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田中利幸札幌講演会 第二部 天皇制にかんする自由討議 

※敗戦後 1ヵ月半の 9月 26 日、哲学者の三木清が中野の豊多摩刑務所で海鮮の病にかきむ

しられながら獄死したことに端を発し、GHQ が 10 月４日出した治安維持法廃止、政治犯釈

放などの民主化指令の一項目に、この「天皇制にかんする自由討議」がある。これが 10月

11 日の「民主化指令」いわゆる「五大改革指令」につながる。しかし周知のように、翌年

の 2 月、「マッカーサー3 原則」にもとづく「マッカーサー憲法草案」によって、天皇制は

象徴天皇制に鞍替えされる。これ以降、戦後日本では天皇制の「自由討議」は棚上げされ

たまま今日に至る。発言者：増田都子さん、安積遊歩さん、花崎皋平さん、谷百合子さん、

金時江[キム・シガン]さん、そして主催者の意図。 

＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆ 

玉座の陰に隠れて「天皇制廃絶」を呼びかける!?   「明仁天皇『民主主義の旗手』」

というＡ氏に  

増田都子(育鵬社教科書批判を教えて石原都教委に免職された元社会科教員) 

 最近、メールのやりとりをしていた方…仮にＡ氏とする…から、「『象徴天皇

制廃絶』のためには明仁（前）天皇個人を批判しない方がいい」という主旨の論考を

受け取り驚愕しました。著作も多数あり「なみはずれた知性を持つ知識人」と

して、とても尊敬していたのでショックでした。

 Ａ氏は「いわゆる『進歩派』『中道派』『左翼インテリ』などをふくめ、圧

倒的多数の『良識派』が『明仁美化』にながれていったのは、まさに『記念す

べき』できごととして歴史に記憶されねばならない」「こんかいの『生前退位』

問題であきらかになった『明仁美化』傾向とはまったくちがった基盤（＝天皇

制廃絶を目指す立場）からの発言」と言いながら、「裕仁とちがい、明仁はアメ

リカ民主主義によって純粋培養され、『戦後民主主義』の旗手として象徴天皇の座に

ついた」などと主張されるのです。これではＡ氏は「いわゆる『進歩派』『中

道派』『左翼インテリ』などをふくめ、圧倒的多数の『良識派』が『明仁美化』

にながれていった」その「ながれ」に参加することを堂々と表明されたも同じ

です。 

 ここには明仁（前）天皇の言動についての具体的な検証は一切ありません。
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 前半の「明仁はアメリカ民主主義によって純粋培養され」というのは明仁さんの皇

太子時代、アメリカ人のヴァイニング夫人が家庭教師をしたことをいうのでし

ょうが 13～17 歳までの 4 年間です。主たる教師は後に美智子さんを発掘した小

泉信三でした。なにより「アメリカ人女性を家庭教師に」と頼んだのはＡさん

が「どんなに個人攻撃しても構わない」と断言する昭和天皇自身でした（ジョ

ン・ガンサー『マッカーサーの謎』時事通信社に詳細）。つまりは、これは「日

本の皇室の民主化を物語る」（ガンサー）証拠としてアメリカに印象付けるための昭和

天皇の策略であって、別に明仁さんを「アメリカ民主主義によって純粋培養」す

る気など、昭和天皇には全く無かったのは明らかです。

実際にエリザベス・ヴァイニングをアメリカで採用したのはマッカーサーの

忠実な軍事秘書ボナ・フェラーズです。彼は、もともとヴァイニングの知り合

いで同じクェーカー教徒だったから採用したのであり（『昭和天皇 二つの「独

白録」』NHK 出版）、フェラーズは早くから河井道（恵泉女学院を作った）と同

じクェーカー教徒として親交を持っており「昭和天皇を『平和主義者

だったが、軍部に逆らえなかった』として、戦犯から救う」ために協力し合っ

ていました。 

 エリザベス・ヴァイニングは明仁皇太子の英語教師として雇われたので「ア

メリカ民主主義によって純粋培養」するための教育をしたわけではなく、そん

な教育をする目的はない…せいぜい「ジミー」と呼んだぐらい…ですから、「ア

メリカ民主主義によって純粋培養され」というのは虚偽です。 

後半の「明仁は『戦後民主主義』の旗手」という事実も全く無いので、これも虚偽で

はないでしょうか？ 明仁さんの言動を具体的に検証すれば、事実は「明仁は『戦

後民主主義』破壊の旗手」＝「反民主主義の旗手」だった、としかいえないのでは

ないでしょうか? 

 その実例は枚挙にいとまはないですが、即位時と退位メッセージの端的な事

例だけ挙げます。

１、即位時 

1989 年 1 月 7 日、昭和天皇が死去し、9 日、明仁天皇は「即位後朝見の儀」を

国事行為として行いました。「朝見」とは「臣下が参内して天子に謁見すること」（WIKI）
です。

 この時の明仁天皇の「お言葉」は次のようなものでした。

「顧みれば，大行天皇には，御在位 60 有余年，ひたすら世界の平和と国民の幸

福を祈念され，激動の時代にあって，常に国民とともに幾多の苦難を乗り越え

られ，今日，我が国は国民生活の安定と繁栄を実現し，平和国家として国際社
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会に名誉ある地位を占めるに至りました。

 ここに，皇位を継承するに当たり，大行天皇の御遺徳に深く思いをいたし，

いかなるときも国民とともにあることを念願された御心を心としつつ，皆さん

とともに日本国憲法を守り，これに従って責務を果たすことを誓い，国運の一

層の進展と世界の平和，人類福祉の増進を切に希望してやみません。」

 Ａ氏が「いかに個人攻撃してもいい」とまでおっしゃる裕仁天皇を「御在位 60

有余年，ひたすら世界の平和と国民の幸福を祈念され，」「いかなるときも国民ととも

にあることを念願された御心を心とし」と、全く事実に反する虚言を弄し、「反民主主義

の旗手」だった昭和天皇の戦争犯罪の隠ぺい・正当化をすることを「天皇として行う」と

明仁さんは誓い、その後 30年、彼はそれを天皇として実行しました。 

 Ａ氏は、それは明仁さんが「天皇であったからだ。天皇であるかぎり」昭和

天皇批判はできない。「明仁という人物の資質のゆえにではなく、天皇制という

制度のゆえにだ。」から、明仁（前）天皇個人は批判しない方がいい、と主張さ

れます。

 しかし、「天皇制という制度のゆえに」「明仁という人物」個人が、天皇として事実

に反する虚言を弄し、「反民主主義の旗手」だった昭和天皇の戦争犯罪の隠ぺい・正

当化をするという犯罪的行為を行い続けたことを批判しないで、どうして「天皇制

という制度」の批判・『廃絶』を主張できるのでしょうか?

明仁天皇は「戦後主主義』の旗手」どころか、むしろ『戦後民主主義』破壊の旗手」で

あったことは明白ではないでしょうか？ 

 それは、即位時の映像が如実に見事に物語っています。YouTube で確認して

みましょう。

https://www.youtube.com/watch?v=AqrW3V01NB4
明仁天皇は主権者人民の代表を臣下扱いして即位しました。主権者人民代表で

あるはずの海部首相は、明仁天皇の足下で…首相の頭の高さは、ちょうど明仁

さんの足の高さになってます…寿詞（よごと）を述べました。寿詞とは「祝詞（の

りと）と異なり，臣下から天皇に奏上し，天皇の長寿と治世の繁栄を祝福する善言，

吉言と解される。また各民族の祖の王権への従属の伝承が語られることがある

ので，単なる祝言ではなく，従属の誓詞としての性格をも含んでいる。」（ブリタ

ニカ国際大百科事典）ものです。そのあとは首相が「天皇陛下万歳」と唱え、

一同が万歳三唱し、自衛隊＝新日本軍が礼砲を捧げました。
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これが「『戦後民主主義』の旗手」のすることでしょうか？ 

２、退位メッセージ 

 これは 18 年 8 月 8 日、明仁さんが NHK と結託して行いました。「退位」と

は明言はしなかったものの…つまりは明仁さんは、これが完全なる憲法違反であ

ることを知っていながら、敢えて違憲行為を犯した確信犯でした…黙示の、明白に「退

位したい、退位する」という意思表示を天皇として行った「政治的発言」その

ものでした。日本国憲法第 4 条によって「この憲法の定める国事に関する行為の

みを行ひ、国政に関する権能を有しない。」はずの天皇が、主権者人民の意志ではなく、

天皇の意志によって内閣・国会を動かし「皇室典範特例法」を作らせました。 

 明仁（前）天皇は「8.8 メッセージ」によって、憲法を遵守していれば絶対に

関与できない、国会が定める法である皇室典範の実質的改正を実現させ、「生前退

位・譲位」の実質的「権限」を獲得し、憲法第4条によって「有しない」はずの「国政に関

する権能を」行使したわけです。明仁（前）天皇は、人民主権の日本国憲法とそ

の下位にある法律である皇室典範によって奪われていた「長い天皇の歴史」時

代、大日本帝国時代と維持・継承して来た天皇自身の「皇位継承権」を、主権者人

民から自らの手に奪い返したのが事実です。

つまりは、『芦田均日記』（岩波書店 1986 年）1946 年 3 月 5 日付に明らかで

すが、マッカーサーに「象徴天皇」原案を押し付けられた裕仁天皇が最後まで固

執したけれども、かなわなかった「皇室典範改正の発議権」を、息子の明仁（前）天皇が

奪い返した、ということです。明仁さんは即位に当り「日本国憲法を守り」と公

約したのですから、何重にも重大な憲法侵犯で、これは、全く明仁天皇による人

民主権の日本国憲法蹂躙の無血クーデターともいうべき大犯罪ではありません

か？

 このどこに「明仁は『戦後民主主義』の旗手」の事実がありましょう? むしろ「明仁

は『戦後民主主義』破壊の旗手」であることが明白ではありませんか?

 その他、明仁天皇は、父の昭和天皇が命じた侵略戦争も絶対に認めず｢祖国を守

る｣ための戦争と強弁し、歴史を偽造する歴史犯罪も犯してます…「昭和天皇は常に

国民の幸せを願っていた平和主義者だった」と厚顔無恥な虚偽を事実として、

即位時に公言しているので、「侵略戦争をした」という歴史事実は絶対に認める

ことはできないでしょう。



5 

菅孝行さんの言われる「猿回し（＝政権）にあやつられる猿（＝明仁天皇）」をＡ氏

は引用されていましたが、「猿回し（＝明仁天皇）にあやつられる猿（＝政権）」の時も

ある、のが事実ではないでしょうか？

お互いに利用し合うのが政権と天皇の関係です。彼らは日本支配層の代表と、日本

支配層の象徴なんですから…

明仁天皇は、日本支配層の象徴としての自分の役割をよ～～っく自覚してお

り、階級的矛盾・社会的矛盾を隠蔽し、政権批判をする主権者人民が増えないように、

マスゴミと結託して赤子（せきし）どもへの慈愛活動を身を粉にして実行し、大成功

しました。その結果、Ａ氏が言われるように「明仁とその妻美智子に対するひと

びとの親近感は無視しえないほど広く深く『国民』のなかに浸透しています。」のは事

実です。 

でも、だからといって「明仁は『戦後民主主義』の旗手」などという虚像の玉座を

作り上げ、その陰から「天皇制を廃絶しよう」などと呼びかけても「ひとびと」に「天皇制

廃絶」という思考は育つわけないでしょう。むしろ、それは「天皇制続行」に加担するこ

とになるのではありませんか? 

誰かエライ人の言葉らしいですが「支配的な思想は、支配者の思想である」のは

事実です。それでも、事実に基づかない「明仁は『戦後民主主義』の旗手」などという

虚像の玉座を作り上げることによっては、「支配者の思想」に囚われているひとびとの

目を覚ますことは永遠に不可能だと、私は思います。 

 最後に目取真俊さんのブログから引用します。太字強調は私です。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

「『琉球処分』の日に来沖する天皇アキヒトの愚劣さと海保の危険な弾圧」 

目 取 真 ブ ロ グ 『 海 鳴 り の 島 か ら 』

2018-03-26

https://blog.goo.ne.jp/awamori777/e/beff11192c8c14af36611d246cee5fd3
「２６日（月）は朝、カヌー１０艇で松田ぬ浜を出発した。抗議船２隻と合流

し、午前、午後とＫ３護岸の被覆ブロック設置に対して抗議した。この日はＫ

４護岸でも被覆ブロックの設置が行われていた。明日２７日に天皇アキヒト夫

妻が来沖する。それに向けてゲート前では先々週から、辺野古新基地建設に向

けた資材の搬入が大幅に減っている。天皇の警備に機動隊が人員を取られたせ
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いだが、海ではこの間も変わらずに護岸工事が進められてきた。

３月２７日は沖縄にとって歴史的な日だ。処分官・松田道之が武装した兵士や警官

などを従えて首里城に押しかけ、廃藩置県を布達した日である。天皇アキヒトがこの日

を選んで来沖するのは、偶然ではあり得ない。近代日本国家が帝国主義的なアジア

侵略の先駆けとして、琉球国を武力による威圧で滅ぼし、併合していった。その

日をあえて選ぶことによって、日本（ヤマトゥ）の沖縄支配を正当化し、永続化することを

示すものだ。

中国に対抗して自衛隊の配備・強化が進められている与那国島を訪問先に選んだ

のも、分かりやすい話だ。１８７９年に日本に侵略・併合されるまで天皇とは

無縁であった琉球・沖縄を領土に組み込んだこと。領土の境界でそれをあらた

めて確認し、ヤマトゥの安泰のために沖縄人をからめとるのが、今の時代の天皇の役

割である。沖縄においてそれは自衛隊の強化と一体のものだ。

 近衛上奏文や天皇メッセージなど、沖縄を犠牲にして自己保身を図った天皇

ヒロヒトの息子として、沖縄への慰霊の旅を重ねてアキヒト夫妻は沖縄人のからめ

とりを追求してきた。それは一定奏功したように見える。しかし、『戦後民主主義』

の時代を生きたように見えるアキヒトが、父の沖縄に対する仕打ちを謝罪したことがあ

るか。 

 天皇が来たと有り難がるのは、人を身分や門地で差別するものでしかない。

天皇制は１日も早く廃絶すべきであり、憲法改正が必要なのはその１点である。ア

キヒトに幻想を抱く暇があったら、辺野古の海で進められている新基地工事を直視する

ことだ。沖縄の犠牲の上に米国に媚びへつらい、天皇とヤマトゥの安泰を図る天皇メッ

セージは今も生きている。」

＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆ 

障害を持つ人と天皇制 

                                                  安積遊歩
あ さ か ゆ う ほ

   ピアカウンセラー  

障害を持つ立場で天皇制を語ろうとする時に、一番先に思い出すのは「蛭子伝説」のこと

だ。蛭子は日本を作ったといわれるイザナミ・イザナギという神様の最初の子どもで、身

体があまりにグニャグニャで生まれたので、葦船に乗せられて水に流された。障害を持つ
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歴史研究家の話によればそこから都合の悪いことは「水に流す」という言葉が生まれ、障

害児が生まれれば見えないように隠してしまう、あるいは殺してしまうということが常態

化したのではないかという。日本という国の始まりに最初に生まれた子が蛭子で、その子

がグニャグニャの身体をしていたというのは障害を持つ立場からすると嬉しくさえもある。

しかし、生まれてからのその扱われ方はあまりに残酷で嬉しい気持ちはすぐにしぼみ、障

害者運動の中ではほとんど語る人はいない。 

私の父は私が生まれた時の足がひどくしなびて見えたと言った。それを見て「ついに罰が

当たったと思った」と言って、私を深く傷つけた。お酒を飲んでいる父に「傷ついた」と

言っても伝わらないだろうと思ったから、私の気持ちは言わなかった。 

父は中国で日本の天皇の軍隊に召集され、敗戦以降の 4 年半はシベリアで捕虜となった。

中国にいた 2 年半にどんな加害行為をしたかは一言も語らなかった。しかし、私の足を見

て因果応報と言うからには何か凄まじいことがあったに違いない。従軍慰安婦問題を知っ

てから、私は慰安所の前に父の並ぶ姿を想像した、ただそれはあまりにつらい想像で生前

の父には、とても聞くことは出来なかった。 

父は幼い時から柏手を打たずには、神社を通りすぎることができない皇国少年だったとい

う。だから、中国では天皇制を疑うことなく凄惨な加害行為を行っただろう。 

1945 年シベリアに送られてから 4 年半に彼の思想は大きく変わった。ソ連政府によって若

い日本兵が捕虜の中から選ばれ、その中に父もいた。彼らは半年間は様々な勉強の機会を

ウォッカを飲みながら与えられたという。その中には天皇制がいかに間違っていたかとい

う学びもあった。1950 年にシベリアから帰国してからは福島に戻り、社会科の先生になろ

うとした。しかし、マッカーサーのレッドバージに遭い、それは実現しなかった。 

湯浅謙さんという『中国帰還者連絡会』のメンバーだった方がいる。彼は軍医でなんの罪

もない中国人に対して残虐な生体実験を繰り返した。生体実験は病気を治療するためでは

なく、様々な臓器を取り出したり、手足を切除して、爆撃でやられた日本兵をどう治療す

るかの実験的手術だった。彼も戦後すぐに中国の捕虜となり、それがどんなに非人間的で

間違っていたかの教育を受けた。 

その教育は父が受けたシベリアでのものとは全く違っていた。中国の教育は日本兵の一人

一人に自分が何をしたかを徹底的に正直に書くことを迫った。正直に書くことでしか帰国

はないのだということを伝えながら、捕虜の待遇は監視をする中国の人たちより良かった。

それはソ連で父が受けたような期限付きの学習ではなく、強制労働は一切なかった。捕虜

でいる間中全て学びであり、人間性回復の時間だった。それどころか美味しいものを食べ、

書くことと対話し合うことを通じ反省と謝罪を自ら至れるよう励まされという。中国が彼
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らにこうした教育をした目的は、帰国後彼らが天皇制を改め徹底的な平和を作れるように

という思いからだった。それを受けて湯浅謙さんは、帰国後、自分がした中国に対する加

害の行為を 600 回以上に渡って講演して私たちに平和の大切さを伝えた。それに比べると

父が受けた教育は中途半端なものだった。彼は天皇制を心から嫌ってはいたが、そのため

に行動することはほとんどなかった。ただ、私たち家族には天皇や時の政治家達がどれ程

人々に嘘をつき、平和を侵してきた人たちかを伝えてくれた。 

明仁さんが去り、明仁さんから新しい人に代替わりしたと世間は騒いでいる。明仁さんが

まるで平和を求めているかのような報道がある。しかし、私には彼が帝王学で育ったため

に人間性を極端に歪められて育っているという確信がある。 

その確信は、私の体験によるものでもある。1968 年、私が施設にいた小学生の頃、彼は美

智子さんと二人でそこに「慰問」にやってきた。私たちは彼に会える子と彼の前から隠さ

れる子とに分けられた。私は会える子の側に入れられた。彼らが通るところだけが廊下も

改修され壁も塗替えられ、会える子たちには親に新しい服を用意するよう伝えられた。 

そしてその日、施設の園長と婦長とを従えて彼らがあらわれた。美智子さんは部屋に入る

なり私たち一人一人に顔を覗き込むように話かけてきた。初夏の頃であったからか彼女の

額や頬にいっぱいの汗が光っていたことを覚えている。それを拭うこともせず帽子もとら

ず、彼女は子どもたちに話かけ続けてきた。彼女は一度もハンカチで汗を拭おうとしなか

った。後で聞いたところによると人前で汗を拭ってはいけないというルールが皇族にはあ

るそうだ。特に女性にはこうしてはいけない、ああしてはいけないというルールが沢山あ

り、それで辛い思いをみんなしている様に見える。それに比べて、明仁さんは私たちを見

下し顎をしゃくって、この子はどこが悪いのかと園長に尋ねていた。彼にと)って私たちは

個人でなく体が悪い奇妙な生き物でしかなく、私たちが人の子であるということに対して

は全く興味がないようだった。 

その後、美智子さんはバセドウ病や失語症など様々な病気を繰り返した。それを聞くたび、

あの日の彼らの性別役割分業の過酷さを思い出した。天皇制の中に女性は女性として存在

することは許されないかのようだ。女性の生理は穢れや忌まわしいものとして扱われてい

るという。そうした中では、障害を持っていることは、さらなる絶対のタブーとなる。人

前に出さない見せない知らせないと二重三重の鍵がかけられる。大正天皇は障害を持って

いたという。それ故にか、彼の写真は一枚も表に出ていない。(もし見た方がいたらぜひ教

えてほしい) また、昭和天皇の妻も認知症が言われた頃から人前にもマスコミにも出され

なくなった。 
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冒頭にも述べた通り、障害を持つ人は天皇制の中で水に流され隠され、消され続けてきた。

つまり天皇制は、私にとっては優生思想の頂点にあるものだ。障害を持つ人に不妊手術を

強制した優生保護法という法律があった。1948 年から 1996 年までその法律によって強制不

妊手術の犠牲にさせられた人は、約 1万 6500 人にものぼる。私もまたその法律の被害者に

させられてもおかしくない遺伝的な身体の特質を持って生まれた。そのためその法律の廃

絶は私の悲願だった。それを行動化して 1994 年、カイロに行ってその法律の差別性を全世

界 2000 人の人たちに訴えた。その 2年後、法律の優生思想条文は削除され、法律の名前も

変わった。それから 23 年が経ち、ようやく犠牲者の人たちが立ち上がって国賠訴訟が始め

られている。そのことのテレビ番組が作られる中、私はその法律の表紙に「裕仁」の二文

字が書かれているのを発見した。 

優生思想と天皇制の繋がりの深さは私の直感を超えて歴然とした事実であった。天皇制が

象徴天皇制と名を変えても、差別の根源にそれがある限り、私たち障害を持つ人の人権は

十分に保障されることはないだろう。天皇制からの完全な自由を志向することは、私たち

の人権を確立する戦いと対で進むものなのだと確信している。 

ところで私は死刑制度にも完全に、反対の立場だ。それもまた、非情な優生思想の極致で

あるからだ。だから天皇制がなくなった時、彼らにもちろん極刑などはまるで望まない。

天皇制が廃絶された時私が望むのは、彼らが隣人となって暮らす世界だ。生活保護世帯と

同じように税金で暮らしながら、あまりにその額が巨大であるために、人々は彼らもまた

隣人であることに気づけなくなる。象徴天皇制がなくなり、彼らがご近所さんとして登場

してくれるならば、私は彼らの人間性回復に出来る限り応援したいと思っている。 

＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆ 

天皇制と日本の文学と政治思想

                               花崎皋平

 私は一九三一年生まれ。敗戦の時は十四歳だった。今でも覚えている天皇制に関する最

初の読書の記憶は、詩人・作家の中野重治が、戦後最初に書いた小説「五勺の酒」である。

一九四七年一月号の雑誌『展望』一月号に乗ったこの書簡体小説は、戦争中、教員であり、

校長になって退職した主人公が新憲法発布当時の感想を綴ったもので、天皇を天皇制から

解放し、個人にしなければ気の毒だと述べ、天皇と天皇制との具体的処理以外には民族道

徳は生まれないと書いている。

 私はこの作品に感銘し、全文をノートに書き写した。中野重治には「雨の降る品川駅」
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という名詩があり、その中で植民地下の父母の国朝鮮に帰って行く活動家たちを歌う中に

「君らは雨にぬれて君らを追う日本天皇を思い出す/君らは雨にぬれて 髭 眼鏡 猫背の

彼を思い出す」という一節がある。この詩も生涯、忘れることはないだろう。

堀田善衛と加藤周一

 堀田善衛は『方丈記私記』の中で、一九四五年三月一〇日の東京大空襲で死者一〇万人

を出した後、三月十八日に天皇裕仁が焼け跡を視察した時に居合わせた時のことをこう書

いている。この時は視察区域から屍体はもう綺麗に片付けられていた。

 「九時過ぎかと思われる頃に、驚いたことに自動車、ほとんどが外車である乗用車の列

が永代橋の方向からあらわれ、なかに小豆色の自動車が混じっていた。それは焼け跡とは、

まったく、なんともいえず馴染まない光景であって、現実とはとても信じ難いものであっ

た。これ以上不調和な景色はないと言い切ってよいほどに、生理的に不愉快なほどにも不

調和な光景であった。・・・小豆色の、ぴかぴかと、上天気な朝日の光を浴びて光る車の中

から、軍服に磨きたてられた長靴を履いた天皇が下りてきた。大きな勲章までつけてい

た。・・・（焼け跡を片付けていた）人々は本当に土下座をして、涙を流しながら、陛下、

私たちの努力が足りませんでしたので、むざむざ焼いてしまいました。まことに申し訳な

い次第でございます。生命をささげまして、といったことを口々に小声でつぶやいていた

のだ。・・・責任は、原因を作った方にではなくて、結果を。つまり焼かれてしまい、身内

の多くを殺されてしまった方にあることになる！ そんな法外なことがどこにある！ こ

ういう奇怪な逆転がどうしていったい起り得るのか！」

 こうした経験を堀田善衛は決して忘れることはできないだろう。これを読んだ私も忘れ

ることはできない。こうした奇怪な逆転を生み出す天皇制という装置の事も。

 加藤周一は、明快率直に言い切っている。

 「天皇制は何故やめなければならないのか。理由は簡単である。天皇制は戦争の原因で

あったし、やめなければ又戦争の原因となるかもしれないからである。」

 これはもう今は言えない昔の話であろうか。二一世紀の天皇制は、もう戦争の原因を作

らない平和の装置と言って良いのだろうか。天皇を担いでアジアを支配したい政治勢力が

徐々に力をつけていはしないか。

植民地支配と天皇制

 一九五〇年六月、朝鮮戦争が勃発する。私は十九歳。大学一年生だった。朝鮮戦争反対

の運動に加わりながら、朝鮮、中国を侵略し、東南アジア諸国を植民地として支配した歴

史に目覚めた。植民地化された韓国、北朝鮮が、今、謝罪と清算を求めているのは当然で

あり、日本政府が植民地化の歴史にまともに向き合はないことが北東アジアの平和の障害

になっている。そのことへの自覚は、歴史をさかのぼって蝦夷地北海道と琉球王国の植民

地化への謝罪と清算の必要性を教える。日本近代史は日本とアジアのピープルの立場から
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捉え返されなければならない。その侵略と支配の歴史の駆動力をなしていたのが天皇制に

よる帝国支配思想であった。

アイヌ民族の場合

 北海道のアイヌ民族にとって、天皇と天皇制は差別と抑圧をもたらした支配権力以外の

なにものでもなかった。アイヌの作家上西晴治の短編小説に、北海道大演習の時のエピソ

ードを描いたものがある。天皇を乗せたお召し列車が十勝平野を通って行く時、平原に牛

や馬が遊んでいる様子を演出するためにアイヌの飼い主が動員されたが、彼ら自身は草深

い野に身を伏せて姿を見せてはならなかった。列車が通り過ぎて、その演出がうまくでき

たと飼い主たちが喜ぶという話である。植民地の被支配民は草や木と同じで、いないも同

然でなければならなかった。フランスの植民地だったアルジェリアの現地民がそうだった

と作家・思想家フランツ・ファノンが書いている。

これからの時代に向かって

 二十一世紀の今日とこれからの天皇制について考えてみよう。日本国民の多くは、天皇

の存在を日本の精神的伝統として受け入れ、その地位をなくす必要を認めていない。現在、

天皇は象徴とされ、政治的活動をしてはならないとされているが、保守政権と支配勢力に

とっては、広い意味での政治的利用になくてはならない存在である。

 人の上に人を作らない普遍的人権の原理に立てば、この象徴としての天皇という地位は

無くし、天皇は国民と対等・平等な個人となるべきであり、政体としては共和制とすべき

であるが、日本国民の多数がこの主張に同意するには、政治思想の変革が必要である。説

得以外の暴力による変革は取るべきではないとすれば、なお長期にっわたる意識改革の活

動に待たなければならない。しかし、アジアと世界の恒久的な平和のためには、天皇制を

廃止し、共和制の日本を作ることが望ましく、そのための努力を粘り強く続けることが必

要である。

＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆ 

天皇制と女性差別 

      谷百合子（集会実行委員） 

① 雅子さん問題 

天皇制は様々な差別の頂点にあります。その中でも日常の生活の中に深く浸透していながら、

最も見えにくい問題が女性差別です。新天皇が即位して、これまで評価の低かった雅子さんが、

外交手腕をかわれてマスコミなどで異常なまでに持て囃される状況が起きています。皇室に入
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って外交官時代の能力を発揮するチャンスは奪われ、ひたすら男子を産む事を強要され、精

神を病む事になったと思います。 

皇族の方にも憲法の光が当たっているものとすれば、皇后としての雅子さんの立場は、日本

国憲法第３章 13 条と 24 条に違反しています。第 13 条は「すべて国民は個人として尊重され

る。生命、自由、及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り立

法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」。又、24 条は家庭生活における個人の尊

厳と両性の本質的平等について規定しています。雅子さんが男系天皇存続の任務から、個人

の尊厳を取り戻すべく立ちあがるかどうかは私の関知するところではありません。問題は皇室

を頂点として「国家」は家、天皇は「家父長」とする戦前体制復活の動きがじわりと進んでいる

ことです。 

② ミニ天皇問題 

 今日、私たちの周囲は胸を張って男女平等と言える状況にあるでしょうか？安倍首相の掛け

声とは裏腹に「ジェンダー・ギャップ報告書」によると日本は 149 カ国中 110 位で、中国よりも低

い結果です。上位は北欧諸国で、社会での女性の地位が高いだけでなく、生活面でも性別役

割分業が少ないと言う事です。育児休暇が長く保障されている事。これが男性にも適用されて

います。天皇制反対で集会やデモをして帰って、今時「風呂・飯・寝る」は無いでしょうが、市民

集会でもお茶出しや後片付けは女たちの仕事。男たちは自分が飲んだ茶わんも洗わない。大

逆事件で虐殺された伊藤野枝の娘、伊藤ルイさんの言葉を思い出します。「戦争も原発も介護

も全て、女たちは男たちの後始末をさせられてきたの」。 

 性別による役割分業は、天皇制と同じく諸悪の根源です。身近なミニ天皇を無くして行く事と

同時にそれが国家・家族の強化となりやがて「国を、家族を守る為」の戦争に繋がらないように

見張って行きましょう。 

＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆ 

金時江[キム・シガン] 

愛知県守山市の守山朝鮮小学校が強制的に閉鎖された 1950 年 12 月 20 日の写真に、

当時 8 歳の裵永愛〔ペ・ヨンエ〕さんが窓から投げ出されている写真を掲げて、「みな

さん、この写真を見てください。日本の警察官と大人たちが朝鮮の子どもたちを学校の

窓から放り投げているのです。いま朝鮮学校は無償化からはずされ、戦後 74 年経って

もこの写真となんら変わらない状況が在日朝鮮人の現状だと思います。私はこの写真を

見るたびに、胸と体がふるえるのです。」と訴えて、次の詩を金時江さんは感動的に読
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み上げた。（以下、原文は縦書きだが横組みに転載） 

一九四九年十一月二日 許南麒［ホ・ナムギ］ 

        さようなら 

        おれの仲間たち 

        さようなら 

        あわれな朝鮮の小さな同志たち 

        4 年前の 12 月 

        君たちがはじめてこの校庭にあつまったときと 

        同じ冬景色の中を 

        君たちはいま 

        小さな手をふりながら 

        吉田のいわゆる「立派な学校」    ※吉田は当時首相の吉田茂 

        殖田のいわゆる「健全な教育」の中へ   ※当時法務総裁の殖田俊吉 

        この「暴力団体」の盟員のふところから 

        ひきとられて行くのだ 

        鼻たらしの一年生は  一年生の朝鮮語で 

        六年生と五年生は  六年生と五年生の朝鮮語で 

        センセイ オレタチ 

        ニホンノガッコウニ イッテモ 

        セイイッパイ ベンキョウシテ 

        リッパニタタカイマス と 

        この先生をはげまし 

        さようなら 

        おれの仲間たち 

        さようなら 

        あわれな朝鮮の小さな同志たち 

        君たちはひきとられて 行くのだ 

        さようなら 

        おれの仲間たち 

        さようなら 
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        四年間しか母国語を習う自由を 

        与えられなかった子供たち 

        君たちを祖国へ結びつけ 

        君たちを ふたたび 

        母国語を奪う敵からまもってやると誓った 

        この先生は 

        何ひとつまもってやることもできず 

        まだ十一月だというのに 

        早くもおとずれた冬ざれの中で 

        君たちのふっている手が 

        街角をまがり 

        畑をつっきって 

        小さくなって行くのを 

        見送るばかりだ 

        さようなら 

        おれの仲間たち 

        さようなら虜となっていく 

        小さな朝鮮の同志たち 

        この先生は君たちを 

        日本の学校まで送ることもできず 

        この閉ざされた学校の 

        この傷だらけの校門に立ったまま 

        君たちを送るのだ 

        さようなら 

        さようなら 

        おれの小さな同志たちよ 

        元気で 

        元気でたたかってくれ 
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＜付記＞ 民族学校について 

日本の敗戦。朝鮮全土は解放の喜びにわきたちました。とくに在日朝鮮人は、すぐ

にでも独立した祖国で暮らしたいという熱い思いから、その多くの人びとは祖国へ帰

りました。 

 解放によって祖国に帰れるようになった人びとが、もっとも胸を痛めたことは、日

本で生まれ育った子どもたちが、祖国のことばも歴史も知らないことでした。在日朝

鮮人にとって解放とは、祖国をとりもどすとともに、民族のことばや歴史を学び、民

族の心をとりもどすことでもありました。 

 人びとは 

 「金のある者は 金を 

 知恵のある者は 知恵を」 

をあいことばに、必死の思いで民族学校づくりにとりくみました。こうして一九四六

年九月までに、五二五の初級学校、四つの中学校、十二の青年学校がつくられていっ

たのです。 

 ところが一九四八年、日本を占領していた連合軍司令官と日本政府は、この民族学

校を強制的に閉鎖する命令を出しました。これに対して在日朝鮮人は、民族学校を守

る運動をくりひろげました。四月二三日～二六日を頂点に、大阪・神戸を中心として、

民族教育を命がけで守ろうとした人びとの大きなたたかいを「阪神教育事件」といい

ます。 

 このような民族学校への大弾圧がなかったならば、韓国籍、朝鮮籍の子どもたちの

多くが日本の学校で学ぶという今日の状況は、かなりちがったことになっていたでし

ょう。 

＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆  

＜主催者の集会企画意図＞ 

天皇制を乗り越えるために―日本人は「積弊清算」ができるのか 

2019 年初夏、天皇代替わりを経て 

田中利幸さん講演会実行委員会：松元保昭 

 戦後の日本は、無謀な戦争を「二度と起こすことなく」決意し、主権在民、平和と民

主主義を旗印に戦後日本を再建してきたはずであった。しかしそこには、出発点から民

衆の自立と自由を阻む三重の枷（かせ）がはめ込まれていた。 
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【枷 その 1】敗戦後ただちに、在日朝鮮人はじめ旧植民地出身者は臣民（国民）から

排除された。どんな人間でも「法の下に平等」の人民（people）であったはずが、戦前

の「国体」観念を忍び込ませた「国民」という「足かせ」となって今日にいたる。人民

主権（people’s sovereignty）は人権の基底原理であるが、国民主権の名のもとに列

島居住の先住民族アイヌや在日外国人への差別を公然化し、国民主義は国家主義と同義

の日本ナショナリズムとなり排外主義の旗印にさえなっている。 

【枷 その２】さらに、米軍占領下における天皇ヒロヒトによる「沖縄貸与」、その後の

全土基地化の地位協定でがんじがらめにされ、無軍備・平和の憲法体制と根本的に対立

する安保体制という「手かせ」が戦後日本の自立・独立を阻んできた。法外な基地経費

負担ばかりか何兆円もの兵器爆買いを米国に強いられながら、対米従属を「抱きしめて」

いる属国のようだ。核の傘（じつは槍）で朝鮮半島・中国・ロシア敵視をやめず「主権

回復の日」と言祝ぐ一方、沖縄の「屈辱の日」は辺野古、先島まで続いている。 

【枷 その３】決定的となった「首かせ」は、神権天皇ヒロヒトの助命・免責工作と米

占領工作が合体して成った象徴天皇制へのすり替えである。「天皇についての自由討議」

（GHQ）はいまだなく「国民の総意」も問われたことはなく、「国民統合の象徴」と憲法

上明文化されてしまった。戦犯ヒロヒトが天皇に居座る戦後日本は「戦争の反省と平和

への決意」は空文句となり、あらゆるところでの「謝罪なき」戦後がいまも続く。とく

に、原爆投下責任と天皇（国家）の戦争責任が、セットで曖昧化され消去されたことの

意味は重くその隠蔽体質は現在につながる。 

この三つの「かせ（枷）」は、憲法の真のねらいであった人民主権、平和主義、民主

主義、地方自治を巧妙に歪め蝕んできた。戦後日本の民衆は、この三重の頸木（くびき・

束縛）との闘いをつねに強いられてきた。この頸木は、民主主義を腐らせる曖昧・ごま

かし・排外・差別、隠蔽・改竄・捏造・偽造の源泉ともいえる。これらを総動員して改

憲し普遍的人権を曖昧化し「象徴権威」を政治利用できる天皇元首化をねらうアベ政権

下の現況といえる。 

そもそも初発から「国権の最高機関」である国会が天皇の臨席をもって始まり、「三

権の長」が天皇に「拝謁」する慣わしとなり、主権の及ばない違憲濃厚な「譲位と国事

行為」が許された今般の代替わりは、退位・即位の皇室儀式に三権の長が拝謁拝礼し、

メディアの異常な過剰宣伝によって、あたかも「祭政一致（政教一致）・君民一体」の

天皇制国体が復活したかのようである。 

「人間として」の謝罪をせずに、責任を覆い隠す慰霊・慰問ですり替え感謝を強要す

る儀式と儀礼。「美しい日本」の虚構を絶えず垂れ流す一方、歴史と人権が巧妙に消去
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される報道と世間の体質。しかも祝日を天皇関連であふれさせ、元号・天皇が「悠久」

だと言って憚らない腹の底には戦前の天皇国家主義、日本民族優越主義が見え見えだ。 

古代天皇制にせよ、本居宣長の国学天皇制にせよ、明治の神権天皇制にせよ、戦後の

象徴天皇制にせよ、どう考えても天皇制は人民主権の対極にあって夜郎自大な差別と誤

魔化しの源泉であり温床である。特権の陰で人権を失っている天皇・皇族の解放もまた、

万人平等＝人民主権の必須の要件である。これまでの歴史事実が証明しているように、

天皇による国民統合は必ずや排外主義を生み出す。隣人（アイヌ）や隣国（朝鮮・中国）

の蔑視、差別、否定にとどまらず、自国民の人民主権、普遍的人権の抑圧・否定と一体

の象徴権威としてはたらいてきた。まさに天皇の存在は人間の不在、民主主義の不在と

表裏の関係にある。天皇による時間（歴史）と心の支配はもうごめんだ。去りゆかぬ植

民地主義・深まるレイシズムの元凶を乗り越えよう。 

環オホーツクから先島・沖縄のオキネシアに連なるヤポネシア（日本列島）、この「東

アジア列島群」を占有支配する権限は、ひとりヤマトゥ（日本人）だけにあるのではな

い。先住民族アイヌ、琉球民族、朝鮮民族など多民族響和共存の原理は、出自（アイデ

ンティティ）の異なる多様な「ただのひと」たちが連なる人民主権のほかにはない。さ

いわい、この道を希求する列島各地の残り火・熾火は、歴史と現在にしっかりと燃え続

けている。 

いまこそ万人平等と天皇制を考え直し、真の人民主権の響和、普遍的人権と民主主義

の獲得と創造、東アジアの非核・軍備撤廃・地域と世界の平和を目ざして市民が「積弊

清算」の声を挙げるべきときだ。 


