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 「平成流」はどのようにつくられたのか。天皇明仁と皇后美智子が皇太子、皇太子

妃時代から続けてきた「旅」をたどることにより解き明かしたのが、原武史氏の著書

「平成の終焉―退位と天皇・皇后」だ。国会図書館に連日通い詰め、北海道から沖縄

県にいたる全都道府県の地方紙のマイクロを見た。自身曰く「とてつもなく手間のか

かる作業」。会見の内容は著書がベースだが、声を介すからこそ伝わっている熱い思

いがある。 

今回の会見はシリーズ企画「平成とは何だったか」の 17回目。同シリーズの 19回

目には井上亮・日本経済新聞社編集委員が登壇し、平成天皇をテーマに語っている。

「平成流」を支えてきたものは何か。なぜ完遂できたのか。両氏の見解の違いも興味

深い。 
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司会＝倉重篤郎（毎日新聞編集編成局専門編

集委員） 

「平成とは何だったのか」というシリーズも、

そろそろ最後の場面を迎えております。平成の

後の元号が出るまで間もない時期に、平成を総

括する何人かの方に来ていただこうというこ

とで、近現代政治思想史の専門家で、ずっと近

現代の天皇像みたいなことを追いかけてこら

れた原武史さんに来ていただきました。原さん

は天皇に関する、明治天皇以降がご専門のよう

ですけれども、あまりスポットライトが当たっ

ていなかった大正天皇像を一冊の本にされた

り、昭和天皇についても 2度にわたり新書に書

かれております。『昭和天皇実録を読む』とい

う形で書かれ、最近では『平成の終焉』という

本をお書きになっています。この中で、平成の

最後の天皇の退任問題についての検証と、あの

言葉をどう読むのか、そしてあの言葉は天皇の

60 年の歩みの中でどう用意されてきたのかを

書かれています。そして、平成後の皇室のあり

方についても一定の見通しを書かれています。

きょうはこの本に沿ってお話しいただけるこ

とになっております。 

そして、もう一つだけつけ加えさせていただ

くと、原さんはちょうど 30 年前、昭和から平

成にかわるころ、日本経済新聞の社会部記者と

して御世がわりの一線で取材活動もされた

我々の仲間でもあります。 

では、原さん、よろしくお願いします。 

原武史・放送大学教授 どうも皆さんこんに

ちは。放送大学の原武史です。 

ちょうど 3 月 20 日に『平成の終焉』という

本を岩波新書から刊行したばかりです。すでに

これをお読みになった方は、あまりきょうの話

は特に新鮮味はないんじゃないかと思います。

ほとんどこの話をまとめるだけで終わるだろ

うと思います。お手元には、宮内庁のホームペ

ージに出ている「象徴としてのお務めについて

の天皇陛下のおことば」、「主要祭儀一覧」、そ

してこれは私がつくったものですが、「昭和期

の皇太子夫妻の行啓と平成期の天皇・皇后の行

幸啓」、これらを別紙としてお渡ししています。 

地方紙から拾い上げた足跡 

実はいま申した「昭和期の皇太子夫妻の行啓

と平成期の天皇・皇后の行幸啓」につきまして

は、この本の巻末で掲げてあるものです。それ

と北海道から沖縄までの地図もつけています

が、これはちょっと失敗したと思っていて、本

当は都道府県別に全部やったほうがよかった

んじゃないかというぐらいに、あまりにも多い

んですね。あまりにも多くて、当然全部の自治

体を入れられなかったわけでして、自分として

は「しまった」と思っているところです。 

これは全部、編集部に丸投げしてしまいまし

た。最後ぎりぎり、校了のところでいくつも私

が「枕崎が入ってない」とか「天草が入ってな

い」とか、いろいろ加えたんですけれども、多

分いくつか見落としがまだあるだろうと思っ

ていますが、それと、別紙でつけたものも、実

は見落としがあって若干加えています。だから、

ここで書いたもの以外に多少ですけど加わっ

ているところがあって、実はこの本を書いて何

に一番苦労したかというと、それは実は皇太子

時代なんです。あるいは皇太子妃時代。昭和期

です。1959 年 4 月にあの二人が結婚していま

すよね。結婚した年にももちろん神武天皇陵と

か伊勢神宮には行っていますけど、あれはあく

までも結婚報告のための行啓ですから、地方視

察はしていないんですね。 

翌 1960 年は外国に行っているんです。最初

にアメリカに行きますけど、その後、インドに

行ったり、アジアに行きますけれども、その翌

年、1961 年から実は本格的な地方視察を始め

るんです。最初に長野県に行っていますが、そ

こから毎年のように地方に出かけていって、そ

れを全部まとめたのがこの「昭和期の皇太子夫

妻の行啓」という一覧表でして、これをみると

わかりますけど、皇太子時代にすでに全部の都

道府県に少なくとも最低 1 回は行っているわ

けですよね。 

しかしこれについては、全国紙は十分な報道

をしていないです。地方版をみればそれなりに

出ていますけれども、専らこれは、北海道であ

れば「北海道新聞」とか、青森県だったら「東

奥日報」とか、そういう地方紙の記事に当たっ
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たんです。国会図書館の新聞資料室に連日通い

詰めて、マイクロを全部取り出して、「北海道

新聞」から「琉球新報」、「沖縄タイムス」に至

るまで、全都道府県、来る日も来る日もそれを

ずっとみていたという、とてつもなく手間のか

かる作業でありまして……。しかし、それをや

らないことにはわからないわけです。 

それでもなおかつ、まだ拾い切れていないと

いう部分があって、つい先日も実はわかったん

です。それは千葉県でした。千葉県は家族旅行

に 3 回行っているんですね。最初に行ったのが

1964 年に浩宮を連れて南房総に行っているわ

けですけれども、その後、礼宮を連れて行って

いる。それから礼宮と紀宮の 2人を連れて行っ

ているときがあって、これは 1973年です。 

なぜそれがつい最近わかったかというと、つ

い先日、私は安房鴨川に行ったんです。「小説

新潮」でいまある連載をしているんですが、「小

説新潮」の連載のために安房鴨川に行って、鴨

川のホテルに泊まって……。わざわざ皇室がい

つも泊まっているホテルに泊まったんですよ、

取材を兼ねて。そうしたらちゃんと、当然です

けれども皇室コーナーというのがあるんです

ね。いままでどういう人たちが泊まったかとい

うのを全部書いてある。それをみて、「あ、73

年にも来ていた」ということが初めてわかった

わけです。つまり、実はこれはまだ完璧ではな

いんじゃないかと思っています。そういう原始

的な手段によってしか全貌がわからないとい

うものです。 

なぜ、この行啓とか行幸啓に着目したのかと

いうことですね。 

先ほどご紹介いただきましたが、私は『大正

天皇』という本を 2000 年に朝日選書で出して

います。このときに、やはり大正天皇が皇太子

時代に全国を回っていたんです。 

地方紙を調べてみました。地方紙を調べてい

くことによって大正天皇のイメージが崩れて

いったんです。それまでは病弱であるとか、あ

るいは頭がおかしかったとか、そういうイメー

ジがあったわけですが、どうも地方紙をみてい

くと全然違う。全く人間的なというか、人間臭

いというか、それまでの大正天皇のイメージを

崩すような記事がたくさん出ていた。そこで地

方紙は大事だなということに気づきました。で

すから、今回も同じように地方紙を調べていく

と、かなり驚くべきことがいろいろ書いてある

ということに気づいたわけですね。 

「おことば」を読み解く 

行啓や行幸啓というものは、実はお配りした

「象徴としてのお務めについての天皇陛下の

おことば」の中で結構触れているわけです。

2016 年 8 月 8 日のいわゆる「おことば」です

けれども、ちょっとこれをみていただきたいわ

けです。 

この中の一番下の段落の中で、「私はこれま

で天皇の務めとして、何よりもまず国民の安寧

と幸せを祈ることを大切に考えて来ました」と

あるわけです。ここで天皇自身が、象徴天皇の

務めとしてまず一番大事なことは国民の安寧

と幸せを祈ることなんだとここで言っている。

これが宮中祭祀に相当すると思われます。 

宮内庁のホームページの中でも、要するに宮

中祭祀というのは国民の平安を祈るためにや

っているんだということを、はっきりと書いて

あるわけです。 

そうすると、それはお配りした「主要祭儀一

覧」が、現在、1月 1日から 12月 31日までほ

ぼ毎月ですけれども、宮中三殿、あるいは宮殿

で行われている宮中祭祀に当たるわけですね。

これをとにかくいまの天皇は天皇の務めとし

て非常に大事なものだと考えている。 

宮内庁のホームページをみると日々の天

皇・皇后の活動がちゃんと書かれていますけれ

ども、それをみると、現在 85 歳ですが、依然

として皆勤です。全く休んでいない。ほぼ皆勤。

100％に近いぐらい。依然として全ての祭祀に

出続けているということがわかるわけです。 

だから、何よりもまず大切に考えてきたと、

確かに言っているとおりなんです。そのとおり、

85 歳になって全部やる。あるいは出る。これ

は例えば昭和天皇とは全然違う。昭和天皇は、

80 代になるとほぼ新嘗祭しかやらなくなる。

もちろん新嘗祭も全部やっているわけではな
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い。短縮してやっていました。 

それは入江相政（昭和天皇の侍従長）の影響

が大きいんですが、年齢に考慮して少しずつ負

担を減らしていったわけですね。60 代後半か

ら、1970 年以降は少しずつ負担を減らしてい

って、最後は新嘗祭の一部だけという形になっ

た。 

お堀の「内」と「外」 

ところが現天皇は全くそうではないわけで、

80歳になろうが 85歳になろうが関係ないんで

すよ。もうずっとやり続ける。代拝という発想

がありません。それがまず 1つです。 

それと、いまのおことばの中に戻りますが、

「大切に考えて来ましたが」とあって、その後

ですね、「同時に事にあたっては、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」、こ

うあるわけですね。だから、前半で「祈りが大

事だ」と言って、「同時に」とあって、これも

大事だと言っている。祈りと同じぐらい大事だ

と言っているわけですね。同じぐらい大事なこ

とは何かというと、人々の傍らに立つ、声に耳

を傾ける、思いに寄り添う。 

これはさっき言った祈りがいわゆるお堀の

内側で行われていますので、人々が直接それを

みることはない。宮中三殿、あるいは宮殿の中

で行われているわけですから、その日にそうい

うことが行われているという事実をそもそも

ほとんどの国民は知らないわけですね。11 月

23 日というのはほとんどの国民にとっては

「勤労感謝の日」でしかないわけであって、そ

の日、天皇が一体何をやっているのかというこ

とは多分あまり知らないだろうと思います。 

それに対して、いま私が読みあげた後半のほ

うは、逆に、天皇と皇后がお堀の外側に出てい

って、そして実際に人々が暮らしているところ

にやってくる。やってきて、人々と対話をする。

時にはひざまずく。そして、その人々の声に耳

を傾ける。こういうことを言っているわけです

ね。 

これは、天皇が外出をするという意味では

「行幸」ですし、天皇と皇后が一緒に出ていく

という意味では、これは「行幸啓」という言い

方になる。皇室用語では、天皇が外出すること

を「行幸」と言います。「ぎょうこう」の「こ

う」は「みゆき」ですけれども、だから「幸」

という字は天皇にしか使わないですね。皇后、

あるいは皇太后、皇太子が外出する場合は「行

啓」と言うわけですね。天皇と皇后が二人そろ

って外出する場合は「幸」と「啓」を重ね合わ

せて「行幸啓」と言うわけです。 

その後ですが、いま私が読みあげた同じ段落

のもうちょっと後ですが、「こうした意味にお

いて、日本の各地、とりわけ遠隔の地や島々へ

の旅も、私は天皇の象徴的行為として、大切な

ものと感じて来ました。皇太子の時代も含め、

これまで私が皇后と共に行って来たほぼ全国

に及ぶ旅は、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

のあることを私に認識させ」、このように書か

れているわけです。 

このあたりの文章というものが、つまり先ほ

ど定義した 2番目の行幸、ないしは行幸啓をよ

り具体的にここではその中身を説明している

と読むことができます。 

つまり、この段落は結構長いですけれども、

相当な割合、相当なスペースを行幸ないしは行

幸啓の説明に当てているとみることができる。

しかも、わざわざ「皇太子の時代も含め」と言

っている。皇太子の時代からこれをやっていま

す、やってきたと。「皇后と共に」と言ってい

る。単独ではないということですね。 

ですから、「象徴とは何か」という問題は、

もちろん日本国憲法の第 1条には「象徴」とい

う言葉が出てくるんですけれども、象徴とは何

かということは憲法だけを読んでいてもよく

わからないわけです。それを8月8日のこの「お

ことば」の中で、天皇みずからが「象徴天皇の

務めとは何か」という問いに対して、「それは

2つあるんだ」と言っているわけです。 

その 1つは宮中祭祀であり、もう一つは行幸

あるいは行幸啓なんだ。それは皇太子の時代か

らずっとやってきたんだ、こういうふうに言っ

ている。そのぐらい大事なというか、象徴の二
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大柱の一つとして、行幸あるいは行幸啓をここ

で位置づけているということがわかってくる

わけです。 

それにこの本の中でもかなり紙幅を割いた

わけですが、1961 年の長野に行ったときから

始まる二人の旅ですね、この全体像を明らかに

したいと考えたわけです。 

「平成流」は昭和につくられた 

学者も含めて多くの天皇制研究者は、平成に

しか注目しない。平成に入ってからの 30 年、

天皇と皇后が二人でどこへ行ったかというこ

とは、いろんな人が言っているし、確かに書い

てあるし、宮内庁のホームページにもそれはみ

れば全部出ている。が、ここで天皇が強調して

いるのは、皇太子の時代から二人でやってきた

んだよということをここではっきり言ってい

るわけですね。そこまで含めてみなきゃいけな

いのではないか。そこまで含めてみたときに、

平成というものがすでに昭和の中に胚胎して

いるんだと。実は平成は平成元年から始まった

のではなくて、さっき言った地方行啓の段階で

相当もう確立されていたということがだんだ

んわかってきたわけです。 

一つの例として、1961 年のさっき言った最

初の地方行幸ですね、これは長野に行っている。

穂高町の、現在の安曇野市ですけれども、「安

曇寮」という老人ホームを訪問した。このとき

「信濃毎日新聞」が取材していますけれども、

その「信濃毎日新聞」の写真をみると、皇太子

はまだ立っているんですね。ところが、皇太子

妃、美智子妃のほうはもうその時点ですでにひ

ざまずいています。ひざまずいて、一人一人の

老人に声をかけるんですね。そういう記事が出

ています。 

私はそこにある種の、美智子妃が持っている

宗教的なものを感じないわけにいかないです

ね。カトリック的なものではないかなと僕は思

っていますけれども、それが最初に行ったとき

から出ているわけですよ。それをずっと続ける

わけですね。福祉施設を回ったときには必ずひ

ざまずく。そうすると、皇太子もそれに感化さ

れるようにして、どうもこの地方紙の記事をみ

ていると、60 年代後半になりますと皇太子も

一緒にしゃがんでいるんです。二人で一緒にひ

ざまずく。こういうスタイルが 60 年代後半以

降になるとどうも出てきているということが

わかるわけです。 

それから、もう一つこの本で書いたことです

けれども、1962 年に宮崎、鹿児島、熊本に行

っています、この二人が。このときに宮崎で懇

談会というのを始めるんですね。泊まっていた

「鹿児島寮」という宿泊施設に、自分たちより

も少し若い、10代後半とか 20代前半ぐらいの

青年男女を集めて、その地域の問題を 1時間な

いしは 2時間かけて徹底的に話し合う。そうい

う懇談会というものを始めるんですね。これは

非常におもしろいんですけれども、宮崎日日新

聞も相当なスペースを割いて、皇太子の発言、

皇太子妃の発言、そして地元の青年男女の発言、

こういったものをかなり詳細に報道していま

す。 

それをみると、やはり驚くべきものだと思い

ました。 

というのは、そもそも、昭和天皇と香淳皇后

の場合ももちろん地方に行きますけれども、そ

ういう対話をするという習慣は多分なかった

と思います。先日、東京大学で吉美俊哉先生と

一緒に、昭和天皇の戦後巡行とか、あるいは昭

和天皇と香淳皇后の地方視察の貴重な映像を

みる機会がありましたけれども、昭和天皇は、

肉声を発する場面も、一体誰に対してそれを言

おうとしているのかというのはほとんどわか

らないわけですよね。もちろん当たりさわりの

ないことしか言わないですし、そもそも対話を

するという習慣になれてなかったと思います。

しかし、いまの天皇・皇后は、皇太子・皇太子

妃時代から最大 2時間、普通の青年男女とずっ

と話ができるわけです。それだけの語彙力を兼

ね備えているわけですよね。相当突っ込んだや

りとりをしている。 

最初はみんな緊張しているわけじゃないで

すか、青年男女も。だけど、さすが 1時間ぐら

い過ぎるとみんなリラックスしてくるので、ポ

ンポン本音が出てくるわけです。そうすると、

特に美智子妃が女性の声をそこですくいあげ



6 
 

るわけですね。当時は、地方はほとんど女性議

員もいなかったと思います。そうすると、それ

まで誰にも言えなかったようなことが言える

ようになる。それが例えば地方紙で大きく掲載

されるということになると、その地方の問題が

可視化されるわけですよね。 

垣間見える政治的役割 

そういう意味で、皇太子夫妻は明らかに政治

的な役割を担っていたと思いますけれども、行

く先々でいろんな問題が出てくる。それは地方

ごとに違うわけじゃないですか。例えば東北地

方に行けば、雪が深い、出稼ぎの問題なんかが

あるわけですよね。冬、何カ月も男がいなくな

ってしまう。そういう悩みを美智子妃に向かっ

て打ち明けたりするわけですよね。それが地元

の新聞に大きく掲載される。 

だから、地方議員ですらできないような政治

的な大きな役割を担っているということがあ

ったんじゃないか。このあたりはもう少しちゃ

んと検証されるべきではないかと私は思いま

すけれども、必ず地方紙ではこの懇談会の模様

を大きく掲載し、写真入りで報道しています。 

私が調べた限りでは、1977 年の青森に行っ

たときまではこれをやっている。つまり、テー

ブルがあって、椅子にみんなが座って、2時間

ぐらいみんなで話をするという、いまのタウン

ミーティングみたいなことをずっとやってい

るんです、行く先々で、毎年。 

1978 年以降になると、テーブルで座るとい

う形式から双方が立つ形式にどうも変わるん

です。そうするとやはりそこでちょっと変質し

たと私は思っていますけれども、多くの人たち

に声をかけられるようになりますけれども、一

人一人との突っ込んだやりとりということは

だんだんできなくなっていったのではないか

と思っています。 

いずれにしても恐るべき言葉の力を持って

いる。美智子妃が特にそうだと私は思いますけ

ど、1963 年に 1 回第 2 子を流産しているんで

すね。で、御用邸にちょっとこもりますけれど

も、しかし、1963 年の秋、山口に皇太子と同

行するんです。それでやはり、地元の保健婦さ

んとか、あるいはさっき言った青年男女と合わ

せて 2 時間以上にわたって対話をするわけで

す。対話をすることによって危機を乗り越えて

いく。それからはずっとこもらないわけです。 

同じことは 93 年にもあった。これは皇后に

なってからですけれども、いわゆるバッシング

があったわけですよね。大内糺なる宮内庁の職

員と名乗る人物が「宝島」でしたっけ、雑誌に

投稿しまして、それが一つの原因なんでしょう

けれども、1993 年 10 月 20 日の誕生日に失声

症になった。このときも翌 11 月の愛媛、高知

の行幸啓へ来るわけです。松山に行って、まだ

声が出ませんので手話で人々と対話をする。そ

れによって、つまり言葉の力によってまたその

危機を乗り越えていく。それは雅子妃と違うと

ころだと思います。 

こういったことが地方紙をみていくことに

よってかなり明らかになっていったわけです。 

昭和天皇までの教育というのはおそらく儒

教の影響が強い。儒教の影響で、仁が――仁と

いうのは普遍的な愛情を注ぐ。帝王というのは、

偏った特定の人間に対して愛情を注ぐのでは

なくて、誰に対しても普遍的に愛情を注げるよ

うな存在にならなければいけないという教育

を受けているわけですけれども、そこでは一つ、

「言葉を慎む」というのが大事だったわけです。

「思ったことを何でも言ってはいけません」。

大正天皇というのはそういう意味では失敗例

なんですよ。思ったことを何でも言ってしまう

のであれは失敗例なんだけれども、明治天皇に

しても昭和天皇にしても、明治天皇であれば元

田永孚（もとだながざね）という儒学者がいま

したし、昭和天皇であれば杉浦重剛という倫理

学者がいたわけですけれども、ああいう人から

そういう帝王学を学んだわけですね。 

そうすると、いま言ったように、なるべく言

葉を慎むということの重要性を多分教えられ

たと思います。だから昭和天皇の戦後巡行では

なかなか昭和天皇は声をかけられず、何を聞か

れても「あ、そう」と。「あ、そう」が一番有

名になっちゃったわけですが、それに対して現

天皇はやっぱり違うわけですよね。 
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教育ももちろん、ヴァイニング（エリザベ

ス・ジャネット・グレイ・ヴァイニング：米国

人家庭教師）なんかがやってきて全く違う教育

をしたということも大きいと思いますけれど

も、とにかくどんどんしゃべるというか、対等

に対話をしていくという習慣、これをおそらく

皇太子の時代からさんざん磨いてきたのでは

ないか。美智子妃ももちろんそうですけれども。 

懇談会というのももちろん中身はよくわか

らないですけれども、どうも懇談会に出た人の

話を聞いてみると――これは徳島新聞なんか

の記事に出ていますけれども、最初は皇太子が

司会の役割をしている。ところが、だんだん座

が和んでくると美智子妃が前に出てくるとい

うんですね。美智子妃が、完全に入れかわって、

美智子妃のほうがリードしていくというふう

にどうも変わっていくらしいんです。というの

は、やはりそのぐらい美智子妃のほうが、多分、

対話術というか語彙力が非常に豊富、豊かだっ

たような感じがします。 

権威求める右派の反発 

ところが、美智子妃がさっき言ったようにま

ずひざまずいて皇太子がそれに倣うとか、つま

り美智子妃主導のスタイルというものをもち

ろん右派の連中は決していいとは思っていな

いわけです。だから、そうやって昭和のスタイ

ルを変えていくということに対してはむしろ

右派は危機感を持っていたと思います。 

だから、1980 年代になって「日本を守る国

民会議」なんかができるわけです。いまの「日

本会議」ですけれども、日本会議の源流が 1980

年代にもうできているわけですけれども、そう

いう右派の人たちは、昭和天皇のような権威と

いうんですか、かつての神格化されたような権

威というものをむしろ望んでいたわけで、そう

いう人たちが 1980 年代になって復古的な運動

をしていくわけです。 

例えば1986年に天皇在位60年の式典があり

ました。そのときに、皇居前広場を提灯を持っ

た人たちが埋め尽くすわけですが、そのとき、

夜、昭和天皇は二重橋に出てきて手を振った。

戦前、例えば日中戦争のとき武漢が陥落したと

きとか、そういう儀式がありましたけれども、

そういう戦中期の儀礼が 1986 年に復活をして

くるわけでして、その後、87 年に天皇は植樹

祭のために最後の地方行啓で佐賀に行きます

けれども、このときにホテル・ニューオータニ

佐賀で提灯奉迎が復活しているわけですね。 

提灯奉迎というのは提灯行列をするわけで

すけれども、最後に天皇が泊まっているホテル

の部屋まで来て、天皇が泊まっている部屋に向

かってみんなが提灯を振りあげて万歳をする、

それに対して天皇が提灯を持って応えるとい

う、そういう奉迎のあり方を指しているわけで

すが、これが 87年の佐賀で復活し、その後は、

昭和天皇はがんがみつかりますのでもう行幸

ができなくなるわけですけど、その翌年、88

年に、天皇の名代として当時の皇太子夫妻が香

川県に行っていますね。 

このときには皇太子夫妻に対しても提灯奉

迎が復活というか、初めてこのときは提灯奉迎

が行われているわけですけれども、これがそれ

以降、平成になってもずっと続いているわけで

す、今日まで。つまり、一泊以上の行幸啓を行

う、地方で泊まる場合はホテルの前まで行って

提灯奉迎をやる。 

これは要するに、右派の人たちが権威ある天

皇を欲しているわけです。権威ある天皇という

のは、人々に近づくのではなくて、そんなひざ

まずくなんていうことではなくて、逆に人々か

ら仰ぎみられるような、距離を置いてみあげる

ような、そういう天皇像こそ理想の天皇である。

それはおそらく、明治天皇とか昭和天皇のよう

なカリスマ的な権威、これこそを求めている。

だから、そういうことをやるんだろうと思うん

です。そういう人たちにとっては、皇后がいつ

も近くにいる、そばにいる、二人でいる、まし

てやひざまずくなんていうことはあってはな

らないことだろうと思います。 

しかし、平成になって、その二人がひざまず

く姿が大々的に報道されたのが、1991 年の長

崎の雲仙・普賢岳の大火砕流だったわけですね。 

あのとき、7月に日帰りで二人が島原に行っ

ていますけれども、体育館に入って、いきなり
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二手に分かれてひざまずいて一人一人に声を

かける、あの映像を私ももちろん見ましたけれ

ども、非常に衝撃的というか、昭和との違いと

いうものを非常に強く印象づけるような映像

だったと思いますが、しかし、いま話しました

ように、実はこういうスタイルというものは平

成になって初めて出てきたのではないんです。

最初の地方行啓から美智子妃はそれをやって

いたわけであって、ずっと続けてきたことを大

災害があったときに被災地でもそれをやった

ということなのです、簡単に言えば。そういう

意味では実は昭和からこれは連続していた。 

大災害があって直後に現場に、被災地に行っ

たということは確かに画期的だったと思いま

すけれども、しかし、ああいうひざまずくスタ

イルそのものは、実はいま言ったように昭和か

ら連続していたわけです。その後も、奥尻島と

か阪神・淡路とか新潟とかいろいろ大災害があ

るたびにそれを繰り返していく。 

だけど、それに対しては当然、右派から批判

を浴びるわけじゃないですか。多分一番有名な

のは、阪神・淡路のときの江藤淳の「文藝春秋」

に出た批判ですよね。あれが多分一番有名だと

思いますけれども、しかしそういう批判に屈し

なかったわけです。屈せずに昭和から続けてき

たスタイルをずっと続けたということが、いま

の天皇の特徴というか、大正のときとやっぱり

違うんですね。 

だから、明治から大正にかわったときも、や

はり明治天皇の権威というものを大正天皇に

も求めようとするわけでしょう。大正天皇は、

本当は大正流を貫こうとするわけじゃないで

すか。明治天皇と大正天皇は全然違うキャラで

すから、明治から大正になったら途端に、天皇

と皇后が1カ月も2カ月も葉山とか日光の御用

邸に行って休んじゃうわけですよ。 

明治天皇だったらそれは絶対あり得ないで

す。御用邸に行ったこと自体が一度もないです

から。だから私的な理由で休むということを極

端に嫌ったわけですが、大正になりますと、葉

山に行ってヨットに乗ったりとか、日光に行っ

て馬に乗って漢詩を詠んだりしているわけで

すけれども、そういう、明治から言わせれば極

めて軽い天皇が出てくるということなんです。 

ところが、大正天皇はずっと明治天皇という

プレッシャーをかけられ続けるわけです。山縣

有朋なんかがそうですけれども、自分たちが明

治という時代をつくってきたというふうに思

っている人がまだ生き残っていますので、そう

いう人たちから言わせれば、大正天皇というの

は天皇にあるまじき振る舞いをやっていると

いうことになるわけですね。最終的にはそのプ

レッシャーに負けるわけです、大正天皇は。そ

れで体調を崩して、引退させられてしまうわけ

ですよね。 

美智子妃の存在が支えに 

ところが、現天皇の場合は、そういう右派か

らいろんな反対とか圧力もあったかもしれま

せんけれども、それに屈しなかったわけです。

それはなぜ屈しなかったのかというと、美智子

妃の存在が大きいわけです。美智子妃がそれを

主導してきて、美智子妃がずっとそれを支え続

けた。その存在が極めて大きかったと思います。 

それによって、一方で確かに提灯奉迎を受け

るわけですが、しかし一般社会においてはそれ

よりは、二人が被災地でひざまずくあのイメー

ジのほうがはるかに広く浸透していくわけで

す。それがいよいよというか決定的なものにな

ったのが、おそらく 3.11 だったのではないか

と思います。東日本大震災のときに 7 週連続、

日帰りで、被災地や避難所、東京都や埼玉県、

千葉県、茨城県、福島県、宮城県、岩手県、こ

ういったところに行くわけです。 

つまり日帰りで行くというところがミソな

んです。どんなに遠くても日帰りで行く。日帰

りで行ってしまうと提灯奉迎ができないわけ

ですね。夜いませんから。泊まりませんから。

提灯奉迎がやりたくてもできません。そうする

と、いま言ったように被災地でひざまずくとい

う天皇・皇后の姿がより大々的に報道される。 

明らかに 3.11 以降の天皇・皇后の振る舞い

というものが影響を与えたと思いますけれど

も、この後、2008 年、2013 年でたしか「日本

人の意識調査」というのがあって、2008 年か

ら 2013 年にかけて天皇に対する尊敬の念を持
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っているという人がバーンと増えるんです。そ

れで、「何とも思わない」という人の割合が減

るんです。 

2008年と 2013年の間でそこが明らかに変化

しているわけですけれども、それはいま言った

ような、3.11 の後の天皇と皇后のそうした報

道が国民によって圧倒的に支持されていくと

いう変化があって、それまではいま言ったよう

に右派が必ず批判していたわけですが、3.11

でもう右派は批判していないです。もう批判で

きなくなっちゃったということ。そのぐらい平

成流が定着をしてしまったということがおそ

らく大きいのではないかと思います。それはい

ま言ったように、美智子妃がおそらく主導する

形でつくりあげてきたようなスタイルが国民

によって支持されていくということなんだろ

うなと思います。 

譲位決断の裏に大正天皇 

ところが、2010年、つまり 3.11の前の年に

参与会議で突然、天皇が「私は譲位したいと思

っている」という発言をした、ということじゃ

ないですか。たしかきょうの朝日新聞でしたっ

け、三谷太一郎さん（東京大学名誉教授、政治

学者）が出ていましたよね。 

三谷太一郎先生ってすごく偉い先生で、尊敬

していますけれども、私は個人的には苦手でし

た。「怖い人だな」と思っていましたので、あ

まり近づかないようにしていましたけれども、

ただ、あの人は割とあけすけに参与会議のこと

を語ってくれて、「文藝春秋」にそのときの場

面がかなり詳しく……。あれ多分、三谷さんが

しゃべったんだろうなと思いますが、あれをみ

て驚いたのは、これは皇后にも相談してなかっ

たんですね。これだけ皇后に尻をしかれるじゃ

ないけど、主導でずっとやられてきたのに、こ

のときだけは皇后にすら相談せずに……。 

そのときは周りがみんな反対したわけです。

「何で摂政じゃだめなのか」というときに引き

合いに出したのが大正天皇だったといわれた

わけです。つまり大正天皇という前例を引き合

いに出したわけです。1921 年（大正 10年）11

月 25 日でしたが、皇太子裕仁が摂政になる。

大正天皇が引退させられる。あのときに一体、

宮中で何があったかということを言うわけで

すよね。 

私自身が、2000 年にさっき言った『大正天

皇』という本を出しました。あの本も随分と批

判されました。某先生が私の『大正天皇』に対

抗して『大正天皇』という本を出したんです。

その後ですけれども。某先生が。それで僕の押

し込め説がいかにでたらめか、みたいなことを

書いていましたけれども……。 

だけど、なぜいまの天皇が退位を決断したの

かというと大正天皇を引き合いに出している

のは、やはりいまの天皇にとっても大正天皇と

いうのは不本意な形で引退させられてしまっ

た。それによって宮中の内部に 2派ができてし

まった。つまりそれをよしとする側と「いや、

そうじゃなくてあくまでも大正天皇はずっと

天皇として在位すべきだった」と考える人たち

との間に 2派ができてしまった。ああいうこと

があってはいけないんだと。 

そして結果として大正天皇は最後の 5 年間

――なお 5年生きているわけです、引退させら

れても。1921 年 11 月 25 日に引退させられ、

1926 年の 12 月 25 日に亡くなっているわけで

すから、さらに 5年と 1月生きているわけでし

ょう。その最後の大正天皇の 5年と 1月の間と

いうものは実に悲惨なものだったのです。いや、

本当に悲惨です。ああいうことがあってはいけ

ないんだと。 

つまり摂政を立てるということは、権威の二

重化を避けるためには自分は完全に押し込め

られてしまうのではないかといったような恐

怖があったとしても私はおかしくないと思う

んです。それは本当に怖いというか、摂政の悪

しき前例があるんです。「悪しき前例」という

言葉を使ったらしいですけど、いまの天皇自身

が。そういう言葉まで使ってそれを強く否定し

た。 

というのは、おそらく昭和天皇からも何かを

じきじきに大正天皇について、つまりあの二人

しか知らないような話もひょっとしたらある

かもしれないわけです。外にまだ漏れてないよ
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うな話があるかもしれないわけですよね。それ

は皇后すら知らない話なんじゃないかと思い

ます。それがあるからここまで強く否定をする。

「絶対これはだめなんだ。摂政はだめなんだ」

と言ったわけじゃないですか。あのとき激論に

なったと言われているわけですよね。あの日の

夜に激論になって一歩も引かなかったという

んです、天皇が。これこそまさに懇談会以来ず

っと磨いてきたものですよ、いまの天皇が。そ

れが発揮されたんじゃないかなと思います。 

そのあたりのところはおそらく後世検証さ

れるべきことではないかと思っています。 

空白の６年、その後の一報 

それから、ここもよくわからないところです

けど、2010 年の段階でそういうふうな表明が

あったわけじゃないですか。しかし結果的には

2016 年までそれが明るみに出なかったわけで

すよね。つまり歴代の内閣はそれに対して十分

な対応をしてこなかったということですね。こ

の問題に手をつけようとしなかった。手をつけ

られないというか、これに安易に手をつけてし

まうと、天皇がそう言った、その意向を受ける

形で譲位を認めてしまえばもろに憲法に抵触

してしまうわけでして、それを恐れるがあまり

放置してきたんじゃないか。 

で、しびれを切らした宮内庁のサイドから動

いたというふうに言われているわけですけれ

ども、それが 2016 年ですね。2016 年 7 月 13

日にＮＨＫが第一報のスクープで流した。あれ

もよくわかりません。いまだによくわかりませ

ん。何でＮＨＫだけがスクープできたのかよく

わからない。 

その直後に菅官房長官が「全く承知していな

い」と言ってこれを言下に否定した。言い切っ

た。「全く承知していない」。だけど、その年の

8 月 8 日にこの「おことば」があって、11 月

30 日の秋篠宮の誕生日に際しての会見、それ

から12月23日の天皇の誕生日に際しての会見

の中では、秋篠宮は、内閣の了解を得てやった

んだと。あるいは、天皇は内閣とも相談してこ

れをやりましたと、こう言っているわけですよ

ね。何なんだよ、それは。言下に否定したじゃ

ないか。それがどうしていつの間にかそういう

話にすり変わっているのか。それに対して全然、

マスコミはちゃんと検証してないじゃないで

すか、と言いたいわけです。新聞社は一体何を

やっているんですか。 

だから本当にこのあたりのところは私も正

直、かなり頭にきているわけでして……。本当

に頭にきています。頭にきたからこういう本を

書いたわけですけれども、まあ頭にきている対

象はほかにもありますけどね。宮内庁に対して

も「あとがき」に書きましたけれども、相当頭

にきています。 

憲法学者だってそうなんですよね。多くの憲

法学者は、スルーというか、すんなり認めてい

るわけじゃないですか。ある東京大学の憲法の

先生なんかはこの「おことば」を大絶賛しちゃ

っているわけで、何の批判もしてないわけです

ね。 

だからもう本当に、信じられないことばかり

でしたね。私は先ほどご紹介いただいたように、

それなりの時間をかけて近代の天皇制とかを

研究してまいりましたけれども、さまざまな角

度から繰り返し繰り返し、こういったプロセス

については検証されるべきものであるという

ふうに思っていまして、だからもうすぐ平成は

終わってしまいますけれども、この平成の末期

に起こったことについてのもう少しきちんと

した総体的な分析というものが求められるだ

ろうというふうに思いますね。 

8月 8日にこの「おことば」が一斉に、午後

3 時からテレビが全部切りかわって 10 分あま

りにわたって流れましたけれども、その前の 7

月 13 日の時点からそうだったんだけれども、

国民の圧倒的多数がもう退位賛成で、9割ぐら

いですか、支持しているという状況にコロッと

変わっちゃったわけじゃないですか。これも不

思議だなと思いましたよね。 

それまでは、「天皇もそろそろ 80歳を越えて

いてお年だからもう退位してもいいんじゃな

いですか」とか、あるいは「いやあ、終身在位

なんていうのは非人間的な制度なんだからこ

んなものは変えたほうがいいんじゃないです
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か」とか、そんなこと誰か言ってました？ 聞

いたことないですよね。それが「おことば」一

発でコロッと変わって、もう 9割ぐらいが、「は

い、賛成、賛成」というふうに変わってしまっ

たわけでしょう。 

それが僕に言わせれば、これは玉音放送と同

じでしょうと言っているわけですよ。それは朝

日新聞のオピニオン面でも書かせていただき

ましたけれども、玉音放送のときとよく似てい

るわけじゃないですか。だって、あの玉音放送

が流れるまでは、みんな「一億火の玉だ」とか

「本土決戦だ」とか言っていたわけでしょう。

たとえ負けると思った人がいたとしてもそれ

を公然と言えるような空気じゃなかったわけ

じゃないですか。それが、玉音放送が一発流れ

ただけで圧倒的にみんなそれを支持する。民意

が形成される。民意を形成する主体になってし

まっている。今回の 2016 年 8 月のときも、や

っぱりそういう流れというものは明らかに認

められるわけです。 

だから、世界的にみたって、それは確かにオ

ランダとかベルギーとかスペインみたいに直

前に国王が退位した国もあるけれども、しかし、

他方、イギリスとか北欧みたいにずっと終身在

位で、エリザベス女王みたいに 90 歳を過ぎた

って全く退位する気配もないような国もある

わけであって、世界的な流れでみても、別に高

齢だからもう退位してもらわないとこの制度

は過酷であるみたいなことを常識として言え

るかというと、多分言えないと思うんですね。 

世界の中には、いま言ったようにそういう 2

つの流れが同時に存在しているわけであって、

だからこそ、私も含めてですけど、終身在位自

体をそれほど問題視するようなところはなか

ったわけですよね。それが結局、いま言ったよ

うな「おことば」があって、それで結果的には

特例法という形になって……。つまり「皇室典

範」そのものは変えないと。変えずに一代限り

の例外として認めたわけだから。しかし、これ

が一つの前例となる可能性は当然あるわけで

すよね。という形で退位をすることになったと

いうことだろうと思います。 

次の時代、鍵は雅子妃 

これで代がわりをして、もうすぐ元号が……

私、知らないですからね。元号が変わると多分

もう一気に流れはそっちに行くんだろうと思

いますが、私は結構大きく変わるんじゃないか

と思っているんですよ。 

いままでも、さっき言ったように明治から大

正になってやっぱり変わるわけでしょう。大き

く変わっちゃったんですよ。だから、昭和はあ

る意味で明治に戻したんです。戻して、もう一

回権威をつくっていく。権威をつくっていくと

きに、明治天皇を大々的に持ちあげるんです。

昭和の初めですけどね。例えば明治節をつくる

とか、明治天皇が全国を回ったところを聖跡と

して指定していくとか、そういう一連の明治キ

ャンペーンというか、明治ブームというものが

昭和の初めに起こっているわけですけれども、

それは要するに、大正があまりにも失敗例だっ

たから、もう一回明治に戻すという動きだった

わけですよね。白馬に乗る天皇なんかも初めて

昭和になると出てくるわけでしょう。白馬に乗

って二重橋にあらわれたりするわけですけれ

ども、あんなのは明治、大正にはなかったわけ

ですよね。 

それで昭和から平成に変わったときも、いま

言ったように、本当は昭和の時代に皇太子にそ

れはできているんだけれども、天皇、皇后とし

てそれが全面的に出てくると、当然、昭和から

平成は大きく変わったわけでしょう。そうする

と、次の代にはまた次の代の新しいスタイルが

絶対出てくる。それは多分、かなり違うものに

なると私は思います。鍵を握っているのはやっ

ぱり雅子妃ではないかと。雅子妃が、環境が変

わって元気になるのか、いや、そうではなくて、

やはりまだ体調が不安定な状態がずっと続く

のかによって大きく変わってきます。 

そのあたりのことも、『平成の終焉』の未来

編ですね、最後のところにチラッとですけれど

も書きましたので、ご関心のある方はぜひ。い

ま、書店に行けばどこでも並んでいますので、

これをどうかお買いあげいただいて読んでい

ただければ、きょうの話では足りないところが

ご理解いただけるのではないかと思いますの
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で、どうかひとつよろしくお願いいたします。 

ということで終わらせていただきます。どう

もありがとうございました。 

司会 どうもありがとうございました。いろ

いろと新聞、メディアに対する厳しい注文もあ

り、最後はコマーシャリズムできれいに終わり

ました。ありがとうございます。 

私から二、三ね。地方紙を全部、国会図書館

でというのは大変な作業だと思うんですね。こ

れに着目したのはすごいと思うんですが、生き

生きとした材料があったんですものね。だけど、

行幸啓というのは、例えばさっきの千葉へ家族

で行ったようなものも含まれるんですか。外出

は全て含まれる。 

原 もちろんです。 

司会 それはいわゆる公式の行事も全部含

まれる。そのデータは、実は宮内庁は持ってい

るわけでしょう。 

原 持っています。 

司会 全部。 

原 持っていると思います、もちろん。 

司会 それはいずれ公開されますよね。 

原 だから、例えばそれはいまの天皇の実録

とかが出てくればね。 

司会 その段階にならないと出てこないん

だ。情報公開を要求したら出ませんでしょうか。

過去のやつですから。 

原 それは向こうの判断なんです。向こうの

判断待ちなんです。そんなの待っていられませ

んから。 

司会 なるほどね。それとやはり現天皇の平

成スタイルというのが昭和時代からしっかり

胚胎されていた、組み込まれていたと。そこに

は美智子妃の陰の能力が非常に大きく作用し

たのではないかと。しかし最後の場面の退位の

ところだけは、さすがにこれは天皇のほうが決

断し、美智子妃を説得し、結局ね。そして最終

的に日本国民をここまで持ち込んできたんで

すね。その彼の決断と政治手腕というのかな、

結果的にここまで。それについては歴代天皇の

中であなたの評価はいかがですか。こんなこと

をした人はいないでしょう。 

原 うーん。だから僕が一番気になっている

のは、大正天皇という人が宮中でどういうふう

に語り継がれてきたのかというところなんで

すよ。それはおそらく、あそこにいる人にしか

わからないものがあると僕は思っています。 

司会 否定的に受け継がれている。 

原 否定的というか、あのときにすごく、人

倫にもとると言ったらあれですけれども――

ということをやっちゃったんじゃないかなと

いう気がします。 

慰霊の旅、報道に違和感 

司会 わかりました。それと次の質問ですけ

ど、行幸啓の延長線上に、戦地に随分行かれた

ですよね。このことの意味ね。行幸というと、

宮中祭祀は一つの象徴というものの彼らの意

味づけがあったからされたわけですね。しかし、

最後のほうになって、戦災地をめぐり歩かれた

ことと…… 

原 慰霊の旅ですね。 

司会 慰霊の旅。それから、いわゆる、ずっ

と未解決の昭和天皇の戦争責任問題がありま

すね。これは何かどこかでリンクしているんで

しょうか。その辺はどうみられていますか。 

原 その辺についてもこの本の中で書いち

ゃったんですが、私は慰霊の旅を異様なまでに

持ちあげるいまのマスコミの風潮に対しても

ちょっと違和感があって……。 

だからちょっと書いたんですけど、要するに

いわゆる慰霊の旅というのはもちろん広島と

か長崎とか沖縄から始まって、その後、硫黄島

に行って、サイパン、パラオ、ペリリューとか、

フィリピンなんかも行っていますけれども、い

ま挙げた地域は全部、1944 年の 7 月以降なん

ですよ。つまりサイパン陥落以降の最後の最後

のぎりぎりというか、最後の 1年ぐらいの、も

っぱら日米戦ですよね。日米戦で要するにみん

な負けたところでしょう。だけど、戦争の全体

像からみるとそれはごく一部なんですよね。最

後のぼろ負けしていくときの戦いばかりでし

ょう。 
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だけど、1931 年 9 月の柳条湖から始まった

と考えれば、その前があるわけじゃないですか。

その前はむしろ日本の側が侵略するような、つ

まり日本の側から軍事行動を起こしていくよ

うな地域があるわけじゃないですか。それは柳

条湖がそうですし、それから盧溝橋があって、

それから南京があって、武漢があって、重慶が

あってね。重慶なんかは日本軍が空爆している

わけですけれども、それからもちろんパールハ

ーバーがあって、それからマレーシアのコタバ

ルがあって、そういうところは全部日本が奇襲

していますよね。そういうところは一つも行っ

ていませんよね。 

だから、あの最後の日米戦でぼろ負けすると

ころだけを専ら回り、それが讃えられていくと

いう風潮に私はすごく違和感があって、それを

持ちあげることによって戦争の全体像という

のはかえってみえなくなっている。我々の意識

がそこに規定されてしまうんじゃないか。 

司会 なるほどね。客観的にはそうだと思う

んだけど、しかし、それをやっていった天皇家

サイドからすると、やはりそういうお気持ちが

あったんじゃないでしょうか。その辺はどうな

んですか。 

原 だから、もちろんそこまでは否定しませ

ん。そこまでは否定しないんだけど、いま言っ

たように、彼らが行う行為がマスコミにこうい

う形で持ちあげられることによって、それを受

け取る側の、内務省上がりと言ったらあれです

けど、一般国民の側の戦争に対するイメージと

いうものはそれによって規定されるんじゃな

いかということです。 

質問 宮中祭祀について一つお聞きしたい

と思います。 

原さんの著書『昭和天皇』を買って読んでみ

たんですが、貞明皇后に影響を受けて宮中祭事

に非常に熱心だったと。どうも「人間宣言」の

ときに昭和天皇が、「自分は神であることは否

定するが、神の末裔であることは絶対否定しな

い」ということを側近の人が書いていますね。

ですから、多分、昭和天皇の場合は、自分の祖

先、あるいは自分の祖先につながる神に対して、

一種の歴史学者に言わせたら「系譜意識」と書

いてありますけど、そういうものを持つために、

大嘗祭の上座に座るとかそういうことをやら

れたんだというふうに僕は理解しました。 

ところが原さんの話だと、平成の天皇も皇后

も昭和天皇より以上に、お二人そろって宮中祭

祀をやられている。一体この二人は、一人のほ

うは祖先の神に向かってお祈りしたんだろう

と思いますが、平成天皇は、美智子さんを入れ

るとひょっとしてキリストの神にしているの

か、その辺がわからないということと、それか

ら、基本的に考えると、天皇制という土台を、

一種の宮中祭祀という宗教性を持ったもので

どうしても支えなければいけないのか。その点

をお伺いしたいと思います。 

内包するカトリック的要素 

原 私もやっていて実は一番よくわからな

いところなんですよ。先ほど申しましたが、な

ぜいまの天皇は 85 歳になる現在もなお代拝を

一切させず、全部自分でやるのか、そこですよ。

その部分はなぞです。最大のなぞです。 

美智子妃は、いまは全部はもちろん出てこな

い。全部出てこないけれども、しかし、自分が

出られない日は、必ず謹慎して黙祷しているわ

けじゃないですか。だから、出られないという

のは体力的な理由とかもあると思いますけれ

ども、要するにそのとき何もやってないという

ことではなくて、ちゃんと祈りをやっているわ

けですよね。 

その美智子妃が、さっき言ったように、かな

りキリスト教的というか、カトリック的な振る

舞いをしているということは、私はやっぱりず

っと気になっているわけです。あれだけの過酷

な祭祀をずっと続けることができるその原動

力として、果たしていまおっしゃられたような、

例えば万世一系イデオロギーというか、自分も

ずっとつながっているんだという皇統の意識

みたいなものだけで説明できるかというと、多

分それは無理だと思うんです。それは昭和天皇

ももちろん持っていたわけですし、昭和天皇も

それを持っていたけど、体のほうがやっぱり大

事だと思うから、代拝をふやしていく。普通は
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そうですよね。そっちのほうが理解しやすいわ

けじゃないですか。 

ところが、いまの天皇の振る舞いというのは

全くそういう理解を超えているわけですよね。

となると、それはおそらく論理的に考えると、

「万世一系」とかそういう前の天皇と同じよう

な意識とは違う意識がそこに入っているとし

か思えないわけです。その違う意識というのは

一体何なのかということなんです。 

それはひょっとしたら美智子妃からの影響

かもしれない。美智子妃の根本にあるのはカト

リックだと思っていますので、そうすると、カ

トリック的な、そういう宗教的な感情というも

のがいまの天皇の中にも入っているのかとい

うことにならざるを得ないわけですよね。 

ここまではもちろん論証できないというか、

それは証明できないし、資料的にも確認できま

せん。そこは現段階では推測するしかないです

けれども、ただ『「昭和天皇実録」を読む』で

も相当書きましたけれども、昭和天皇だって、

占領期のある時期はカトリックに相当接近し

ているわけです。だからカトリックに接近する

こと自体は別にいまの天皇に限った話じゃな

いわけですよ。昭和天皇だって、1921年(大正

10年)にローマ法王、つまりバチカンまで行っ

ているわけですよね。それでローマ法王とさし

で話もしているわけですけれども、そのあたり

から、カトリックと宮中というのはかなり親し

いというか近しい関係にあったということは、

例えば『昭和天皇実録』なんかを読んでも相当

わかってきたことなんです。 

ですから、そう考えると――これはもちろん

仮の話です。たとえ、いまの天皇の中にそうい

うカトリック的なものがあるとしても、それは

決しておかしな話ではないと思います。 

質問 『平成の終焉』を読んで 2点お伺いし

たいんですけど、1点は沖縄。沖縄の関係で非

常に反対運動が強くて、皇太子が沖縄に「海洋

博」をきっかけに来たことは――これは 1975

年に火炎瓶を投げつけられたときのあれです

ね。ある意味で天皇制を県民に押しつけるもの

である、火炎瓶事件も私は支持したい、とかい

うコメントを紹介しておられますけれども、そ

れから 11 回かけて繰り返し行って、こういう

反対の声がほとんど出なくなるまでになった。 

もちろん、真心込めてみたいなふうに報道さ

れてしまうんですけれども、琉歌を学んでまで

天皇は繰り返し沖縄に行って何をしたかった

のか、どういうふうになるところが……。いま

のような形が天皇が望んだような結果なのか

どうかというのが 1点です。 

それから、2013 年にちょっと注目しておら

れて、1つは美智子皇后の五日市憲法発言、そ

れから水俣訪問、それから、ついでのように山

本太郎議員の直訴状事件、こういうのが全部

2013年 10月にあったというところに注目され

ているんですが、それは安倍第 2次政権が発足

して 1年近く後になるわけですが、春先には主

権回復式典の話とかもありましたし、オリンピ

ックの招致の話もありましたが、2013 年につ

いてはどんなふうにお考えになっているのか

というのもちょっとお伺いしてみたいんです

けど。 

昭和天皇が残した負の遺産 

原 最初の沖縄ですけれども、それは昭和天

皇と沖縄の関係というものが一つあるような

気がするんです。だから当然というか、沖縄戦

というものが、昭和天皇がもう少し早く講和の

決断をしていれば避けることができたかもし

れないわけですよね。それが昭和 20 年になっ

てもなお、ずっと戦争の継続というか、もっと

言えば「一撃講和論」というものに固執したと

いうことが現在の資料からは確認されている

わけであって、『昭和天皇独白録』なんかを見

てもそうですけど、あの時点でも相当まだ勝ち

にこだわっているというのがわかってきたわ

けです。そういう意味での昭和天皇の戦争責任

みたいなものを強く意識しているというのは

一つあるような気がします。 

それからもう一つ言えば、例の「沖縄メッセ

ージ」というのもありましたよね。つまり、決

して昭和天皇の沖縄に対する姿勢というもの

は戦争に限ったことではなかった。戦後もなお

あった。沖縄をある意味では捨て石にするとい
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うか、そういうような発言まであったわけであ

って、それもおそらくいまの天皇は十分に認識

をしているのではないかなという気がします。 

そういうことがあるので、結局、昭和天皇の

時代にはそれを解決できなかったわけですが、

それをいわば受け継ぐ形で、沖縄に対してはほ

かの地域とは違った、おそらく強い思い入れと

いうか感情を持っているということが考えら

れるわけです。 

もう一つ、2013 年をどう見るかということ

ですが、確かにいまおっしゃったように、皇后

の五日市憲法の発言とか、あるいは水俣に行く

とか、山本太郎と直訴とか、そういうのが 10

月にあったということは確かにそうだと思い

ます。 

それからもう一ついま思い出したのは、2013

年だったと思いますけれども、天皇陵の見直し

を言いましたよね。天皇陵を見直す、つまり、

とりわけ明治、大正、昭和とでかくなった天皇

陵を見直して、火葬にして規模を小さくすると

いう、たしかそういう発言もあったと思うんで

す。 

私は、あれを聞いたときにこう思ったんです

ね。それはやはり、戦前と戦後の間にまだなお

強い連続性があると。だから憲法は確かに変わ

って象徴になったんだけれども、しかしまだ近

代天皇制の残滓がある。その一つが天皇陵なん

ですよ。つまり 1990 年にできた昭和天皇陵、

武蔵野陵というのも依然としてでかいわけで

す。これを象徴天皇制の身の丈に合ったサイズ

に変えようとしていると思いました。 

しかし、今回この「おことば」の中で宮中祭

祀と行幸啓を象徴天皇の二本柱にしたことに

対して、私はかなり問題があるんじゃないかと

いうことをこの中にも書いたんですけれども、

それは実は、宮中祭祀も行幸も、明治になって

大々的に復活したり新たにつくられたりした

ものなんです。天皇の力が強大化するときにこ

れが新たにつくられていく、そういうものだっ

た。それが、つまり戦前、戦後となお連続し、

ついに平成の時代に 2 つとも一番盛んになっ

たわけですけれども、これが象徴の柱になって

しまったということが矛盾しているんじゃな

いんですかと。 

だから一方でそういう天皇陵を小さくする

と言って近代天皇制を否定することを言って

おきながら、他方ではいま言ったようなそれと

矛盾するようなことを言っているんじゃない

かと思っているんですね。 

「あとがき」で隠された人物は 

質問 『平成の終焉』を読みまして、大変精

密な論証に感服いたしました。ただ 1カ所気に

なるところが「あとがき」です。先ほど頭にき

たとおっしゃった一件です。これは先生の言説

に対して宮内庁のホームページで、名指しで反

論といいますか批判といいますか、注文をつけ

てきたということで、「あとがき」によります

と、その背後にある特定の人物の姿が見え隠れ

している。その人物は皇室関係の全ての記事を

日々チェックし、目を光らせている。そして、

具体的な名前は控えるが、その名前を聞いたと

きに「なるほど」と思ったと。 

つまり、目を光らせているというのは、記事

の検閲といいますか、審査をしているというこ

とだと思うんですが、それが宮内庁に影響力を

与えているということになりますと、目を光ら

せるのは勝手ですが、宮内庁のアクションに結

びついているとすればこれは大変うっとうし

い話だと思います。ここまでお書きになるんだ

ったら、名前をばらしてしまったほうが現役の

人たちも仕事がしやすいんじゃないかと思う

んですが、いかがでしょうか。 

原 はい。その質問は当然出ると思っていま

した。それに対しては、この本を全てごらんに

なればおのずから答えは出ていると思います。

この本を全てですよ、「全てごらんになれば」

ということで勘弁していただけませんか。全部

です。 

質問 少し抽象的な質問になってしまって

恐縮なんですけれども、いまお話にあったよう

な、またご本に書かれたような、天皇がこの平

成という時代に残したものといいますか、もた

らしたものはどういうものだと原先生はお考

えでしょうか、お教えください。 

原 例えば昭和の初期であれば、なぜ天皇を
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尊敬しなければならないのかというときには、

私はやっぱりイデオロギーがあったと思って

います。例えば「教育勅語」というものを学校

で暗唱させられるとか、歴代天皇を全部暗唱さ

せられるとか、御真影の前では敬礼をするとか、

祝祭日の日には学校に行って「紀元節」の歌を

歌うとか「天長節」の歌を歌うとか、そういう

ことをずっと繰り返してきたわけじゃないで

すか。それによって、いわば天皇を神として崇

拝するような感情というものが幼い頭にみん

な注入されていくわけですね。 

平成という時代にはそれは全くないわけで

す。平成という時代は全くないにもかかわらず、

いまやそれを上回るぐらいの圧倒的な支持を

得ているということをどう考えるかというこ

となんですね。 

だから、私がなぜここまで全部調べたかとい

うと、ここまで全国津々浦々、島も含めて回り

尽くしているということなんです。実に手間の

かかる手段を 60 年にわたって続けてきたとい

うことがあって、その後半 30 年が平成なわけ

ですが、だから平成という時代は、そういうイ

デオロギーがなくてもこれだけの天皇――皇

后も含めてですけれども――に対する圧倒的

な支持が生まれたということ。それがいまおっ

しゃった質問に対する答えになるのかなと思

います。 

次の天皇で何が変わるのか 

質問 本を読んでいないので恐縮なんです

が、いまの天皇が象徴性としての天皇制を身を

もって体現というんでしょうか、つくってきた

と考えると、次の天皇で少しお変わりになると

おっしゃったので、それはどういうふうに変わ

るということを思っておられるのか。そして、

また「右派」という言葉をあえて使ったので、

明治天皇制がいいという保守的な考え方から

すると、平成から次の時代はどんな変化を考え

ておられるのかということを教えてください。 

原 右派が期待しているのは、雅子妃が病気

のままでいることですよね。だから、この皇后

みたいに、とにかくどこにでも一緒についてく

るみたいな皇后じゃなくて、逆に雅子妃は療養

してもらって、天皇だけが専ら外に出てきて、

その天皇をみんなで提灯持って奉迎をするよ

うな関係性というものを、彼らは多分期待して

いるんじゃないかと思います。 

しかし、逆に環境が大きく変わることによっ

て、つまりいまの天皇・皇后は引退というか、

もう完全に別の場所に行って、いままでみたい

にどこにでも顔を出すようなことにはならな

いということになると、逆に雅子妃は環境が改

善されて元気になるという可能性もあるわけ

じゃないですか。そうすると、逆に雅子妃が主

導する形で大きく変わっていく。 

この前の 2 月 23 日の皇太子の会見の中で皇

太子も言っていましたけど、雅子妃はもともと

外交官だった。美智子妃とは全然違うキャリア

を持っているわけですよね。美智子妃みたいに、

大学を出て就職もせずにすぐに結婚して宮中

に入って子どもを産んで良妻賢母になってい

くみたいな、そういう人とは全然違うわけです

よ。そうすると、雅子妃のキャリアというか、

外交官としての職業的なセンスというものが

何らかの形で生かされるような皇室が出てく

る可能性もあるわけです。 

そうなると、さっき言ったような例えば慰霊

の旅のあり方なんかも変わってくる可能性が

あるわけですよね。実は 2つの可能性が、大き

く分けるとあるんじゃないかと私は思ってい

ます。 

司会 元号には関心ございますか。 

原 最大の関心は、次の元号が中国古典から

取られるのか日本古典から取られるかです。 

司会 どっちになりそうですか。 

原 ここで外れると恥ずかしいので……。ま

あ、自分の中にちょっとは予想があるんですけ

ど、でも言わないです。 

司会 日本の古典ってそんなにいっぱいな

いでしょう。 

原 いや、あります。『日本書紀』とか『続

日本紀』の中に、ちょっとこれも引用していま

すけど、天皇の徳を讃えているような文章もあ

るんです。 
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司会 わかりました。では、ほかに質問なけ

ればこれで終わりたいと思います。 

原先生の揮毫は、まさに「平成の終焉」。「本

当に終わっちゃうんですね」という感じで何と

なくしみじみしてきました。原先生、きょうは

ありがとうございました。 

文責・編集部 


