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第二部  天皇制を巡る若干の歴史的考察 
 

I. はじめに―留意点 
    去る 8 月 8 日の天皇の生前退位の意向表明以来、これを巡って様々な議論が交わ

されているが、それに関連して、改めて「歴史をどう認識するか」という問題が浮か

び上がってくる。以下は、天皇制に関して若干の歴史的考察を試み、そこから何らか

のヒントを探る作業の一環であるが、その際には下記の諸点に留意する必要がある。 
 

・歴史とは何か？ 
様々な考え方があろうが、ここではとりあえず、「個々の史実の物語化」と捉えておく。 

ここで史実とは「点」であり、物語は「線・面」である。我々は、史実を物語化する 
ことによって過去を振り返り、そこから将来への展望や指針を汲み取る。「歴史から学ぶ」

とはそういう意味であることをまず押さえておきたい。 
 
・「史実」について 

物語を構成する際の「史実」は「史（資）料」（一次・二次）によって確認されるが、

その量と質の双方に限界がある以上、その選択過程においてバイアスが入り込むのを 
避けることが出来ない。自分にとって好都合な、あるいは居心地の良い史料（情報）のみ

を選択しようとする誘惑は常に存在する。バイアスを完全に除去することは不可能であ

るが、少なくとも常にその存在を意識し、自覚的にその影響を極小化する努力を怠って

はならない。 
 

・「物語」について 
同様のバイアスは、史料・史実の選択過程のみならず、物語を紡ぐ過程においても

入り込む。紡がれる物語には、語り部の特質・性格、そして将来への願望が反映され、

したがって、必然的に自己の信仰・信条告白という性格を帯びる。そうした特性・願

望は、幼少期から現在に至る個々人の人格形成過程で「刷り込まれた」ものであり、

それを完全に消し去ることはできないが、それがどのような経過を辿って現在に至

ったか、どのようにして自己の内に定着したかを常に自覚的に意識し、それによっ

て無用の混乱が生じないよう十分注意する必要がある。 
 

・「言葉」について 
史実を物語化する過程では、ある特定の「言葉」が相手方に強い情緒的・感情 

反応を引き起こし、冷静・客観的な議論を不可能にする場合がしばしば起こる。 
相手方のそうした反応の背後には、上記のような各自の人格形成過程における 
「刷り込み」ないしは「思い込み」があるのであるが、本人はそれを、「絶対的な 
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真理」「あるべき姿」と考え、それに対する批判を、自分の全存在、ないしは自分の

家族・親族あるいは敬愛する人への人格的攻撃として受け止める傾向がある。こう

した反応がしばしば暴力化する傾向があるのはそのためである。 
 
上記のような傾向は、とりわけ天皇制に関する議論においてしばしば見られる。

議論を実りあるものとするためには、言葉を極力正確・客観的に定義し、それを相手

方と共有することによって、そうした言葉が持つ情緒的意味を可能な限り排除する

努力が必要である。 
 
  （参考 1） 

 昭和初年から 20 年頃までに幼少期を過ごした者に植えつけられた天皇制の 
イメージは、その人のおかれた環境によってさまざまなものがあろうが、例えば 
次のようなものが頭に浮かぶ（昭和天皇関連に限定）。 
 
  戦前―皇統賦・教育勅語の暗唱・新年の皇居遥拝・学校内に御真影安置 

 白馬上の大元帥陛下の写真・「天皇陛下万歳」三唱・玉砕賛美 
焦土を視察する天皇一行の写真   

     終戦―終戦の詔勅（ラジオ放送）とそれを聞く人々の反応 
 皇居前広場における国民の土下座・号泣 

     戦後―マッカーサー元帥訪問時の写真  
        人間宣言・教科書中の関連事項の墨塗り  

各地巡啓に際しての国民の大歓迎 
     天皇誕生日を祝する宮殿前の国民の歓声 
     逝去時における（マスコミを含む）一斉自粛ムード 

 
  （参考 2）坂本多加雄「日本の近代―明治国家の建設」（中央公論社 1999）より抜粋 

「・・・私たちが歩むべき道は、過去についてのある特定の物語を絶対化して、 
それをもとに特定の未来像に拘束されるといった隘路に陥ることなく、日本

近代史について、さまざまな立場からの全体像を仮説的に提示する試みを 
展開し、それに応じたさまざまな未来像を思い描くことなのであろう」 

 
（参考 3）三谷太一郎「学者はナショナリズムの防波堤たれ」（「学問は現実にいかに関

わるか」（東京大学出版会 2013）より抜粋 
「歴史と国家を支える価値観とは無関係ではありえない。歴史の成立は国家の

成立の一部とさえいえる。近代国家において、歴史はナショナリズムの精神的

な推進力になってきた。国家は歴史なくして存続しえない」 
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     「国家と不可分の歴史は、現実には相互に競合する複数の歴史からなっている。

複数の歴史が競合することによってのみ、歴史は国家的価値から自由であり得

る（ただし、歴史が学問的な検証を経た史実によって裏付けられなければなら

ないのは勿論である）」。 
 
     「自虐史観はよくないが、自愛史観はもっと悪い。ナルシシズムは政治判断を狂

わせ、政策決定を誤らせる」 
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II. 古代から明治まで 
  1．王権の発生とその継承過程 

     ・日本列島住民の起源 
長期にわたるシベリア（北）・中国大陸（西）・東南アジア（南）からの移住・ 
定着・混合 

  ・縄文・弥生時代へ 
集落（「ムラ」）の形成 

 ・首長（オサ）の出現 
首長の権力・権威（両者不分離）の源泉 
強大な武力による支配・住民の安全庇護（防衛のための環濠集落群） 
自然への畏怖・先祖崇拝を背景とする霊的存在（カミ）の体現者＜天孫神話＞ 
祭祀（マツリ）の主宰者（シャーマン―青銅器祭器はそのシンボル） 
「マツリ」（祭）から「マツリゴト」（政）への発展 

（シャーマンから王＜オウ＞へ） 
・共同体連合（「クニ」）の成立 

例：吉野ヶ里（九州）、唐古・鍵（奈良）遺跡 
・倭国大乱の時代 

卑弥呼擁立（邪馬台国―大和・ 北九州説） 
・大和王権の出現（4～5 世紀） 

倭（＝大倭・大和）勢力の支配圏拡大（纏向遺跡＜磐余＞―河内） 
全国的勢力伸長（神話に反映―筑紫・出雲・吉備・播磨・讃岐等の服従） 

    当初は倭王家と他の豪族（葛城・和邇等）・有力地方豪族の同盟による連合体 
 ・大和政権への権力集中（5～6 世紀） 

     ・葛城・吉備勢力の没落、筑紫磐井の乱鎮圧 
     ・地方豪族を国造（クニノミヤツコ）に任命（大和政権の地方官） 
       屯（ミヤケ）の管理を委任（国造領内の倭政権の政治的拠点）・部民の設定 
       この間、渡来人が大挙流入（高句麗による百済征服の影響） 
     ・大王即位のプロセス 
       群臣による新大王の推挙 

登壇即位・群臣からの璽（神器）奉呈・新大王による群臣の任命 
（終身即位―登壇地を新宮とする歴代遷宮の慣習） 

 
     （参考 1）上記に関連する主要歴史文書 

        後漢書東夷伝（「金印」賜授の事実）、 漢書地理志（「倭」「倭人」） 
        魏志倭人伝（倭の 5 王についての記述） 
          古事記（712）・日本書紀（720）・続日本紀（797）―天皇記・国記は焼失 
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（参考 2）呼称の問題 
当初は「王」または「大王」（オオキミ）、対中国では「天王」も使用  

「治天下大王」（オサムまたはシロシメス）―連合政権の盟主 
「天皇」の称号は天武朝に始まるという説が有力（木簡発掘） 
「現神御字天皇」（アキツミカミトアメノシタシラシメススメラミコト） 
漢風諡号は奈良時代後半に選定 

          例：和風名称―大泊瀬幼武（オオハツセノワカタケル） 
漢風諡号―雄略天皇 

        「日本」の呼称は 702 年に遣唐使が初めて使用（天武・持統朝） 
 

・古代王家系譜と特記事項 
       魏志倭人伝による「倭の五王」―資料と事実との対応関係には諸説あり 
        讃（応神・履中・仁徳？）・珍（反正？）・済（允恭）・興（安康）・武（雄略） 
       仁徳系から継体系への変化（なかば伝説の時代） 
       応神―仁徳（応神の第 4 皇子）・・・         

  ・・・応神 5 世・・・継体（507～）… 安閑（？）・宣化（？） 
 

以下については概ね事実の裏付けあり（資料的裏付けが存在―赤字は女帝）  
        欽明（539～）―｛継体の嫡子｝ 
                仏教伝来  蘇我・物部抗争（物部滅亡・蘇我台頭） 
        敏達（572～）―｛欽明の第 2 皇子｝ 
                皇后額田部皇女（後の推古） 
        用明（585～）―｛欽明の第 4 皇子｝ 
        崇峻（587～）―｛欽明の第 12 皇子｝ 

蘇我馬子が擁立、後に暗殺 
推古（593～）―｛額田部皇女が即位｝ 

初の女帝  皇太子：厩戸（推古の甥） 
 

舒明（629～）―｛敏達の皇子押坂彦人の子｝ 
皇后宝姫王（後の皇極・斉明） 
皇子―葛城（後の天智）・大海人（後の天武） 

皇極（642～）―｛舒明没後皇后宝姫王が即位｝  
                  乙巳の変（645―蘇我本家＜蝦夷・入鹿＞滅亡） 

   叔父軽皇子へ初の生前譲位（―孝徳） 
孝徳（645～）―   難波宮遷都 

皇太子：中大兄            
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        斉明（655～）―｛皇極が重祚｝、有馬皇子刑死 
 白村江で唐・新羅連合軍に大敗（663） 

        天智（668～）― ｛中大兄が最終的に即位｝ 
 近江遷都 

 
       ｛この間に「壬申の乱」発生（671） 

大友（皇子・大政大臣＜皇太子執政＞）対大海人（皇弟）の皇位争い 
大海人は吉野からの道中で伊勢神宮の支援を受ける 
大友敗戦・自殺｝ 

 
        天武（673～）―｛大海人が即位｝ 

 飛鳥浄御原宮遷都 
皇后：鵜野(天智の次女) 
皇子：草壁・大津・高市・川島・忍壁・施基 

草壁皇子立太子 
         持統（687～）―｛天武の皇后鵜野が即位｝  

藤原京遷都（694） 
大津皇子謀反刑死 草壁皇子病死 
高市皇子立太子―後死亡 

                 草壁の子軽皇子へ生前譲位（文武―持統太上天皇）  
        文武（697～） ― ｛首（オビト）皇子誕生（後の聖武。母は藤原光明子）｝ 

草壁妃阿閇皇女へ生前譲位（元明―文武太上天皇） 
        元明（707～）―  ｛阿閇皇女即位｝ 

氷高内親王へ生前譲位（元正―元明太上天皇） 
                 平城京遷都（710） 
        元正（715～）―  ｛氷高内親王即位 首皇太子へ生前譲位（聖武）｝ 
        聖武（724～）― ｛首皇太子即位 元正太上天皇｝ 
                   藤原家勢力拡大―長屋王（高市の子）の変（光明子立后）   

阿部内親王立太子（後の孝謙） 
                  皇宮変遷―恭仁宮・紫香楽宮・難波宮・平城京帰還（745） 
                 大仏建立開始 聖武出家 
            孝謙（749～）― ｛阿部内親王即位  聖武太上天皇｝ 
                  大仏開眼供養会（752） 

   皇太子大炊王へ生前譲位（淳仁） 孝謙太上天皇               

        淳仁（758～）― ｛孝謙・淳仁間不和（皇権分裂）｝ 
                    藤原仲麻呂（恵美押勝）の乱（764） 
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        称徳（764～）― ｛孝謙皇位復帰｝ 
道鏡大乗大臣（法王） 和気清麻呂配流 
白壁王（天智孫）立太子（称徳死後） 

        光仁（770～）― ｛白壁王即位｝ 
道鏡左遷 
山部親王（母高野新笠―百済渡来系）立太子 
｛山部親王に生前譲位（桓武） 光仁太上天皇｝ 

        桓武（781～）―  長岡京遷都（784） 
早良皇太子謀反嫌疑（配流・死亡）、安殿親王立太子 
平安京遷都（794） 

 
（参考）古代以降の即位式の変遷 

         古代伝統（天皇＝神の扱い―天智時代の「不改常典」に則る儀式） 
          衣服―帛衣（白一色） 

 宣命発出主体―「明神」「現御神」（アキツミカミ） 
 百官―柏手（カシワデ）数十回 
即位式においては、中臣が天神の壽詞を奏し、忌部が神璽（鏡剣）を 
奉った後に高御座に着座 

 
聖武朝以降中国風へ接近（「内裏式」に則る儀式） 
 衣服―中国風礼服・礼冠 

       宣命発出主体（上に同じ） 
       百官―拝舞 
     （桓武以降） 
       践祚の儀（先帝譲位ないし死去の際）に剣璽渡御、その後即位式にて高御座

に着座 
       桓武・文徳による「郊祀祭天」の儀（天壇で天帝と王朝の始祖を祭る）は 

制度化されずに終わる 
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2．平安期以降江戸期に至る皇室関連特記事項 
   （1）平安期歴代天皇系譜 

桓武（782～＜坂上田村麻呂＞）―平城（806～）― 
   嵯峨（809～＜最澄・空海＞） ― 

淳和（823～＜遣唐使＞）   ―仁明（833～）―文徳（850～）―  
清和（858～＜貞観の災害＞） ―陽成（876～）―光孝（884～）―宇多（887～）  
醍醐（897～＜菅原道真左遷・古今集＞）―  
朱雀（930～＜平将門の乱＞） ―村上（946～）―冷泉（967～）―円融（969～） 
花山（984～）― 一条（986～）―後一条（1016～）―後朱雀（1036～）― 
後冷泉（1045～）― 後三条（1068～）― 
白河（1072～＜院政の確立＞） 

 
平安期において天皇・皇太子・太上天皇間の関係が明確化 

（それまでは確定したルール不在） 
天皇の即位式と前後して立太子の儀が行われ、封戸（経済的基盤）を賦与 
譲位後の天皇と現天皇との関係―天皇による太上天皇号の奏上 

（前・現天皇間の権能をめぐる軋轢を排除する目的―事例―淳仁 vs 孝謙、

平城 vs 嵯峨）  
「新選姓氏録」の編纂（815）による系譜伝承の確定（家系の位置を確認―天皇は 

対象外） 
 

（2）摂関政治 
藤原北家の嫡流が天皇の外戚の地位を独占、摂政関白として天皇大権を代（摂

政）ないしは補佐（関白）する体制。天皇は藤原氏の女性を生母とする 
 
      藤原良房（天皇の外祖父）太政大臣就任（857）―これまでは本人死後贈与 
        同        摂政就任（869）  ―応天門の変（866）の後 

藤原基経 関白就任（884）         ―最初の関白位 
摂関系譜 

      良房・・・道隆―道長（1016～）―頼通・・・兼実（1186）・・・       
 

 
（参考）藤原氏系譜 

      藤原鎌足―不比等（中臣鎌足次男） 
           娘宮子は文武の夫人（首皇子＜聖武＞の母） 
           異母娘光明子は聖武の皇后（臣下の女性としては最初） 
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      藤原不比等―武智麻呂（南家）房前（北家）宇合（式家）麻呂（京家） 
737 年全員天然痘で死亡 
平安中期後は北家が支配（摂政・関白独占） 
 

    （3）院政（1072～） 
     上皇（院）が、直系子孫である天皇を後見する立場から最高権力を掌握する体制 
     「院宣」によって「国家大事を裁断」。上皇 vs 天皇、複数上皇間の権力争い頻発 
 
     白川院時代における源氏・平家の利用とその変遷―後の源平対立につながる 
       保元の乱（1156）―鳥羽院死後の後継者争い 
                 崇徳院（平忠正・源為義） vs 後白河（平清盛・源義朝） 
       平治の乱（1159）―反信西クーデター、二条 vs 後白河の対立 

源義朝に対する平清盛の勝利（頼朝・義経流浪） 
平家全盛（清盛太政大臣＜1167＞）―頼朝による平家打倒（1185）  

 
（参考）天皇と院との関係一覧（部分） 
 

     （天皇）               （院） 
   後冷泉（1052） 

後三条（1068）               
   白河（1072）         ・・・・・・後三条 
   堀河（1086）鳥羽（1109）崇徳（1123）・・・白河（1086～1129） 鳥羽 
   近衛（1141）後白河（1155）  ・・・・・・（不在） 
   二条 六条 高倉        ・・・・・後白河（1158～1179，1181～1192） 
   安徳（1168）         ・・・・・・高倉 

後鳥羽（1185）        ・・・・・・後白河 
安徳 
土御門（1198～）       ・・・・・・後鳥羽 

 
（4）鎌倉・室町期における特記事項 
・鎌倉幕府成立（1180～居所を鎌倉とする 1192～頼朝征夷大将軍任命） 
頼朝（～1199）―頼家（～1204）―実朝（～1219） 

実朝暗殺後将軍として京都より藤原頼経派遣 
頼経の子頼嗣が襲職 
将軍頼嗣と執権間の争い 頼嗣廃職 後嵯峨皇子宗尊親王を招請（1252～）      
以後親王クラスを京都より招請して将軍とし、北条氏が実権を握る体制が確立 
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    （参考）執権の系譜  
       ｛北条時政・政子｝―義時―泰時―経時―名時―政村―時頼（1247～）― 

時宗（1263～） 貞時（1284～） 高時（1311～1333―北条家滅亡） 
 

1221 後鳥羽帝による幕府（北条家）打倒の試み（承久の変）―失敗 
後鳥羽・順徳・土御門 3 上皇配流 朝廷の権威低下・京都荒廃 

     1274 文永の役 1281 弘安の役 
蒙古の敗退は「神国思想」を生み、国家的統合に寄与 

 
・皇統分裂（南北朝） 
順徳（1210～）仲恭（1221～）後堀河（1222～）四条（1232～）後嵯峨（1242～） 

     後嵯峨の子後深草（持明院統）と亀山（大覚寺統）間の皇位争い――皇統分裂 
 

（北朝） 
    （持明院統）  後伏見―光厳―後光厳―後円融―後小松―称光 
    後深草―伏見―  （93）  （1） （4）   （5） （6－100） （101） 

（89） （92）   花園  光明 崇光・・・・・・・・・・後花園 
後嵯峨 （95）  （２） （3）             （102） 

（88）  亀山―後宇多―後二条 
    （90） （91）   （94） 

（大覚寺統） 後醍醐―後村上― 後亀山  （南北朝合一） 
            （96）  （97）  （99） 

（南朝）     長慶 
（98） 

 
この間、幕府は調停役として関与（幕府が果たした役割については、「積極的 

介入説」と「公家政権による幕府利用説」とがある） 
 

・南朝の盛衰 
      後醍醐帝（1318～） 

天皇親政意欲盛ん 六波羅襲撃失敗で隠岐配流 脱出 鎌倉幕府崩壊 
復位宣言（「建武中興」） 
 

後醍醐帝の恣意的・専制的な統治態様に公家社会の不協和音・武家の不満 
爆発 足利尊氏・直義中心に勢力結集 
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後醍醐帝は吉野へ（南朝＜1336～＞）  光厳帝は京都（北朝）に両統並立 
      後醍醐帝逝去後南朝衰退、北朝に吸収（1392） 三種の神器は北朝へ 
 
    （参考） 

明治時代における「南北朝正閏問題」（1911） 
      天皇の正当性の根拠の一つである連続性（万世一系）の取り扱いを巡る議論 
      明治天皇の勅定により南朝を正統と決定（水戸光圀「大日本史」の影響大） 

教科書の書き直し（時代区分名称―「南北朝」を「吉野朝」に） 
文部省責任者辞職  歴史学者の転向（史実を無視する傾向の一般化） 

 
    ・室町幕府の盛衰 

将軍系譜：尊氏（1338～）―義詮（1358～）―義満（1368～）―義持（1394～） 
―義量―義教―義勝―義政（1449～）…15 代義昭（1569～） 

     室町幕府最盛期―義満の時代（北山殿―公家政権の方式を準用） 
明の皇帝から「日本国王」の称号を得る（1401） 

室町幕府衰退期 
将軍・有力守護職間の家督争いに端を発する「応仁・文明の乱」（1467～1477） 
京都は灰燼に帰し、争いは地方へ拡大（守護職家の内部分裂） 
各地に「地域国家」が成立―戦国大名時代へと続く 
 

 （5）戦国時代における特記事項 
・戦国大名の上洛志向 

名目は朝廷・幕府の復興（例：長尾景虎―足利義輝）  
真の目的は、朝廷の権威による領国支配の正当化 

      （その例外は織田信長） 
    「殿中掟」を制定して将軍の権限を制約（足利義昭を利用後放棄） 
     朝廷からの叙爵を受けず。安土城に御幸の間を下に見降ろす本丸御殿を造営 

これに義昭が抵抗して室町幕府滅亡 
 
豊臣秀吉は徹底的に朝廷に接近（公武一統体制の構築） 

       官位急昇進、関白・太政大臣就任、豊臣氏賜姓、聚楽第行幸 
 
   ・徳川政権の成立 
      関ヶ原（1600） 
     徳川家康征夷大将軍拝名（1603） 

      大坂冬・夏の陣（1615） 
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3. 江戸期以降幕末に至る皇室関連特記事項 
 
   ・「禁中並公卿諸法度」（1615）―当時の天皇は後水尾帝 
      天子が習熟すべき諸芸能―学問および和歌に限定 
      官位執奏は幕府の権限（叙任行為のみが朝廷の役割） 
      「武家伝送」による朝廷・幕府間の連絡調整システム 
 
   ・公家社会の秩序確定 

天子・仙頭（上皇・院）・親王・公卿・地下 
      五摂家―公家（家礼）の主従関係  

関白の位置づけ 
 

   ・朝廷の権能を以下に限定 
      寺院の僧位・僧官職叙任、改元、国家的祈祷、暦の制定、神職等の編成 

奉幣使の派遣等 
 

   ・宮中・将軍家間の婚姻関係強化（徳川家貴種化の試み） 
      1620 秀忠娘和子 後水尾帝の女御として入内（かねて家康より申し出でたもの） 
         後水尾帝との関係悪化―「およつ御寮人」事件 

（幕府が宮廷内関係者を処罰―天皇譲位を申出―幕府恫喝―和子を中宮に） 
      1623 前関白鷹司信房娘孝子が家光正室として江戸へ下向（「御台成り」） 
         以後 歴代将軍はほぼすべて宮家ないし摂関家から正室を迎えることとなる 

（内親王降嫁は幕末の和宮＜徳川家茂＞が唯一の例） 
 
   ・その他宮中関連特記事項 
      1626 後水尾帝二条城行幸（大御所秀忠・将軍家光が接待） 
      1627 紫衣・上人号勅許事件 
          後水尾帝の対幕府感情悪化 

幕府への怒り大（春日局参内事件、御料所管理権の制約） 
      1628 後水尾帝譲位表明・決行―明正天皇（奈良時代以来 859 年ぶりの女帝出現） 
          病気も理由の一つであるが、幕府への不満が主たる背景 
      1634 秀忠死去 家光上洛（「御代替わり」）公武関係の修復をアピール 
          以後幕末の家茂まで将軍の上洛はない 
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4．幕末期より明治に至る皇室関連特記事項 
1853 ペリー来航 
1857 日米修好通商条約協議（ハリス vs 岩瀬・川路・井上） 

        大名の意見を聴取  協調路線概ね了承 
島津・松平・伊達・山内等は積極的―徳川斉昭は攘夷論だが条約承認 

自体には反対せずとの態度 
        朝廷の承認を取付けるための交渉（関白九条尚忠 vs 老中堀田正睦） 

九条関白・老太閤（全関白）鷹司政通は承認を働きかけ  
しかし、孝明帝（1846～66）が強くこれを拒否 

強い万世一系・神州意識  攘夷（夷―夷狄）に固執 
平公卿 88 人列参（強訴）事件後、朝廷は条約承認反対に決定 

        井伊大老就任（1858）  勅許なしで修好通商条約承認   
孝明帝激怒―水戸藩へ密勅発出―安政の大獄―桜田門外の変（1860） 

        公武合体論―和宮（孝明妹）家茂に降嫁 
朝権回復・王政復古のための「方略」という岩倉の建言を孝明了承 
 

     1866 徳川慶喜将軍職就任 孝明帝急死 幕府の長州征伐失敗 
     1867 討幕の密勅 

大政奉還（徳川支配権の維持が狙い） 
王政復古大号令（「神武創業への復帰」） 

1868 鳥羽伏見の戦い（戊辰戦争） 
江戸への「官軍（錦旗）」の進攻（天皇親征―有栖川宮は天皇の名代） 
江戸開城（西郷＝勝）  

       睦仁即位（祐宮―16 歳＜明治帝＞） 
五箇条の御誓文（天皇が天神地祇に誓うという形式をとる） 
明治改元（一世一元の制）  東京遷都  天皇伊勢神宮参拝 

     1869 戊辰戦争終結 
東京招魂社を九段に創設（戊辰戦争戦死者を祀る。後に靖国神社に改称） 

版籍奉還（藩主は知藩事に） 
 

（参考 1）幕末期の朝廷の機構と意思決定過程 
      摂家―近衛・九条・二条・一条・鷹司（関白・左右大臣は 5 摂家当主のみ就任） 
      その下に親王家（伏見・有栖川・桂・閑院）―精華家―大臣家―平公卿（128 家） 
        摂家は有力武家と血縁関係（「縁家」にあり、直接間接討幕運動を支援 
         （例：近衛―島津 鷹司―水戸徳川 三条―山内）  
      政務は天皇と関白が三公（左右内大臣）・両役（議奏・武家伝奏）に諮問して決定 
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   （参考 2）幕末以降の朝廷の権威復活の背景 
      ― 江戸時代における朝廷は、禁中並公家諸法度によって実質的政治権力から 

完全に排除されていたが、究極的な政治的権威の淵源であり続けたことに 
留意 

      ―幕府という制度の根拠は朝廷より下された「征夷大将軍」という地位に依存 
すなわち、形式的には天皇を頂点とする統治機構の一環という位置づけ 

        （例：家康を神格化するための「東照大権現」なる称号は朝廷に依頼して選定） 
      ―こうした法的構成を精神面から支援したのが「国学」の発達 

本居宣長・平田篤胤等が、古事記に天皇統治の根拠を求める 
（造化三神―天照大神―天孫降臨―歴代天皇） 

      ―民衆の間にもこれを受け入れる素地が潜在していたという事実に留意 
        （万物に神を見る汎神論的傾向、お伊勢参りの風習） 
      ―幕末期における「水戸学」の勃興 
        徳川光圀の大日本史編纂に起源（1672「史局」を設置－神武～御小松をカバー） 

徳川斉昭（1800～1860）によって推進 
   幕末西欧の脅威を背景とした「国体」観念の形成 

日本の独自性を万世一系の天皇統治に求める（天照大神＝天祖）  
          それに加えて、天皇には有徳君主（民の父母）であることが求められる 

（君徳培養を重視） 
 

 （参考 3）伊勢神宮を頂点とする国家神道体制・皇室祭祀体系の整備  
         1871 大嘗祭挙行―全国的規模で賜餞（伊勢神宮に対する国民的意識高揚） 
 
   5．中間総括 
      これまで見てきたところからも明らかなように、天皇およびその一族は、古代の 

一時期を除いて、政治的・経済的・軍事的勢力の中心、すなわち「政権」から遥かに

遠い存在であり続けた、というよりは、政権サイドから意識的にそうした地位に押し

込まれてきた。そして、もっぱら花鳥風月・宮廷儀式に明け暮れる日常を送っていた。

しかし、それにもかかわらず、歴史上、時の政権が何らかの困難に直面し、それを 
打開するためにある種の「権威」を必要とすると感じた場合には、その都度皇室に 
頼る動きに出たという事例には事欠かない。それはあたかも、いざという時に暗がり

から引き出してくる「神輿」のような存在であったということが出来る。 
 
 政権サイドのこうしたメンタリテイの背後にあるものは何か･･･いろいろな説明が

可能であろうが、皇室の「権威」の背後に、古代の記憶―神のお告げを伝えるシャー

マンとしての性格が潜んでいることは疑いのない事実である。政権側に（そして民衆
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の側に）神への惧れがある限り、神輿の役割が消滅することはない。一神教の国とは

違って、日本では神は森羅万象どこにでも宿っているから、神輿の出番がなく 
なることはあり得ない。 
 
 こうした、いざという時の政権サイドの天皇依存体質を利用して、岩倉をはじめと

する天皇側近の一群が、これまで手に入れることが出来なかった政権を幕府から奪還

すべく活発に動いたのが明治維新であった。かくして、古代の一時期には存在したと

考えられ、しかしその後は長らく分離を余儀なくされていた権力と権威との合体は成

功し、「万世一系」の天皇が 治
しろしめ

す神の国」が実現した。しかしながら、これが「国体」

として明示的に民衆の末端まで浸透するまでには、やはりある程度の時間と、政権サ

イドからの積極的な働きかけが必要であった。これが、以下の中心テーマである。 
 
  


