月
皇室とスポーツ
平成と天皇 両陛下と私
代替わりへ 両陛下とわたし
平成と天皇 第 9 部 令和への課題
代替わりへ 象徴と政治
記者が会った両陛下
代替わり考 旅の終わりに
感謝のノート 両陛下への思い
象徴 次代へ 両陛下の願い
平成大嘗祭の裏側
平成時代 静岡と皇室
水辺の思い出 天皇と静岡
皇室と千葉
宮中取材余話 皇室の風 継承儀礼の過剰感Ⅰ～Ⅴ

2回
3回
4回
2回
3回
5回
7回
4回
3回
5回
4回
2回
2回
3回
3回
3回
5回
5回
3回
3回
6回
3回
3回
5回
8回
3回
2回
2回
2回
3回
3回
2回
2回
3回
3回
5回
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