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天皇の生前退位の意向表明をめぐって 

－改めて天皇制を考える－ 
（第三回） 

 
はじめに 
 天皇の生前退位の希望表明（2016 年 8 月）に触発されて始まったわれわれの考察も 
いよいよ最終段階に到達した。これまでのところでは、まず、先般の退位声明に関する 
諸情報を整理した上（第一部）で、天皇制がどのようにして始まり、その後どのような変化を
遂げてきたかを概観した（第二部）。こうした作業を通じて現下の退位問題を考える上 
での何らかの手がかりを得ることが出来るのではないかと考えたためである。当初の予定で
は、第三部として、生涯をかけて天皇制との知的格闘を続けたと言ってもよい丸山真男（敬
称略）の業績を概観し、そこから何を学ぶべきかを考えてみようという構想であった（2016
年 10 月 27 日付「目次」参照）。 
 

その後、われわれの作業と並行して進んでいた有識者会議では、数次のヒアリングを含め
議論が進み、それを踏まえて、1 月 23 日に「論点整理」が発表された。こうした予想以上の
テンポの展開を念頭において、当初の作業予定を以下のように若干変更することとした。 
当初の構想では、これを契機に丸山の思想体系の全体像を把握してみたいという思いであっ
たが、作業を進める過程で、日本のみならず世界でも稀なこの知的巨人の全体像を概観 
する（しかも短時間で）ことなどは到底不可能であることを思い知らされたため、今回はや
むなく見送ることとし、今回の作業にもっとも関係が深いと思われる「超国家主義の論理と
心理」のみに焦点を当てることにした。 
                                          

 
 

天皇の生前退位意向表明をめぐって 
－改めて天皇制を考える― 

目次｛第三部以下について当初の予定を変更｝ 
 
 第三部 有識者会議におけるヒアリングの模様と論点整理 
  はじめに 
  Ｉ．有識者会議におけるヒアリング対象者の発言要旨 
   第 1 回－2016 年 11 月 7 日 
   第 2 回―同    11 月 14 日 
   第 3 回―同     11 月 30 日 
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  II. 有識者会議による論点整理 
   
  III. 退位意向の表明が提起した法的問題 
  （参考資料）「天皇の『お気持ち』表明に思う」   
          高橋和之東大名誉教授（『世界』12 月号所収） 
 
 第四部 丸山真男「超国家主義の論理と心理」を読み直す 
  Ｉ．丸山真男関連特記事項 
    1.人柄・特色 
    2.略歴等 
    3.その評価 
    4.提起された諸問題 
 
  II.  丸山真男の天皇観 
    1.「昭和天皇をめぐるきれぎれの回想」 
    2.「超国家主義の論理と心理」  
    3. 丸山真男・南原繁・津田左右吉の天皇観比較                                               
                                         
 
 
 
第三部 有識者会議におけるヒアリングの模様と論点整理 
 
はじめに 
 すでに広く報道されているとおり、天皇の退位問題を検討している有識者会議は、2016 年
11 月中に 3 回にわたって 16 名の識者からヒアリングを行った。有識者会議の 6 人の 
メンバー構成及びヒアリング対象者 16 名の人選については兎角の批判があったが、問題の所
在が天皇制そのものの是非を議論することにあるのではなく（その場合には、憲法改正を伴
った国民的大論争に発展する可能性がある）、現行憲法に記された象徴天皇制を前提と 
して、如何にすればそれをより強固なもの、永続的なものにすることが出来るか、という 
ことを議論することにあるという点にあるのであって、そのことを考慮すれば、人選の範囲
に一定の制約がかかることはやむを得なかったと考えることもできよう。 
 
 率直に言って、ヒアリングの対象となった 16 名の識者の発言がすべて論理的に筋の通った
簡潔なものであったかと言えば、いろいろ問題がないわけではなく、ほぼ逐語的に記録 
された議事録を読んでいると、（表現は悪いが）何となく、日ごろ敬語を使い慣れていない人
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間が最大級の敬語を使うことを求められる場に引き出されているかのような印象を覚えたこ
とは事実である。そのことはともかく、有識者会議が、会合の都度その内容を逐一公表 
して、国民全体が情報を共有する方向で努力してきた点は評価すべきであろう。天皇制を 
どのようにすべきかを決めるのは主権者である国民であるからである。 
 
 かねて予想されていたことであったが、ヒアリングにおける識者の発言は大きく分かれ、
この問題が含む難しさを改めて浮き彫りにした。とりわけ目についたのは、退位の意向表明
に対して否定的な態度を取る識者の発言であって、その中には、戦前支配的であった天皇観・
国体明徴論がなお生々しく生き残っていることを感じさせるものが多かった。 
 

・退位を容認(「国会が決定するなら反対はしない」という意見を含む)－9 人 
     一代限りの特例法で対応可能  －保坂・所・石原・高橋・園部 
     皇室典範改正で恒久制度化すべき－古川・岩井・百地・大石 

・退位に反対（摂政の設置ないしは国事行為の臨時代行で対応すべき）－7 人 
     平川・桜井・大原・今谷・渡部・八木・笠原 
 

問題は、これらの論者の中に、自己の信念・信仰をすべての人に対して妥当性を持つ、 
絶対的なものとして主張し、それと異なる意見を排除しようとしている人がいたこと 
(「不忠者」)という表現はその代表例)である。天皇に対する崇敬の念においては人後に 
落ちないと自他共に許しているこれらの論者が、実は天皇という人間に対して最も過酷な条
件を突きつけ、その実行を迫っているということ、しかも自らはそれに全く気がついて 
いない（ように思われる）という事実については、皮肉ともなんとも言いようがないが、 
いずれにせよ、これらの論者はさまざまなメデイアを通じて国民に強い影響力を及ぼし 
得る立場にあり、国民のうちの少なからぬ部分（その中には若者も相当数含まれる）が 
そうした考え方に感化されつつあるという事実に改めて目を向ける必要があろう。 
こうしたことについての注意を喚起する機会を与えてくれたという意味で、有識者会議が行
ったヒアリング対象の人選はきわめて適切であったということも言える。 
 

 有識者会議の論点整理の公表に先立ち、同会議のスポークスマン的な役割を務めてい
た御厨座長代理は、以下のような発言を行っている。これについては、政府の意向を代
弁して事前に世論を誘導しようという意図ではないかとの批判が一部で聞かれた。後ほ
ど触れるように、発表された論点整理は大筋この線でまとめられている。 

 
  「退位については肯定的。ただし、これを恒久化することは困難(退位を認める客観的 

条件をどうするか－退位の強制や恣意的な退位を生じさせる可能性）。今回は特例法で 
対処することが妥当か。特例法の先例があれば今後柔軟に対処できるはず。特例法の 
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制定は皇位継承を皇室典範の定めによるとした憲法に違反するではないかという指摘が
あるが、皇室典範も一般法であって、特例法を定めることを否定はしていないと考える。
宮家や女系天皇等の問題は今後の議論である」 
  

Ｉ．有識者会議におけるヒアリング対象者の発言要旨 
 

１. 第 1 回（2016 年 11 月 7 日） 
   平川祐弘（東大名誉教授） 

・天皇は伊勢神宮に祭られた神々を皇室の祖先と仰ぎ、神道の祭りを行う大祭司で
ある。万世一系の世襲の天皇は神道の文化的伝統の中心的継承者であり、それ 
ゆえに権力はないが権威が保たれてきた（大統領制よりより健全な制度で 
ある）。 

   ・天皇が日本の象徴であるのは、天皇家が日本国民の永世の象徴でもあるからで 
ある（＝民族の命が代々続くこと）。皇室が国民統合の象徴であるということは、 
死んだ祖先をも含む概念である。 

   ・外に出て能動的に活動せねばならないというのは今の天皇に強い考えであるが、
そうして拡大された天皇の役割を次の皇位継承者にも引き継がせたいという 
意向と見受けられる。しかし、これでは今の天皇の個人的解釈による象徴天皇
の役割を次の天皇に課することになる。 

   ・特に問題なのは、自分で拡大解釈した責務を果たせなくなるといけないので、 
元気なうちに皇位を退き、次に引き継がせたいという望みを、ビデオという形
で発表したことである（きわめて異例）。それに流されて特例法で対応しよう 
とすることは皇室の将来のためにならない。 

   ・天皇家は、続くことと祈ることという聖なる役割に意味があるのであって、それ 
以上のいろいろな世俗のことを義務として考えるのは如何なものか。世襲制の
天皇に能力主義的価値観を持ち込むことになりかねない。 

   ・個人の考えで完璧主義を守ることを象徴天皇の絶対条件とし、それが守れない 
場合には憲法にもない生前退位をしたいという態度は如何なものか。 

   ・天皇が制度としての摂政に反対したことは理解に苦しむ。いずれにせよ、天皇の 
異例の言葉が問題で、側近にそれを諌める者がいなかったことは残念だ。昭和 
天皇が立派だったのは、在位 64 年間、退位せず天寿を全うしたことである。 

 
古川隆久（日本大学名誉教授） 

   ・象徴としての天皇の役割は、日本の国家としてのまとまりと長い歴史を、国民 
主権という日本国憲法の原則を踏まえつつ目に見える形で示すこと。民意を 
反映した国家意思をその行動や発言で示す存在である。 
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   ・国事行為については、臨時代行に関する法律を活用して適宜負担軽減を図り、 
医学的に継続困難と認められる状態になった場合は摂政をおけばよい（皇室 
典範の規定上、高齢という理由だけでの摂政設置は難しい）。それ以外の公務は 
義務ではないので、天皇の年齢や健康状態によって軽減、取りやめ、あるいは時
期や項目を限って皇族による代行が可能と考える。 

   ・生前退位については、皇位継承の安定性確保という観点からは避けたほうがいい 
が、国民の意思として認めるのであればそれを否定する理由はない（世論の 
動向が判断の基準）。認める場合には、皇室典範の改正によって恒久制度化するべ
き。退位後の処遇については、象徴の役割が実質的に退位したほうに移ることが
ないような方策を講ずるべき。 

   ・憲法に定められた天皇はやはりまずは政治的な存在である（重要な公職）が、 
政治的権能を行使しないというところが特徴。今回の「お言葉」は、単なる 
問題提起というように捉えないと憲法に抵触する恐れがある。 

   ・現状の公務の質と量を基準に皇位の継承が行われる（世襲）となると、そこに 
能力主義という血筋以外の要素が入ってくる。天皇の意見で象徴天皇制に能力 
主義的な要素が持ち込まれるようなことがあれば皇位継承の安定性を阻害し 
かねない。やはり、個々の天皇の状況に応じて柔軟に考えるべきもの。 

   ・生前退位については、象徴天皇制維持のためには現行制度を続けるのが最適。 
しかし、その余地が全くないわけではない（基本的人権に対する制限を若干 
緩和）。理由としては、本人の意思もさることながら、憲法や政治問題を回避 
するためには、やはり高齢のみを理由とするというのがもっとも単純明快 
（たとえば 70 歳。退位後は完全引退）。 
 

保坂正康（著述業） 
  ・政治的・法律的といった面からだけでなく、人間的・人道的な側面をも考えていく   

べき。摂政問題についても同様（大正天皇当時の状況―あまりにも非人間的な 
対応があった）。 

  ・生前退位については天皇の自主的な気持ちを尊重すべき（天皇に自由を認めない 
のは奴隷的拘束である＜三笠宮＞）。皇室典範は何らかの形で変えていくべき 
（「皇室法」というような形で）。 

  ・法的に定められた国事行為の枠組みは踏襲しつつ、ある範囲においては公務が天皇     
    によって違うということはあって当然であると考える。 
 

大原康夫（國學院大學名誉教授）  
  ・生前退位は歴史上種々の弊害をもたらした（天皇対上皇・法皇）。退位強制の可能性  

もある。恣意的な退位は現在の象徴天皇制（国民の総意に基づいて天皇の地位が法
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的に位置づけられている）にそぐわない。 
 ・生前退位を認めるなら、不就任の自由も認めなければ首尾一貫しない。 
 ・象徴には能動的な機能（例：全国巡幸）と受動的機能（存在していることの意義）と    
   があることに留意すべき。天皇が存在し、それが継続するということ自体が国民 

統合の要となっていると認識している。したがって、生前退位を認めるのではなく、
摂政を置くことを可能とするよう皇室典範を改正すべき（「高齢」という文言を追加。
国事行為代行についても同様） 

 
所 功（京都産業大学名誉教授）   

  ・超高齢化という状況で、退位が必要とされる事態になったことを天皇自身が告白 
しているのであるから、当面は現在の天皇の高齢譲位を可能とする特別法を迅速 
に成立させるほかはない。ただ将来的には、従来どおりの終身在位の道と今回のよ
うな場合の譲位の道との双方を可能とするように、皇室典範の条文を改正すること
がよい。 

    （例：第 4 条―「天皇が崩じたとき」の後に、「または皇室会議の議により退いたと
きは」と付け加え、両方を受けて、「皇嗣が直ちに即位する」とする） 

 
 
２. 第 2 回（2016 年 11 月 14 日） 

渡部昇一(上智大学名誉教授) 
  ・天皇の第一の仕事は、宮中で国のため国民のために祈ることである。現天皇は熱心     
    に国民の前へ姿を見せようとしているが、そうしなくとも天皇の任務を怠ること 

にはならない。 
  ・皇室典範を変えるようなことをしてはいけない。臨時措置法などで対応しようと 

することは論外である。昭和天皇が終戦時に譲位しなかったことは非常に 
よかった。譲位を示唆する「お言葉」は皇室典範違反であり、側近がそれを止 
めるべきであった。摂政をおくのには反対とのことであるが、必要となれば、 
正当な後継者である皇太子が摂政となることで何ら問題はない。 

 
岩井克己(ジャーナリスト) 

  ・天皇の終身在位は残酷な制度である。生前譲位は認められるべきである。譲位に 
よって、上皇とか院とかとの間に問題が起こると言われるが、現代ではそのよう 
なことは考えられない。 

  ・ 摂政は不可である。皇族摂政は大正天皇の時まで 3 回しか例がない。昭和天皇に  
よれば、摂政という中途半端な役割にはいろいろ苦労があった由である。現行憲法
下では摂政は象徴ではない。 
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  ・天皇は、象徴としての公的行為は軽減・削減すべきでないと考えているようである  
が、これは運用の問題で、天皇と宮内庁とが相談して決めていけばよい。 

  ・一代限りの特別法は、皇室典範の定めがどうにでもなるという前例を作り、典範の  
権威・規範性を損なうことになるため不可。高齢化に対応する譲位という点に絞り、
本人の意思と皇室会議での承認という条件をつければ、皇室典範の改正は 
それほど困難ではない。やはり王道を行くべきである。 

  ・天皇は存在するだけで尊い、とか、御簾の中で祈っていればいいなどというのは、 
かつてのような神格化、政治的利用につながるものである。 

 
笠原英彦(慶応大学教授) 

  ・退位の制度化は好ましくない。象徴としての国民統合の機能が不安定化する恐れが 
ある（権威の二元化、象徴の二元化）。当面は公務の見直しで対応すべきである。 

  ・皇室典範の改正や特例法の制定は行うべきではない。 
 

桜井よしこ(ジャーナリスト) 
  ・天皇の本来のもっとも重要な役割は、国家の安寧と国民の幸福を祈ること、その 

ために祭祀を行うことである（大祭司）。新憲法はこの祭祀を私的行為と位置づけ  
ているが、日本文明の粋である祭祀をこのように過小評価して今日に至ったこと 
は、戦後の日本の大きな間違いである。 

  ・その一方で、国事行為をはじめ、地方への行孝啓等で過重な負担をかけている。 
この負担を軽減するために、天皇でなければ果たせない任務を明確にし、それ 
以外については他の皇族等に分担してもらうようにすべきである。 

  ・譲位には賛成しかねる。国民統合の求心力であり、国家安寧の基軸である皇室には、  
   何よりも安定が重要である。譲位はたびたび政治的に利用されてきた。天皇への 

配慮は当然必要だが、そのことと、国家のあり方の問題は別である（憲法に抵触 
する恐れもある）。したがって、摂政をおくことによって対応すべきである。 

  
石原信雄(元内閣官房副長官) 

  ・生前退位は当然あってしかるべきだ（皇室典範に年齢要件を付すことによって対応）。 
摂政となると、やはり「代理」という受け止め方にならざるを得ない。 

  
今谷 明(帝京大学特任教授) 

  ・天皇はその存在自体が重要なのであって、国事行為や公的行為は必ずしも自分自身       
   でやる必要はない。現状はやや間口を広げすぎているような気がする。被災地訪問 

などは思い切って減らすべきである。 
  ・摂政設置は必ずしも必要でない。国事行為委任を拡大することで対処できる。生前 
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退位についてはよほど慎重でなければならない。 
 
 

３. 第 3 回（2016 年 11 月 30 日） 
八木秀次(麗澤大学教授) 

  ・退位そのものに反対。このままの在位を望む。憲法・皇室典範は、退位を積極的に 
排除している（皇室の安定性・制度存続のため）。高齢化の問題に対しては、国事 
行為の委任・代行、摂政の設置等で対応できる。天皇の意向に沿うことは、建国以
来の伝統を毀損し、結果的に天皇を傷つける。 

  ・天皇は日本の国家元首であり、祭り主として存在し得ることに最大の意義がある。 
男系という血統原理に基づいているがゆえにその地位をめぐる争いがない。 

  ・先般の天皇の意思表示は私的行為であるが、政治的効果を持ってしまった。憲法の 
趣旨に反し、異例である。この件は優れて国家の問題であり、天皇個人の意思で  
左右されるような種類の問題ではない。 

 ・存在よりも公務（機能）を重視する考え方は天皇の能力評価につながり（能力主義）、
皇室の安定を脅かす。 

・国民世論に左右されてはならない。さもなければ決定的な瑕疵を生ずることになる。 
 

百地 章(国士舘大学大学院客員教授) 
  ・象徴には消極的・受動的な意味（祈りを捧げる存在そのものが象徴である）と、 

積極的・能動的（その行為・活動が日本国民統合の象徴となる）な意味とがある。
国事行為は委任できるが、象徴的行為は委任できない。 

  ・超高齢化社会にあっては、天皇の尊厳（人間としての尊厳を含む）そのものが侵害  
される可能性があるが、そのような場合でも「存在そのものが尊い」と言い切れる
か。皇室典範を改正し、終身制を原則としつつ例外的に退位を認める方法が優れて
いると考える（皇室典範に関する特別措置法の制定）。 

  ・皇室存続のために、男系男子の皇族を確保する方策を速やかに講ずるべきである。 
 

大石 真(京都大学大学院教授) 
  ・超高齢化時代と終身在位制とは両立し難いと考える。 
  ・今回の天皇の意志の表明が憲法違反だとは考えない 
  ・特例法による対応は規範の複線化を招く 

 
高橋和之(東京大学名誉教授) 

  ・憲法は退位制度自体を禁止してはいない。しかし、象徴的行為が出来なくなった 
から退位するというのは憲法の趣旨に反する。そもそも、憲法上象徴的行為と 
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いうようなものは存在しない。 
  ・仮に退位を立法化する場合、その対象を現天皇に限ることは憲法違反にはならない 

と考える（法律は一般法でなければならないとは考えていない。仮にそうだと 
しても、この原則は、天皇制という例外的制度には適用されない）。 
 

園部逸夫(元最高裁判所判事) 
  ・退位意思の表明は象徴というものについての気持ちを語ったもので、国政に関与 

した（憲法違反）とは考えていない。 
  ・譲位の導入は、皇位継承を崩御の場合のみとする現行制度に比べ、その時々の天皇  

が考える象徴としてのあり方に対応できるよう、選択の幅を広げるものである。 
  ・摂政や臨時代行は短期間ならともかく、それが長期にわたるようでは天皇の権威が 

低下する恐れがある。譲位については、恣意的な譲位を回避できるような仕組み 
を考えるべきである。 

 ・具体的には、まず現天皇の譲位を実現できるよう特別法で対応し、引き続き皇室 
典範改正による譲位制度の是非を議論すればよい。 
 
 

II. 有識者会議による論点整理 
 
（参考）これまでの経緯 
   2010.7 月  皇室参与会における退位意向の表明 

2016.7 月  NHK によるスクープ 
2017.8 月  天皇のビデオメッセージ放送 
2016.10 月 「公務の負担軽減等に関する」有識者会議設置。11 月ヒアリング実施      
2017.1 月  有識者会議による論点整理発表 

              衆参両院議長・副議長会談、与野党各会派と協議。3 月中旬までに意見 
集約、今国会会期中の決着を目指す 

 
論点整理 

   特色：退位容認意見多数。恒久的制度化よりも一代限りを選好するトーン濃厚 
 
   内容：  
    1.現行制度化での負担軽減案 
     ○1 運用による（国事行為・公的行為それぞれにつき） 
     ○2. 臨時代行制度活用 
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    2.制度改正による負担軽減案 
     ○1 摂政の設置 
     ○2 退位による新天皇の即位 
       a.全天皇を対象とする 
              b.今上天皇を対象とする 
 
 
III.退位意向の表明が提起した法的問題 
 
  ・退位意向の表明という行動は憲法第 4 条（国政に関与せず）に反しないか？ 
    －天皇個人の希望の表明であり、それを受けてどうするかは国民（国会）の判断に

委ねられている以上、これをもって第 4 条違反とまではいえないのではないか
（多数意見）。 

 
  ・「高齢のため『象徴的行為』を行うことができなくなったから退位する」という論理は 

法律的にはどのように位置づけられるか？ 
    －天皇がなすべき国事行為は明示的に列挙されているが、象徴としての天皇が何を 

なすべきかは憲法に規定されていない。天皇が理解している「象徴的行為」が 
法的には私的行為であると考えると、「それを行えなくなったから象徴としての 
役割を果たすことが出来なくなる（すなわち、憲法の定めに反する）」という論理
には疑問符が付く。また、後継者もそうした行為を行う義務を負う、という考え方
も成立しない。私的行為である以上、何をなし、何をなさないかの選択はその時々
の天皇個人の意思に委ねられているということになる（高橋説―ただし、 
象徴的行為も公的行為とする説が多数であり、有識者会議の検討もこうした説に基
づいて行われている＜公務の負担軽減等に関する・・・＞）。 

    －しかしながらこのことと、天皇の退位の希望を拒否することとはまったく別の問題 
である。現行皇室典範は退位についての規定を欠くが、立法過程における議論 
（伊藤博文の反対論等）はともかく、これをもって退位は不可能と考えるべき 
ではない（多数意見）。 
 

  ・退位を認めるとした場合、皇室典範の改正によるべきか、現天皇に適用される特別法の   
制定で足りると考えるか？ 

    ―皇室典範も法律の一つと考えれば、特別法の制定もあり得ることになるが、憲法（第
２条）が、「皇位継承は皇室典範による」としていることを考えれば、やはり典範
改正が筋である。 

―現天皇にのみ適用される特別法の制定は、制度の安定性・持続性（その維持が現天皇
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の希望であるように伺われる）という観点からも避けるべきである（高橋等法律家
の多数意見。ただし、政府筋および有識者会議の選好は上記のとおり）。 

    ―ある特定個人のみを対象とする法律の制定は憲法（法の下の平等）違反ではないかと
いう議論もあるが、そもそも平等原則の例外的存在である天皇については、 
そのことを大きな問題と考える必要はあるまい（多数意見）。 

 
 
 （参考資料）「天皇の『お気持ち』表明に思う」（高橋和之東大名誉教授－ 

「世界」12 月号所収） 
 

＊問題の所在 
「お気持ち」表明にある「象徴的行為」という概念は、憲法の定めにおいていかなる 

位置づけを与えられるべきか？ 
 

＊「象徴」（symbol）の定義 
象徴とは、目に見えない抽象的なものを目に見える具体的なものにより指し示す 

ために用いられる「記号」である。 
 

  ＊「国民統合の象徴」とは 
天皇が「象徴」するとされる「国民統合」とは、国家を領域的に確定し、そこの住民    
 を国民として統合する政治作用である。そうした行為を行うのは天皇以外の政治 

権力の現実の担い手であって、天皇には政治権力の伴わない形式的・儀礼的な 
国事行為しか認められていない。 

 
  ＊「国事行為」と「象徴的行為」 
    ・通説は、天皇の公的行為は「国事行為」と「象徴としての行為」の二種類が存在する

とする。どちらも公的行為である以上、ともに内閣の統制下におかれなければ 
ならないし、同時に天皇にはいかなる責任も及ばないようにしなければならないと考
える（清宮･佐藤･伊藤･内閣法制局）。 

    ・これに対しては、「国事行為」と「私的行為」との中間に、その範囲が曖昧な「象徴
的行為」を設定すると、その拡散に歯止めがかからず、天皇の政治的利用の可能性が
増すとする反対論がある（宮沢・鵜飼）。象徴天皇制を運用していく際に最も注意す
べきことは、天皇が政治的行為を行うことと、政府が天皇を政治的に利用することの
両者を防止することであるというのがポイントである（例: 国会開会式における天
皇の「おことば」の法的性格と、その政治的利用の可能性） 
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    ・高橋説－国事行為のほかに象徴としての行為などというものはない。「象徴」は、 
憲法が天皇に与えた「属性」なのであって、天皇の行為とは関係のない、別次元  
の概念である。 

 
＊今回の「お気持ち」表明の法的意味 

    ・高橋説―天皇の非国事行為（＝私的行為）であって、その内容は政治的効果を持つ 
      かもしれないが、憲法違反というまでのことはない 

     ｢お気持ち｣から伝わってくるのは、天皇が理解した象徴としての行為とは、 
国民と接触し、国民の気持ちに寄り添い、国民と情感をかよわせることであった 

ということ(｢自己が象徴する国民統合を政治権力により上から形成するのでは
なく、国民 意識の基層に働きかけて、国民との絆を形成･維持･強化することを
通じて行うことに自己の役割を見出した｣) 

 「象徴としての行為」を認める通説が、そうした行為を｢務め｣として考えていた 
わけではあるまい。その意味で、天皇の理解は、通説をさらに一歩進めた意味 
をもつ 

   天皇がこれまで象徴としての行為として行ってきたことは、憲法上許容される 
ものであり、国民によって好感と感謝をもって受け入れられてきた。しかし、 
（高橋説では）象徴としての行為などというものは存在しないし、仮にそれを認
めるとしても、それは公務ではあり得ない。天皇自身の心情の自然な発露として
の私的判断として行うべきものであって、その意味で、それを行わなく 
なったからといって象徴でなくなるわけではない。ゆえに、それを行いえなくな
ったときには退位すべきだという論理は憲法上出てこない。 

 
  ＊摂政の設置と国事行為の臨時代行について 
    憲法は、国事行為について臨時代行と摂政の設置について定めているが、象徴行為に 

ついてはそうした定めはない。国事行為以外の象徴的行為の存在を想定していな 
かったということもさることながら、仮にそういうものがあったとしても、それは象
徴でないものが代行しうるものではないからである。仮に、象徴としての行為という
ものを象徴天皇の「務め」として認めたとしても、その代行は不可能である(｢お気持
ち｣の文言参照)。 
 

  ＊退位の可能性について 
    ・憲法の定める象徴天皇制においては、天皇は存在することによって象徴としての 

役割を果たすとされており、象徴としての行為が必要だとは考えていない。 
したがって、象徴的行為の務めが果たせなくなったときに備えて退位制を創設す 
るという理解でこの制度を作るということは、象徴天皇制の理解を変更することに
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なる。 
 ・しかし、負担が過重になっている原因が国事行為の増加にあるのであれば、摂政 

あるいは委任の要件を緩和することと並んで、天皇の地位自体を交替するという 
退位論を究極の緩和策として位置づけし得ないわけではない。 

   負担過重の原因が象徴的行為にあるとすれば、それは公務ではなく、天皇に可能        
   な限度で行えばよいという解釈で対応できる。 

    
  ＊退位立法手順等について 
    ・皇室典範も国会が議決した法律であるのであるから、退位についての手続きも、 

現天皇に限定した特例法を議決すればよいという考え方も一理ある。しかし、 
わざわざ｢皇室典範｣という言葉を使ったのは、恒久的で安定的な皇位継承の 
ルールを想定しているとも考えられ、そうだとすると、一代限りの臨時ルールを 
定めるのは憲法の趣旨に反するという考え方もありうる。仮に臨時ルールを認める
にしても、それは皇室典範の中に規定すべきであろう。 

    ・憲法理論上より難しい問題は、現天皇という特定個人を対象とした法律は憲法上    
    許されないのではないかという疑問である。しかし、天皇制自体が身分制に基 

づくという点で憲法上の一般原則の例外であり、世襲制は事実上特定集団を対象 
としているのであるから、天皇制の中に一般原則を持ち込むことは憲法の想定 
していないことではないか。したがって、特例法により対応することが憲法違反と
までは言えないと考える。 


