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                           2016.11.24 
天皇の生前退位の意向表明を巡って 
―改めて天皇制を考える―（第二回） 

 
はじめに（第一回会合＜10 月 27 日＞のレビュー） 
  
 先般の天皇による生前退位の意向表明は、新憲法の下で日本国および日本国民の「象徴」

とされている天皇という存在、及び、それに関連して、天皇制というものをどのように考え

ているのかという問いを国民に突き付けた。一歩間違えば憲法第 4 条（天皇は国政に関与す

べからず）に抵触する可能性のあるこの行為は、周到な準備と考え抜かれた言葉遣いとに 
よって、素直に国民に受け入れられたと言ってよい。 
 
 しかしながら、提起された問題の深さとその広がりは想像を超えるものがあり、一朝 
一夕に答えが出るようなものではない。急いで設置された有識者会議が、許された時間の 
中でできることは限られている。さしあたっての落ち着きどころは、生前退位を現天皇に限

って適用する特別法の制定であり、併せて、彼が内心望んでいる、制度の恒久的な変更、 
すなわち皇室典範の大幅改正にむけて、引き続き緊張感をもって検討を続けることを約束 
する、という程度のことではないかと想像されるが、最終的な姿がどのようになるのか、 
現時点では確定的なことは言い難い。 
 
今一つの解決法である公務の削減案については、全身全霊を挙げて公務を公平に遂行する

ところに象徴としての自らの存在意義があると考えている天皇の意に反することになるが、

有識者会議における議論の流れ次第では、あるいはそうした線で決着する可能性もないわけ

ではない。摂政案は、天皇の意向に反することは勿論、「象徴」という観念に照らしても疑問

のあるところであるが、有識者の中にはこの案を支持するものも少なくないようである。 
 
 この間、我々としては、ただ手をこまぬいて成り行きを見守るだけというようなことで 
あってはならない。この問題は、主権者たる我々自身に突き付けられているのであり、我々

自身が、それぞれの答えを見出すよう求められているからである。 
 
 こうしたことを念頭におきつつ、第一回の会合では、天皇制の歴史をそのそもそもの 
始まりから考察し、そこからどのような教訓が得られるか、それを将来に生かしていくには

どのようにすべきかを確認する作業から始めることとした。参加者全員が、天皇および天皇

制についてある程度の知識を共有することなく、各人勝手に直感的な結論を出すというよう

なことでは、折角の議論が生産的なものにならない（水掛け論になる）惧れがあるからで 
ある。冒頭で述べたことの繰り返しになるが、歴史の考察にあたっては、史料（資料）の 
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収集と選択、さらにはそれを「歴史」という物語に紡ぐ過程に必然的に潜んでいるバイアス

を自覚的に排除する努力が必要であることを、改めて強調しておきたい。 
 
以上のような点に留意した上で、第一回会合では、古代から明治維新にいたる天皇制の 

歴史について議論し、概ね以下のような結論を得た。 
 
 ・ある部族共同体を、自然の脅威や外敵から有効に守っていくためには、リーダー（首長・ 

王）の存在が不可欠である。王に選ばれるための要件は、まずは彼（彼女）が「権力」

（端的には武力・経済力・政治力）の保持者であるということであるが、それだけで

は共同体構成員の全幅の信頼・信認を勝ち取ることはできない。 
 

 ・古代の共同体の構成員にとって、自然の猛威、否、自然のたたずまいそれ自体が、人知

を超えた存在、すなわち「カミ＜神＞」のなす業と受け止められ、惧れ敬い、崇め奉

られる存在であった。それとともに、神は、悪霊や病気・死から彼らを守るものと 
して、何かと頼りになる存在でもあった。古代の王には、そのような神と接触し、 
神と共同体の構成員との間の意思疎通を図る能力を備えた存在（シャーマン）である

ことが求められた（例：邪馬台国の卑弥呼）。そのようにして初めて、王は、権威と 
権力とを併せ持つ者としてその共同体を支配統治することが可能となる。 
 

 ・こうした地位は、多くの場合世襲され、その一族が共同体において特別の地位を占める

ことになる。古代に通常みられる祖先神信仰も王の世襲制度を支える大きな要因で 
ある（いわゆる血のつながり－「血統」に尊貴の根拠を求める）。しかしながら、王の

地位の継承は必ずしも円滑に行われたわけではなく、王位をめぐって親子兄弟親族間

で血で血を洗う争いが起こった例は枚挙に暇はない。このことは、その後の日本の 
歴史を通じてしばしばみられる現象であるが、そこではやはり、むき出しの力関係が

ものを言う結果となった（例：壬申の乱）。 
 
 ・日本の各地で発生したさまざまな部族共同体は、相互間で交流し、あるいは交戦するこ

とを通じて次第に統合されていき、やがて最も強大な部族（倭）によって最終的に支

配される体制が確立する。倭族が奉ずる祖先神が、各地で既に広く崇拝されていた 
太陽神であったことも、こうした統合のプロセスを容易にしたはずである。古代天皇

制はこのようにして誕生したと考えられるが、そのことは各地に残る神話・伝説から

も窺うことが出来る（例：ヤマト族によるイヅモ族の征服－大国主命の国譲り）。 
 
 ・こうした統治形態が全国的に確立する（統治システムの官僚化・固定化）に伴って、 

これまで権力の基盤とされてきた武力の常備保持という要素は前面から退き、宮廷の
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周辺を警護する役割を担った一群の武装集団（武士階級）を利用することで事が足り

るという体制が確立する。 
 
 ・かくして支配階級（朝廷）は、武力を柱とする権力からは切り離された存在となったが、

神に仕える儀式の執行者という伝統的な役割によって、権威の保持者としての地位を

維持し得た。彼らが日頃磨いてきた、高度に洗練された宮廷文化もまた、彼らの権威

の基盤として大きな役割を果たした。荘厳な宮殿ないしは神殿で繰り返し行われる 
厳かな儀式もまた、そうした権威を確実にする装置として働いたはずである。 

 
 ・武士階級はやがて勢力を増し、かつての朝廷の使用人といった立場から抜け出して、 

ついには武力は勿論、経済力においても朝廷を遥かに圧倒する存在に発展する。平家

の支配に始まり、鎌倉・室町と続く幕府の体制は、権力の保持者が、今や朝廷では 
なく、武士階級に移ったことを物語る。こうした状態を打破し、天皇親政を目指す 
動きがなかったわけではない（例：後醍醐帝）が、戦略的にも政治的にも未熟さを 
露呈し、自壊に近い結果となったことは歴史が示すところである。 

 
 ・しかしながらこの間、朝廷は権威の保持者としての地位を維持し続けた。その理由に 

ついては議論があるところであるが、やはり、上記のような神との間の距離の近さと、 
圧倒的な文化水準の高さとが、武力においては問題にならないほど強大な武士階級を

して朝廷を無視しえない存在と見なさざるを得なかったという説明が可能であろう。

戦略的な見地から言っても、ライバル達を圧倒するのに朝廷の権威を利用することが

有効な策であることは直ちに思いつく。彼らが、権力という意味では問題にならない

朝廷に対して、表面的にせよ礼を尽くし、崇める姿勢を示し続けたことは不思議なこ

とではない。 
 

 ・とは言え、戦国時代が終わり、徳川幕府が完全に全国的な支配権を握った江戸時代に 
おいては、権威の保持者としての朝廷の利用価値は自ずから低下せざるを得ない。 
加えて幕府は、朝廷の行動を意識的に制約し、雁字搦めの状態に陥らせる擧に出て 
万一の場合に備える構えを崩さなかった（例：「禁中並公卿諸法度」）。今や武力は 
勿論のこと、経済力も失った朝廷としては、（内心大いに不満を抱きつつも）幕府の力 
に屈服し、鬱屈した日々を送らざるを得なかった。ところがその一方で、幕府はしば 
しば朝廷から女性を迎い入れて、自らの「貴種化」を図っており、やはり何がしかは 
残っていた朝廷の権威を利用するメンタリテイが生き残っていたことは事実である。 

 
・長年にわたって平和な月日が過ぎる間に、大きく発達した商業資本は、今や徒食階級と

なった武士の生活を圧迫し、幕府体制衰退の素地が作られていく。ペリー来航に 
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よって幕藩体制が根底から揺らぐ中、この機会を利用して権力を朝廷に奪還しようと

した公卿の一群（例：岩倉具視）が、薩長等一部の藩を語らって討幕に動く舞台装置

が整えられた。かくして、長年にわたって分離していた権威と権力とは再び合体し 
（大政奉還）、明治の代が始まった。 
 

・これまで見てきたように、日本における天皇制の歴史は、かつて国民が教え込まれて

きたような、「天孫降臨以来連綿と維持された皇統（万古不易・万世一系）の下で、

元首としての天皇が全権をもって日本を統治する、万邦無比の体制」とは似ても似

つかぬものであった。ただ、こうした統治体制が、日本固有の、世界に例を見ない

「國體」であると国民に信じ込ませるためには、相当の期間にわたる権力者の側 
からの強い働きかけ…時には暴力を伴った思想教育…を必要とした。それがどの 
ようにして進行したか。これが今回のメインテーマである。 

 
  ・なお、今回考察のきっかけとなった天皇の生前譲位は、1817 年の光格天皇に至るまで

日常茶飯的に行われており、その数は歴代天皇のうち半数近くに達するとされる。

退位後の天皇は太政天皇と称された（ただし、光格以降は譲位なし＜光格―光仁―

孝明―明治＞）。女帝については、古代には数多くの事例があるが、近世ではほぼ 
例を見ない（例外は 1628 年の明正天皇及び 1762 年の後桜町天皇）。歴史の示す 
ところでは、女帝の出現は、男系皇族間で何らかのトラブルがあり、世代交代が 
円滑に進まない状態の中で、中継ぎ的な存在として出現するというケースが多い 
江戸時代の女帝出現は、幕府の締め付けに対する天皇の抵抗の姿勢の表れである。 
 

（参考 1）権威と権力の分離が引き起こした問題―（外国から見て）誰が本当の統治者か？ 
例 1．1268 年：「大蒙古国皇帝」（フビライカーン）から「日本国王」宛国書（高麗経由） 
    鎌倉幕府は国書を朝廷に回付―議論の末、未回答の扱い 

       1274 年蒙古軍壱岐対馬に上陸・住民虐殺、次いで博多へ上陸。新兵器と機動力   
       で日本武士団を圧倒。しかし、10 月 23 日夜の暴風雨で艦隊全滅（文永の役） 
       1281 年の第二回の来襲も同様の結果に終わる（弘文の役） 

･･･「神仏祈願の結果」「日本は神の国」との認識（後の太平洋戦争に影響） 
例 2．1401 年：足利義満（3 代）は明との交易を目的として、明皇帝に対し「日本国王」  

 の名で冊封を受ける（明の皇帝は義満を日本国皇帝と信じた） 
   例 3．1607 年：対馬の島主「宗」氏（日朝交流面で独占的地位を享受）による国書改竄 
       事件―徳川家康より朝鮮国王へ、家康名で日本国王印の国書を送付 
   例 4．1852 年：ペリー来航－米国大統領国書を幕府へ送達（漢訳―日本国大君主殿下） 
       宛名 His Imperial Majesty The Emperor of Japan Great and Good Friend 
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（参考 2）水戸光圀の「大日本史」編纂 
   水戸２代藩主光圀、1672 年「史局」を設け、歴史書編纂開始（神武～後小松＜1392＞）。 
   南朝正統論に特色（光圀の思想）。歴史書としての学問的価値は疑問であるが、王政復古・

明治維新に相当程度影響を及ぼした。 
 
II. 明治から現代まで 

 
 1．明治期―「皇威」の象徴としての天皇像（「至尊」）の創造と定着 
＊略年譜 

     1870  神道を国教化（神祇省―教部省）  徴兵規則を制定 
     1871  廃藩置県  戸籍法・新貨条例公布 
     1872  神武天皇即位日（2 月 11 日）を「紀元節」とする（即位紀元前 660 年） 

四身分制度（皇族・華族・士族・平民）を制定  
鉄道開通（新橋―横浜） 太陽暦採用  郵便制度実施  琉球の領土化        

1876～ 西南戦争 
     1882  軍人勅諭発布 
     1883  鹿鳴館 
     1885  内閣制度成立 
     1886  帝国大学改組、中学校・小学校令公布 
     1888  枢密院創設（天皇の政治的行為の諮問機関） 
     1889  「大日本帝国憲法」発布（新宮殿「宮城」にて）…下記参照 
         天皇陵確定  神武天皇を顕彰するための橿原神宮創設  

  徴兵令改正（国民皆兵主義） 
     1890  第一回「帝国議会」（衆議院・貴族院）  教育勅語を各学校に下付 
     1894～ 日清戦争 
     1904～ 日露戦争 
     1910  韓国併合 
     1912  天皇逝去（59 歳）― 乃木夫妻殉死 
 
 （参考 1） 

明治帝葬儀に際してのベルツの評 
「天皇は単なる人格を表すというよりも、むしろある観念が人格化されたものを表す」 

（参考 2）福沢諭吉の歴史観の変化 
 1875（「文明論の概略）） 

「江戸時代の門閥制度に妨げられて、自らの才能を伸ばすことが出来ず、心に 
憤りを抱いた智力に優れた人々が、尊王に名を借りて自己の不平を訴えたことを 
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発端とする」「国体の維持とは端的に日本国の政治的独立を意味する」 
    1882（「尊王論」） 
     「長きにわたる伝統の存在への人々の崇敬の念を基礎に、皇室が政治の外に超越し、 

文化学術の後援者となることで、かえって官民間の激しい政治的対立を緩和する 
役割を果す」 

 （参考 3）昭和期に入っての明治天皇顕彰運動 
明治帝を理想化・神格化する風潮―国民の熱狂とジャーナリズムの煽りがこれを促進 

     例：明治神宮鎮座祭（1920）  明治節（誕生日） 聖蹟（行幸地） 
この結果、明治帝の「実像」と「虚像」との間に乖離が発生 

実像はむしろ政治的対立の調停者として貢献 
虚像は「天皇親政―積極的に政治介入」というイメージ 

（このことが、明治帝を崇拝する昭和天皇の思考・行動に影響を与えた可能性） 
 

（参考 4）「大日本帝国憲法」について 
形式：天皇が定め（欽定）、これを内閣総理大臣に授与する、という形 

（実際の起草関係者は、伊藤博文・井上毅・伊東巳代治・金子堅太郎） 
目的：国際社会で通用する立憲政体の必要性（「入構証」＜パスポート＞という位置づけ） 
性格：不磨の大典（硬性憲法―改正は考慮外） 
その他：皇室関連事項は「皇室典範」「皇室令」で規定―恣意的譲位・退位を許さず 
    憲法発布時に「万歳」という新習慣が登場し、その後普及 
特色： 
・国体論と立憲主義との調和・統合 

  第 1 条―大日本帝国は万世一系の天皇これを統治す 
       第 4 条―天皇は国の元首にして統治権を総攬し、この憲法の規定に依りこれを行う 

この憲法は、君主側がそのイニシャチブによって民衆のために権力を自己抑制した 
ものである（他国のように、君主が民衆に迫られて自らの大権を民衆側に譲渡した 
ものではない）。したがって、国体がこの憲法によって変更されたということではない 
（伊藤の主張―天皇はこれを暗に支持） 
 

    ・内閣・議会との関係―宮中の非政治化（天皇無答責の仕組み） 
       第 5 条―天皇は帝国議会の協賛を以て立法権を行う 
       第 6 条―天皇は諸大臣の輔弼をもって大政を施行す 
       第 70 条―行政権は帝国内閣においてこれを統一す 
 
    ・「統治権」と「統帥権」を巡る議論 
       1899～1907 伊藤博文、帝室制度調査局を宮中に設置（皇室令） 
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    1907「公式令」を制定―法令には首相・主任大臣の副署を必要とする 
（輔弼責任―内閣総理大臣を首班とする内閣が大勢を統括し、一切の政治責任

を負うことを確認―天皇無答責）。 
         従来の慣習（明治憲法の立憲主義の例外）―軍機・軍令事項と軍政事項 

（軍の編成や常備兵の規模・予算等を定める）とを区別し、前者は原則と 
して内閣を通す必要なしとする(「帷幕上奏―直接天皇に上奏し、事後的に

首相に報告するのみ）。軍機軍令にかかわる事項か否かの決定権は軍部に

ある。これに対し、軍部が激しく反発（帷幕上奏権への挑戦という受け止

め方（背後に山県の存在―こうした軍部の抵抗に対し伊藤譲歩。山県は軍

に対し軍令の乱発を抑制するよう指示）。 
以後統帥権事項に関する命令は軍令をもって公布し、主任大臣（陸・海相） 

          のみが副署することに決定 
      その後遺症―軍による恣意的な軍令乱発（「統帥権不可侵」がその理由） 
 

 （参考 5）祭神論争（1880） 
     神道事務局（1875 設置）の祭神を巡って、伊勢派（アマテラス）と出雲派 

（オオクニヌシ）が論争― 前者が勝利 
 

2. 大正以降昭和前期（終戦まで）―動乱期における国体原理の確立と維持 
 

・大正天皇（1879～1926）関連特記事項 
 
1879  明治天皇第三皇子（その前の 4 人の皇子・皇女はすべて幼児期に死亡） 
    幼児期髄膜炎症状  その後遺症もあり虚弱体質  その後も頻繁に発病 

  1894  学習院中等科中退 個人教育  理数苦手・漢詩得意 
      補導職有栖川宮（自由意思尊重）と東宮職（教育重視）との対立 

1900  九条節子と結婚（後の貞明皇后） 各地で桜植樹（祝賀） 
1900～ 地方巡啓開始―国民とのカジュアルな接触・対話（饒舌） 

  自由な予定外行動（「予めいつ何時何処よりお成りあらせらるるやも図り難し」） 
  1907  韓国訪問（韓国語に興味）  地方巡啓継続 
  1912  明治帝逝去 践祚（大正と改元） 
      朝見の儀に際しての落ち着きのない態度は列席者に衝撃 
  1913  生活環境激変 自由行動抑圧  健康状態悪化 
  1914  対独宣戦布告（第一次大戦参戦） 青島・独領南洋諸島占拠 
       対中 21 か条要求 
  1915  即位大礼（京都御所紫宸殿） 
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  1916  裕仁立太子 
体調悪化―行動不自由・姿勢制御困難（髄膜炎後遺症）・認識及び言語障害 
諸行事欠席 

  1921  裕仁摂政   
  1926  大正帝没 裕仁践祚 昭和と改元 
・昭和天皇（1901～1989）関連特記事項 

 
  1908：学習院初等科（院長：乃木） 

1914～1921：東宮御学問所（総裁：東郷）  
杉浦重剛―倫理学を担当 

三種の神器・五箇条のご誓文・教育勅語を重視   
徳治主義（徳目―敬神・崇倹・犠牲・清廉・任賢・決断） 

      白鳥倉吉―歴史学を担当（後醍醐批判） 
      清水澄―憲法講義 
      服部広太郎―生物学（進化論―天皇神格化否定の素地） 
  1919  成年式 
 1920  結婚相手（久邇宮良子）に絡む「宮中某重大事件」（貞明皇后との関係） 

  1921  訪欧旅行―ジョージ 5 世と会話（「君臨すれども統治せず」思想に感化？）  
報道を通じて国内人気高まる（アイドル化―国民サイドの親愛の情） 

1921  摂政就任 
1922～ 地方巡啓  
1926  践祚 
1928  即位式―報道機関による天皇カリスマ化顕著（「国体」の視覚化） 
1929  田中義一首相叱責事件―内閣総辞職 

関東軍による張作霖爆殺事件の責任者処分問題に絡む 
「聖断」による内閣退陣の前例―後に反省「若気の至り」（後述参照） 

  1930  ロンドン海軍軍縮会議―条約締結―「統帥権干犯」として政治問題化 
        海軍の天皇（側近）批判―「三月事件」（軍部クーデターの試み） 
  1931  柳条湖事件―裁可なき派兵（天皇は不拡大の方針） 
        陸軍内部に天皇（側近）批判―追加派兵承認（天皇疲労・不眠症） 
        世論の政党政治批判  秩父宮（天皇親政論者）との対立 
  1932  5.15 事件（犬養首相暗殺） 
  1933  国際連盟は満州国非認対日勧告案を可決  連盟脱退 
        天皇は協調外交を希望―極右勢力に対し批判的 
  1934  満州国帝政 
  1935  天皇機関説事件（美濃部達吉不敬罪告発・著書発禁）―天皇は処分に批判的 
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        政府は国体明徴声明を発出 美濃部達吉不敬罪告発・主著発禁処分 
1936  陸軍内で皇道派と統制派の対立激化―皇道派による 2.26 事件 

  天皇激怒 即時鎮圧を指示 東京市戒厳令 秩父宮との関係悪化 
  1937  盧溝橋事件  日中全面戦争   
    1940  日独伊三国同盟  天皇に抵抗感（親英的） 紀元 2600 年式典  
  1941  大政翼賛会 仏印進駐 

御前会議―外交による問題解決の模索が天皇の意思 
明治帝御製への言及―「四方の海皆同胞と思う代になどあだ波の立騒ぐらむ」 

結局対米開戦を決意―宣戦の詔書発出（大東和共栄圏の確立―「大東和戦争」） 
  1945   原爆投下 ソ連参戦  
       天皇逡巡―徹底抗戦論（「皇統の断絶・国体の破滅・皇国の滅亡」）の影響 
             戦後処理を巡り高松宮との関係悪化 

最終的に天皇臨席最高戦争会議における「聖断」でポツダム宣言受諾 
戦争終結詔書―降伏文書調印 
（貞明皇太后の反応―「何の問題もない。明治維新の前に戻ったと思えばよい」） 

 
 （参考 1）昭和前期における天皇像の転換 
       1921：外遊帰国東京市民奉祝会 （京都でも類似行事） 

     市長の賀表に対し皇太子が令旨読み上げ  一同感激、万歳三唱 
1922～地方巡啓における歓迎儀礼の変化 

整列  最敬礼  君が代斉唱  万歳三唱  旗行列 
  「生身のシンボル」（外遊・巡啓活動写真の上映・御真影・白馬上の大元帥陛下等） 

から生まれる新しい国体観（君臣一体・万邦無比）  
       宮城前広場における国民の自発的な崇敬の行動 
 
上記イメージ変化の受け止め方 

原武史：政治的権威の誇示を通じて下からの積極的な忠誠の様式を確立さ

せる超国家主義の誕生 
       橋川文三：国家と国民生活の一体性から疎外された不遇・無力な日本人が、 

自己の生活の意味を、究極的な統合のシンボルとしての天皇との一体化

に求めようとするラジカルな行動（例えば「君側の奸」の排除）を誘う

原動力となる 
 
 （参考 2）田中義一内閣総辞職問題―天皇親政と立憲君主政治原理との間の相克 
      背景： 
       1926 天皇践祚  目標は立憲君主性の実現と協調外交（朝見式での勅語） 
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  国民これを歓迎（新聞論調） 
       1927 昭和恐慌  若槻内閣（憲政会）辞職  田中内閣（政友会）組閣  
      素地： 
         田中内閣による政治的な官僚異動頻発に懸念（官僚の任免は天皇大権） 
         田中首相の組閣・議会運営の不手際に不信感 
      事態の展開： 
         張作霖爆殺事件（1928）― 実態は関東軍の策謀 

 首相が顛末を報告（日本軍人犯行の場合は軍法会議で処分） 
 白川陸相報告（河本大佐の単独犯行、未公表で行政処分との方針） 
 首相事件処理案を報告―以前の報告との矛盾を指摘（実質叱責） 

         「聖断」による内閣総辞職（1929）― 史上唯一の例  
      その影響： 戦後独白論―首相叱責への反省（「若気の至り」） 
         「この事件あって以来、内閣の上奏するところのものは、たとえ自分

が反対の意見をもっていても裁可することに決心した」 
         この事件が終戦の「聖断」の遅れにどのように関係したかは一つの課題 
 
（参考 3）天皇機関説問題 

1911 年の論争 

      穂積八束（後継者：上杉愼吉） ・・・天皇（天孫・万世一系）は神聖不可

侵。国体は万古不易 

      美濃部達吉・・・統治権は法人としての国家が有する。天皇は統治権を有す

る国家の最高機関 

      （内閣や議会も国家の機関） 

      1935 年：機関説の政争化 

      野党政友会がこの問題を巡って岡田内閣を追及 

      在郷軍人会や民間右翼が排撃運動を展開 

      陸軍皇道派がこれを利用 

      美濃部主著発禁 

 
（参考 4）第二次大戦開戦及び終戦の決定に関する発言（独白録＜1946＞） 

    「開戦の際、東条内閣の決定を裁可したのは、立憲政治下における立憲君主として 
やむを得ぬことである。もし、己が好むところは裁可し、好まざるところは裁可 
しないとすれば、これは専制君主と何ら異なるところはない」（閣議決定に反対して 
いたら、クーデターは必至の状態であった」 

    「終戦の時はこれとは事情を異にし、廟儀がまとまらず、鈴木総理は議論分裂のまま

その裁断を私に求めたのである」 
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3． 昭和後期から現在まで―新しい天皇像（象徴天皇）の模索  
 
＊昭和天皇関連略年譜 
 1945 戦争責任問題 

マッカーサーは同情的（国民の反応をも考慮） 
1946 「人間宣言」  皇室祭祀令廃止 

人間宣言は天皇の戦争責任免責工作の一環（占領軍主導） 
 
      新憲法も天皇戦犯論克服の努力の一環（同じく占領軍主導）        

      各地巡幸―日常会話におけるヴォキャブラリーの少なさ露呈（「あ、そう」） 
国民は熱烈歓迎 報道好意的 

  1951   講和条約・日米安保条約締結（1952 発効） 
 1952   明仁立太子 
 1971   訪欧―強い抗議行動に直面 
 1975   訪米―反応は概ね好意的   
 1978   鄧小平訪日―謝罪の言葉を伝える（一種の国事・国政行為） 
 1987   沖縄訪問計画―病気中止（代わりに皇太子訪沖） 
 1989   逝去（89 歳） 

 
（参考 1）いわゆる「人間宣言」のポイント 
  「朕と爾等国民との間の紐帯は終始相互の信頼と敬愛とに依りて結ばれ、単なる 
   神話と伝説とに依りて生ぜるものに非ず。天皇をもって現御神と（するが如き） 

架空なる観念に基づくものに非ず」 
 
（参考 2）戦後における昭和天皇の政治関与の事例 
  明治親政イメージの影響か、立憲君主としての当然の義務と考えたか、という問題 

    1946 米国軍の沖縄長期駐留希望表明  1947 早期講和要望（同上）（対マッカーサー） 
    国政への強い関心（大臣内奏継続を希望  発言内容が一部漏洩して問題化） 
 



12 
 

（参考 3）靖国神社との関係 
   1945～ 臨時大招魂祭等に出席 
   1978～ A 級戦犯合祀後出席無し 
 
 
 
 
＊現天皇関連特記事項 
 

人格形成過程において遭遇した事件・経験等 
1933：誕生 

満州国建国（1931）・日中戦争（1937）・太平洋戦争（1941～45） 
1945：終戦時 11 歳 
1946：昭和天皇の人間宣言（神格否定） 
1946：E.Vining 夫人（クエーカー教徒）家庭教師（平和と社会的弱者への視点） 
1947：新憲法施行（民主主義・国民主権・基本的人権についての意識） 
1949：小泉信三東宮御教育常時参与（政治関与抑制的な立憲君主像＜例：George V＞） 

     1955：英国訪問（強い反日感情を体験） 
     1959：民間女性（美智子妃）との結婚 
     1975：沖縄訪問（火炎瓶デモに遭遇） 

事件後の皇太子声明 
「私たちは沖縄の苦難の歴史を思い、沖縄戦における県民の傷痕を深く省み、

平和の願いを未来につなぎ、ともに力を併せて努力してゆきたいと思います。

払われた多くの尊い犠牲は一連の行為や言葉によって贖われるものではなく、

人々が長い年月をかけてこれを記憶し、一人一人、深い内省の中にあってこ

の地に心を寄せ続けていくことをおいて考えられません」 
 
    1987：記者会見での発言 

「憲法が規定する象徴の地位は、伝統的な天皇の姿に一致する」 
    1989：即位 
 
      雲仙岳噴火被害見舞いに始まる多くの災害地慰問 
      戦争犠牲者内外慰霊の旅（昭和天皇の負の遺産処理） 
 
    2013：薄葬（火葬・御陵縮小）の意向表明（国民負担の軽減を意識） 
    2016：生前退位意向表明 
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｛付｝天皇および天皇制について（アンソロジー） 

＊坂口安吾「堕落論」「続堕落論」（1946） 
     ・天皇制は天皇によって生み出されたものではない。その存在の政治的理由は、 

いわば政治家たちの臭覚によるもので、彼らは日本人の性癖を洞察し、その 
性癖の中に天皇制を発見していた 

・天皇制は確かに日本の歴史を貫いていたが、それは、万世一系の天皇が尊いから 
ではなく、その制度を自らの支配のために好都合として利用する権力者達が 
絶えないからであった 

 
＊三島由紀夫「文化防衛論」（1968） 

      ・戦後のいわゆる文化国家日本が、米占領下に辛うじて維持した天皇制は、 
大衆社会化に追随せしめられ、いわゆる『週刊誌天皇制』の域にまで 
その尊厳を失墜せしめられた 

     同「英霊の声」（1966） ・「などて“すめろぎ”は人間
ヒ ト

となりたまいし」 
 

＊松本健一「昭和天皇伝説」（1992） 
     ・万民の心をいつくしむこと、そして彼らを繁栄へと導くこと、というのは、 

日本の大衆が政治に対して抱いている幻想と言っていいだろう。そして 
それは、法律でも議会でも・・・救えない力を、天皇というカリスマ 
（超能力者）が持っている、いや持っていてほしい、という願望に他なら 
ない 

     ・制度的な意味で権力から切れた戦後の昭和天皇は、この「民の心を抱き留めて、

いつくしむ」ことこそが天皇政治の本質であると思い、努めてそのように 
振舞おうとした・・・天皇というのは、国民を支配する王権ではなくて、 
この世に生起するすべてのことを“知ろし召し”、すべての人の心を抱き 
とめて慈しもうと振舞う（パフォーマンスの）人なのだ・・・日本国中 
探して、このようなパフォーマンスを敢えてなそうとする人が、昭和天皇の

他にいたろうか 
 
     ＊御厨 貴「天皇と政治」（2016） 
      ・東京裁判を見直し、改めて戦争責任に決着をつけようという意見にも理は

ある。だが、それによって新たに昭和天皇の責任を問う可能性を十分に

認識しておかなければならない。現在それを掘り起こすことが得策かど

うか・・・日本にとって、天皇の持つ意味は非常に大きい。 
・東京裁判は多くの問題を含んでいる。だが、いわゆる「東京裁判史観」が、
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1930年ごろからの日本の歴史を整理するために一つの納得可能な見方を

提供したことは否めない。当時、何とか天皇を免責した上で、なおかつ

責任を具体的な誰かにとらせる形が必要とされていた。こうして一つの

結論が与えられたからこそ、国民は戦後復興に勤しむことが出来たので

ある。 
      ・今必要なことは、歴史の政治化を抑え、戦後の歴史の流れの中で問題点を

柔軟に認識し直す作業である。現天皇夫妻が繰り返し行っている「祈る」

という姿勢は、それについて一つのヒントを与えてくれている。その 
ためにも「あの戦争」を振り返り、祈ることのできる場所として、国立

の新たな追悼施設をつくることがその一助になると考える。天皇の象徴

としてのイメージは、「祈る」姿に見出されるのかもしれない。 
      ・昭和天皇とは異なり、現天皇は、大衆民主主義との緊張関係を如何なる 

テーマとパフォーマンスによって乗り切っていくかという課題に日々 
直面してきた。今の時代にあっては、メデイアが伝える天皇と皇室の 
イメージはきわめて移ろいやすい。 

 
＊H.Bix "Hirohito and the making of modern Japan”(講談社「昭和天皇」＜2003＞） 

1946 年 3 月「昭和天皇独白録」を作成、GHQ へ送付（戦犯告発回避が

目的） 
内容：「天皇は、2.26 事件と 1945 年の終戦時を除けば、政治に距離を置き、

政策決定に直接関与することを控えてきた。個人的には最後まで戦争に反対 
だったが、戦争回避のために主導権を発揮することはできなかった。それは、

軍の反乱を恐れたためでもあったが、根本的には憲法上の理由（立憲君主） 
からであった」。 

 
       これに対する Bix のコメント： 

「天皇も側近も、天皇が終始イギリス的な立憲君主であり、平和主義者

であったという結論に導くよう、文書をたくみに作り上げた。天皇は、彼と

側近とがいかに軍部を助け、軍拡促進の一大政治勢力にしたかについては言

及しなかった。明治憲法の政治制度の民主的・非軍事的運用をたびたび妨げ

たことも無視した。彼は、・・・軍事指導者であり、国家の主権者であった役

割を意図時にぼかした。天皇はまた、周囲で台頭した天皇中心の新しいナシ

ョナリズムのイデオロギー的焦点になることで、国民の好戦性をかきたてた

ことにも沈黙したままだった。・・・他人をどれほど犠牲にしようと、自らの

地位を懸命に守ろうとした点において、昭和天皇は現代の君主の中でもっと

も率直ならざる人物の一人だった」 
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III.若干の個人的感想―改めて天皇制を考える 
  
   これまで、古代から現代にいたるまでの間に天皇制がどのような軌跡を辿ってきたか 

を大急ぎで振り返ってみたが、そこで改めて明らかになったことは、「権力」と「権威」

とが結びついた時に何が起こるか、ということである。権威と権力の合体は、国民の 
エネルギーを一つの方向に結集させ、日本が世界でも例のないスピードで近代化の道を 
歩むのに大いに貢献した。いろいろ議論はあるにせよ、明治の歴史がそのことを如実に 
示していることについては大方のコンセンサスがあると言ってよいであろう。 

 
   しかしながらその一方で、昭和の歴史を生きた国民は、こうした統治体制には大きな

危険が潜んでいることを身をもって悟ることとなった。権力者の力量と識見次第で国が

誤った方向に突進し、国民が塗炭の苦しみを味わうという危険である。それはしばしば、

権威の保持者、すなわち天皇が知らないうちに、あるいは知っていても手出しができ 
ない状況におかれているうちに行われた。にもかかわらず、その行為の正統性の根拠は、

常に天皇という「錦の御旗」に求められた。 
 
 国民は、満州事変以来徐々に進行した戦時体制強化の経験を経て、このことを身に

染みて感じ取った。民主主義の名の下に、権威を「象徴」としての天皇に残しつつ、

権力を国民の手に委ねた（国民主権）新憲法が、（それを指示した占領軍の意図が何で

あったにせよ）国民に大いに歓迎されたのは理由のないことではない。そして、その

ことを最も喜んでいたのは、戦中戦後の体験を通じて、国体思想（権力と権威の合体）

に潜む大いなる危険と、戦後民主主義の長所とを身近に感じつつ成長した現天皇で 
あったということが出来よう。 
 
 しかしながら、天皇自らが強く感じているように、「国家・国民の象徴」とは如何 
なるものであるのか、そのためには具体的に何をどのようにしなければならないのか

を理解し、実行することはきわめて困難な仕事である。現天皇の最大の悩みがそこに 
あったことは、生前退位の意向表明の文面からも明らかである。試行錯誤の末に彼が

見出した答えは、国民のそばに寄り添うこと、国民の喜びを共に喜び、国民の悲しみ

を共に悲しむこと、国民の悩み苦しみを共にし、それを癒す存在であり続けることで

あった。現天皇が、長年にわたって倦まず弛まずそうした役割を果たそうと努力して

きたことは国民に十分認識され、圧倒的な共感と支持を得てきた。そして、そのこと

が、新しい意味での天皇の権威の基盤となってきたのである。 
 
 国民主権国家における象徴としての天皇制存続のレーゾンデートルを上記のように
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理解することは、しかしながら二つの問題を提起する。一つは、退位意向の表明文に

もあったように、高齢のために、これまで果たしてきた国民と共にあるという行為が

困難になってきた場合である。象徴という存在がその行為によって支えられていると

いう理解の下では、行為の不履行は象徴としての存在の終了を意味する。このことは、

公務負担の軽減とか摂政の任命とかでこの問題の最終的な解決を図ろうとすることは、

果たして現天皇の意向に沿うものであろうかという疑問を生む。 
 
今一つの問題は、こうした形で象徴という存在を定義するならば、天皇家の人々、

とりわけ現天皇の後継者は大きな重荷を背負わされることになるであろうということ

である。象徴という存在が行為と結びついているという考え方は、天皇という地位は

代々子孫に引き継がれていくものだという、広く一般に受け入れられている考え方に

一石を投ずる。法律の定めによって天皇の後継者たるべく運命づけられた人物（つま

り皇太子）は、現天皇が苦闘の末に獲得した象徴としての存在を維持し、それを次世

代に引き継ぐべく必死で努力することを国民から求められていることになる。かくし

て、先般の生前退位の意向表明は、天皇家の人々のみならず、主権者である国民に対

して重大な問題を投げかける。血統による天皇という地位の継承をどう考えるべきか、

という問題である。 
   
われわれは、ある著名人の死亡の報に接し、しばしば「一つの時代が終わった」と 

いう言葉を発する。そうした言葉の背後には、その著名人の人生に自らのそれを投影し、

改めて自らの過去を振り返って感慨にふけるという無意識の行動がある。当然のことなが

ら、そうした感慨は、平穏無事な時代に比べ、激動の時代であればあるほど広くかつ深い。

そこには、繰り返し想い出したい喜びの記憶もあれば、二度と想い出したくない悲しみの

記憶もある。 
 

   こうした傾向は、著名人の中の著名人である天皇の場合に最も強く表れる。好むと

好まざるとにかかわらず、そして、言葉の厳密な定義如何にかかわらず、彼には常に

「時代の象徴」という役が割り振られているためである。このことは、とりわけ明治

天皇と昭和天皇の場合に当てはまる。彼らの葬儀に際して国民が示した反応に、ある

種の共通点があるのはそのためであると思われる。大きな違いがあるとすれば、前者

は「坂の上の雲」という時代の経験を、後者は「国家消滅の危機」を乗り越えたと 
いう経験を、それぞれ国民と共有したという事実である。勿論そこには、さまざまな

情報操作を通ずる「刷り込み」があったことは否定できないが、国民サイドに、それ

を喜んで受け入れる素地があったこともまた厳然たる事実である。 
 

天皇も生身の人間であるからには、その内部に様々な思いが渦巻いているはずで 
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あるが、生まれながらにそうした存在であることを法的に義務づけられているからには、

そうした役割から逃れることが出来ない。問題は、国民サイドがそのことについて十分

に自覚的であるかどうかである。 
 

特に考察を要するのは、偶然にもある時期ある特定の家庭に生まれたというその事実 
だけで、一人の人間の人生と社会的役割を固定してしまう、現代の象徴天皇制システムの

持つ問題点である。そこでは、言論の自由は勿論のこと、自らの意思に基づいて自らの 
人生を設計し、それに従って行動するという、人間に認められた最低限の基本的人権に対

する配慮が全くと言っていいほど欠けている。 
 
しかし、国家は象徴を必要とし、そうした象徴にふさわしい人（家族）を必要として 

いる。そして、（ごく一部の人を除き）国民のほとんど全員が、血統によって引き継がれる

象徴天皇制システムを良しとしているのである。このことはどのようにして正当化される

のか。先般の生前退位の意向表明はこうした観点からも検討されなければならない。 
 
 


