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昭fll47年10)J5日学;iiiii'i年記念式典にご臨席のIII.)陛下。（日本武道館
に お い て ） （ 共 同 通 信 社 提 供 ）

昭和55年6月2日芸術院賞授賞式に、陛下の前で有光次郎院長から芸術院
賞を受ける市川染五郎さん。（共￨耐]通信祉提供）
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杉の苗木を柚えられる陛下︒

昭和躯年５月翠日全国植樹祭Ｉ

︵共同通信社提供︶

称川県河北肺津幡町石川県森林公則

蕊

鷺

昭*Ⅱ59年2)]2213‑T‑i唯県南部地方ご旅行の折、太海フラワーセンターへお
立寄りの両陛下。左端腫芥Jlj論‑'f.9川市長1司氏提供）
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平成元年2月241」「大喪の礼｣当H、葬場にIP]け皇w前広場を行く僻>¥'
（共同迎信社提供）

2月24日古装束姿の楽師が先導し、式場中央を葬場殿に￨ｲ'｣う葱華ﾊｻの
徒歩列。（共同通信社提供）

︵共同辿倫社提供︶

２月型日葬場殿で御諌を奏上される天皇陛下︒

︵昭五一・一○・三○︶

乙号︵社会道徳︶

日本弘道会綱領
田︐号︵個人道徳︶
世界の形勢を察すること︑国家
人類の将来をおもんぱかること

ること

社会悪に対し世論を高めること

報道言論の公正を求めること︑

教育の適正を期すること︑道義
の一般的関心を促すこと

と

と︑資源の保存と開発を図るこ

自然の美と恩沢を尊重するこ

経済の倫理性を強調すること

政治の道義性を高揚すること︑

皇室を敬愛すること︑国法を守
信教は自由なること︑迷信は排
除すること
思考を合理的にすること︑情操
を美しくすること
学問を勉めること︑職務を励む
こと

教養を豊かにすること︑見識を
養うこと
財物を貧らないこと︑金銭に清
廉なること
家庭の訓育を重んずること︑近
親相親しむこと
一善一徳を積むこと︑非理非行
に屈しないこと

健康に留意すること︑天寿を期
すること
信義を以て交わること︑誠を以
て身を貫くこと

会祖西村茂樹先生小伝

日本弘道会の会祖・西村

茂樹先生は︑明治六年森有

弘之・中村正直らと相図り

礼・福沢諭吉・西周・加藤

﹁明六社﹂を設立︒﹃明六雑

誌﹄を発行して︑開化思想︑自由思想の啓蒙運

動を精力的に展開いたしました︒

その後明治九年三月には︑国民の道義向上を

目指し︑さらに国家社会の基礎を強固にするた

めの道徳教化団体として︑﹁東京修身学社﹂を

創設しました︒これが現在の﹁日本弘道会﹂

の前身であります︒明治十九年には﹃日本道徳

論﹄を公にして︑当時︑西欧の模倣と追随に終

批判し︑日本道徳の確立を訴えました︒

始していた社会の風潮と政治の在り方を厳しく

西村茂樹先生は︑明治時代における卓越した

道徳学者であり︑同時に偉大な国民道徳の実践

家でもあります︒明治二十六年︑宮中顧問官を

除くすべての官職を辞して野に下り︑全国を行

脚して社会道徳の高揚に一身を捧げ︑今日の生

涯教育の先駆的役割を果たされました︒
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聖霊の永久に安らかならんことを︑衷心より御祈念申しあげます︒

の限りなき御聖徳を偲び奉り︑舷に︑全会員とともに︑多摩の御陵に鎮まり給う御

御生涯を通して︑仮に︑国民の幸福と国際平和のために︑叡慮を傾けられた陛下

悲しくも昭和天皇陛下の崩御に際会し︑いまだ哀痛とどまるところを知りません︒

悼

平成元年二月二十四日

社団法人日本弘道会

会長鈴木勲
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昭和天皇御闘病の経過︵抄録︶
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｜昭和髄年一

途中ご退席なされる︒

４月四日宮殿で開かれた御誕生日祝賀の席上︑吐かれて

れられる︒

７月相日那須御用邸で︑散歩から帰られ︑玄関近くで倒
９月但日御用邸から帰京なされた翌日の午後八時過ぎ︑
大量に吐かれる︒

く状態で︑食事が通りにくくなっていることが判明する︒

９月旧日宮内庁病院でレントゲン検査︒腸の一部が閉そ

院にご到着︒同十一時五十五分︑森岡教授の執刀により

手術が行われる︒病変部の一部を病理検査のために切除
する︒

９月四日さぎに切除した病変部︵十二脂腸︶の組織片を検

●●●

査の結果︑ガン細胞が認められた︒

如月１日朝︑初めておじやを召し上る︒

加月４日病室前の廊下を八往復して︑二百四十米の歩行
練習を行う︒

如月７日宮内庁病院をご退院︒車椅子用のお車で吹上御

所へ︒お出迎えの皇后陛下とご対面なされる︒

Ⅷ月５日手術後初めて宮殿へ︒表御座所で宮内庁関係の
書類に目を通される︒

佃月朽日閣議で︑皇太子殿下に委任していた国事行為の

臨時代行を部分解除し︑陛下のご公務復帰が決定される︒

１月旭日﹁歌会始の儀﹂には︑ご体調を考慮してご欠席

お姿をお見せになる︒

１月２日一般参賀で︑手術後初めて国民の前にお元気な

１月１日﹁新年祝賀の儀﹂にご出席︒

一昭和閃年−

半分は︑引続き皇太子殿下が代行なされる︒

叫
１

９月脚日拡大侍医団会議︒腸の手術を行うことで一致︒

９月陥日星川前侍医長が︑東大病院長の森岡恭彦教授
︵第一外科︶に手術を正式依頼︒

９月旧日徳川義寛侍従長と高木顕侍医長が︑陛下に侍医
団の結論をお伝えする︒

９月迦日宮内庁病院へご入院︒午前十時三分︑陛下が病
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なされたが︑今年のお歌は︑
﹁国鉄の車にのりておほちちの

明治の承世をおもひゑにけり﹂

１月弱日手術以来中止されていた生物学のご研究を再開︒

本悟侍従長がおそばにつぎ︑万一に備えた︒

日那須御用邸で三十八度を越す発熱があり︑以後

度全局熱を出される︒

８月

９月相日三十八度の高熱が続き︑夜になりご容体が急変︒

ご就寝中大量吐血︵推定五○○ＣＣ︶なされる︒

ことを決定する︒皇居坂下門など全国で︑お見舞いの一

９月塑日政府は︑国事行為を皇太子殿下に全面委任する

般記帳がスタートする︒

ぶりに外出なされる︒全日にご帰京︒︶

３月加日皇后陛下とご一緒に須崎御用邸へ︒手術後半年
４月６日手術後初めて国賓︵ベネズエラ大統領︶とご会見︒

前後に急降下する︒鼻から管を入れて︑胃にたまった血

佃月５日未明に多量の体内出血があり︑最高血圧が四十

に鎮静剤を投与︒

Ⅱ月側日腕の筋肉が無意識に収縮する症状が起り︑夜間

の大量吐血以来︑最高の一︑六○○ＣＣを緊急輸血︒

れまでで最多の一五○○グラム以上となる︒九月十九日

ｎ月６日午前と午後の三回にわたり下血︒総下血量はこ

加月弱日アワアメを召し上がる︒

量の下血あり︑﹁意識が薄らいだ状態﹂︵侍医団の発表︶

加月１日初めてくず湯を飲まれたが︑午後三時すぎに大

●●●

えてもらいたい﹂とのお言葉を託される︒

９月〃日大量吐血後︑初めて拝謁した藤森昭一宮内庁長
官に︑﹁みなが心配してくれてありがとう︒よろしく伝

︵以後度々輸血をくり返す︒︶

９月別日早朝と夕方に下血︒六○○ＣＣの新鮮血を輸血︒

４月弱日ご誕生日を前に記者会見﹁いつこう疲れる様子
もなく︑だいぶ余裕があると思います﹂とお元気なお声
でお話しなされる︒

４月朗日八十七歳のご誕生日︒一般参賀にお出ましにな
る︒

●●●●●

５月旧日お痩せになったお体に合わせて︑洋服の採寸中︑
立ちくらゑなされる︒

５月相日春の園遊会にご出席︒会場は回られず︑マイク
でご挨拶︒

６月加日宮内庁病院で︑手術後初めてＣＴスキャナーな
どを使った精密検査を行う︒

６月旧日皇后陛下とご一緒に︑須崎御用邸へ︒全日にご
帰京︶

ｒ月即日皇后陛下と那須御用邸へお出かけになる︒︵９
月８日にご帰京︶

８月渦日日本武道会での全国戦没者追悼式にご出席︒山
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液一︑○○○ＣＣを体外へ吸引︒

●

昭和天皇御年譜︵抄録︶
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よしひと

１．釦陸軍大将乃木希典︑学習院長に就任︒

棚年︵一九○七︶

１．３光宮宣仁親王︵のちの高松宮さま︶ご誕生︒

てるのみやのぷひと

銘年︵一九○五︶

２．８日露戦争始まる︒

師年︵一九○四︶

３．６久迩宮良子女王︵現皇太后さま︶ご誕生︒

くにのふやながこ

記年︵一九○三︶

６．妬淳宮潅仁親王︵のちの秩父宮さま︶ご誕生︒

あつのみややすひと

弱年︵一九○二︶

してご誕生︒御名は︑辿宮裕仁親王︒

桑ちの象やひろひと

４・羽皇太子嘉仁親王︵のちの大正天皇︶の第一皇子と

斜年︵一九○一︶

︻明治︼

●・

０

０

８

申ロ■ロ﹄●■■一・■■■■■■■■・■早口ロ■一口一■■■■■■■■ロロ︾ロロロロローロ■■■■■■■■■■口車・ロ︒︾一口一■■■■■■■■■つ毎一宇・ロ﹄・ロロ■■■■■■■■■垂一一一一口ロロロロ■■■■■■■■■ロー●・ロロロロ■垂■■■■■■■■■一一一口一一一口・Ｐ■■■■■■■■■ｐｐＣ

−
︸
車叩
厘
卓

旭月８日意識レベルが低下し︑昏迷状態が続く︒

｜昭和別年一

︲
になる︒輸血総量は三○︑四六五ＣＣとなる︒

１月１日昨夜から大量の下血があり︑最高血圧が四十台
１月２日若干量の下血︑吸引措置をとる︒
１月３日午前中小量の下血あり︒

１月４日断続的に少量の出血あり︑体外出血は七日連続
となる︒

１月５日血圧が低下︑最高血圧六十台が半日以上続き︑
腎臓の機能が低下する︒高木侍医長から﹁体調がお弱り
になっている﹂という所見が発表される︒

１月７日午前四時すぎ︑血圧の異常低下でご容体が急変︑
昏睡状態となり︑ご危篤となる︒午前六時三十三分崩御
あそばされる︒

︷淋頂洲いⅧ湘澗哨雌洲諦棚新聞社の記事を参照させていただ︶

４．︐学習院初等科へご入学︒

刺年︵一九○八︶
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砺年 ︵ 一 九 一 二 ︶ 大 正 と 改 元
皇太子に︒

７．釦明治天皇崩御︒皇太子嘉仁親王践詐︒裕仁親王

︻大正︼

２年︵一九一三︶

３・妬裕仁親王︑高輪の東宮御所にお移りになる︒
４．４東宮御学問所︵総裁東郷平八郎元帥︶開設︒

３年︵一九一四︶

７．羽第一次世界大戦始まる︒
４年︵一九一五︶
すふのみやたかひと

ｕ・加大正天皇︑京都御所で即位の礼︒
岨・２澄宮崇仁親王︵のちの三笠宮さま︶ご誕生︒
５年︵一九一六︶

ｎ．３宮城内賢所で立太子の礼︒
１．Ｍ久迩宮良子女王︑皇太子妃に内定︒

７年︵一九一八︶

５．７成年式︒

８年︵一九一九︶

６．皿久迩宮良子女王とご婚約成立︒
２．岨東宮御学問所の課程をご終了︒

加年︵一九一二︶

︵イギリス︑フランス︑ベルギー︑オランダ︑イタリ

３．３軍艦﹁香取﹂で︑半年間の西欧歴訪にご出発︒

アへ︒９月３日ご帰国︶

ｕ・妬大正天皇ご病気のため︑摂政にご就任︒

難波大助が摂政宮裕仁親王に発砲︵虎ノ門事件︶

９．１関東大震災︒

旭年︵一九二三︶

ｕ・

旧年︵一九二四︶

１．茄久迩宮良子女王とご結婚︒ご新居は赤坂離宮︒

てるの柔やしげこ

８．５福島県猪苗代湖畔の翁島に新婚のご旅行︒
側年︵一九二五︶

岨・６第一皇女照宮成子内親王ご誕生︒

旧年︵一九二六︶昭和と改元
践詐︒

岨・妬大正天皇︑葉山御用邸で崩御︒皇太子裕仁親王

︻昭和︼

２．７新宿御苑葬場殿で大正天皇御大喪︒

２年︵一九二七︶

ひさのゑやさちこ

３・巧金融恐慌始まる︒

９．皿第二皇女久宮祐子内親王ご誕生︒
３年︵一九二八︶
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３．８第二皇女久宮祐子内親王ご逝去︒

岨・２澄宮崇仁親王︑三笠宮家を創設︒

ｕ・羽第二皇子義宮正仁親王ご誕生︒

４．６博儀満州国皇帝日本へ︑東京駅までお出迎え︒

よしの詮やまさひと

９．躯宮城内に新設された生物学御研究所使用開始︒

７．７慮溝橋事件勃発︒︵日中戦争に発展︶

旭年︵一九三七︶

ｕ・妬日独防共協定調印︒

貴内大臣︑高橋是清蔵相らを殺害︒

２．邪皇道派の青年将校らがクーデターを図り︑斎藤

川年︵一九三六︶

ｕ・加京都御所で即位の礼︒
たかのみやかずこ

９．帥第三皇女孝宮和子内親王ご誕生︒

４年︵一九二九︶

ｕ・皿浜口雄幸首相︑東京駅で襲われ重傷︒

５年︵一九三○︶

６年︵一九三一︶

１．妬天皇・皇后両陛下のご肖像写真を全国の学校へ

旧年︵一九三八︶

５．５国家総動員法施行︒

ご下賜︒

７・焔朝鮮・満州・ソ連国境紛争をめぐる日ソ軍の衝

よりのみやあつこ

３．７第四皇女順宮厚子内親王ご誕生︒

突︒︵張鼓峰事件︶

９．肥満州事変始まる︒
７年︵一九三二︶

すがのみやたかこ

３．２第五皇女清宮貴子内親王ご誕生︒

叫年︵一九三九︶

５．ｕソ連・満州国境ノモン︿ンで日ソ両軍衝突︒

１．肥上海事変始まる︒
３．１満州国建国︒

ｕ・虹皇居前広場で紀元二千六百年記念式典を行う︒

胡・岨大政翼賛会発会式挙行︒

９．町日独伊三国同盟成立︒

３．帥王兆銘主席の南京政府樹立︒

旧年︵一九四○︶

進撃︶

９．１第二次世界大戦始まる︒︵ドイツ軍ポーランドへ

５・略青年将校ら首相官邸などを襲撃︑犬養毅首相ら
を暗殺︒
８年︵一九三三︶

３．師日本︑国際連盟を脱退︒
つぐのみやあきひと

岨・略皇太子継宮明仁親王ご誕生︒
２・肥美濃部達吉博士の﹁天皇機関説﹂が問題になる︒

加年︵一九三五︶

︵貴族院本会議︶
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旧年︵一九四一︶

岨・８太平洋戦争始まる︒︵米・英両国に宣戦布告︶
旧年︵一九四三︶

皿・喝照宮成子内親王︑久迩宮盛厚王とご結婚︒

岨・１第一回学徒出陣︒
即年︵一九四五︶

３．皿初孫の東久迩宮信彦王ご誕生︒

３．ｍ東京大空襲︒
３．岨東京下町地区の戦災地を視察︒
５・邪東京空襲で宮殿焼失︒

８．６広島に原爆投下︒
８．９長崎に原爆投下︒
鈴木貫太郎首相が︑終戦につぎ天皇のご聖断を
仰ぐ︒

８．皿ポツダム宣言受諾︒終戦の詔書を発布︒

８・妬終戦詔書︑録音盤奪取未遂事件︒正午︑終戦を
国民に告げる玉音放送︒

９．２東京湾上に浮ぶ米戦艦ミズーリ号の甲板上で︑
降伏文書調印式行われる︒

連合軍最高司令官のマッカーサー元帥を︑米大

９．妬初めて外国人記者団とご会見︒

９．

使館にご訪問︒︵以後ｎ回のご訪問︶

皿・躯日本人記者団とご会見︒

四年︵一九四六︶

書をご発表︒

１．１天皇の神格化を否定する﹁人間宣言﹂の年頭詔

全国ご巡行の初め︒︵ご巡行は︑朗年８月まで続い

２．四戦災復興状況をご視察のため︑神奈川県下へ︒

た︶

６．岨極東軍事裁判のキーナン首席検事︑﹁天皇を︑

戦争犯罪人として起訴しない﹂と言明︒
盟年︵一九四七︶

られる︒

５．３日本国憲法施行︒天皇は︑国民統合の象徴にな

を除く十一宮家五十一人の皇籍離脱を決定︒

皿・Ｍ皇室会議において︑秩父︑高松︑三笠の三宮家

４．４東京青梅市の植樹式へ︒以後植樹祭へのご出席

朗年︵一九四八︶

が恒例となる︒

７．１宮城を皇居と改称︒
別年︵一九四九︶

１・邪両陛下︑銀婚式︒
９・妬最初の著書﹁相模湾産後鯉類図譜﹂をご出版︒

会式にご出席︒︵以後︑ご出席が恒例となる︶

加・釦東京で行われた第四回国民体育大会秋季大会開

ｎ．３湯川秀樹博士︑ノーベル物理学賞受賞︒
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妬年︵一九五○︶

５．別孝宮和子内親王︑騰司平通氏とご結婚︒
６・妬朝鮮戦争はじまる︒
妬年︵一九五一︶

５．別蔵前国技館で初めて大相撲ご観戦︒︵５月場所加
日目︶

ｎｏ別戦後初の国賓︑エチオピアのハイレ・セラシェ

訓年︵一九五六︶

皇帝とご会見︒

４．ｍ皇太子明仁親王︑正田美智子さんとご結婚︒

別年︵一九五九︶

９．妬伊勢湾台風で死者・不明者五○四名︒

館に最後のご訪問︒︵第ｎ回目︶

４．妬解任されて帰国するマッカーサー元帥を米大使
５．Ⅳ貞明皇太后陛下崩御︒

ひろの雛やなるひと

弱年︵一九六○︶

９．８サンフランシスコ平和条約︑日米安保条約調印
式︒

２・朗浩宮徳仁親王ご誕生︒

３．ｍ清宮貴子内親王︑島津久永氏とご結婚︒

〃年︵一九五三

４．鮒講和条約発効︒

６・巧安保阻止のデモ隊国会へ突入︒

４．ｕソ連の人間衛星船ポストークー号が打上げに成

弱年︵一九六一︶

６．羽新日米安保条約自然成立︒

皿・的順宮厚子内親王︑池田隆政氏とご結婚︒
１．４秩父宮潅仁親王莞去︒

朗年︵一九五三︶

２．１ＮＨＫがテレビ本放送開始︒

功︒

７．鮒第一皇女東久迩成子さん︵照宮︶逝去︒︵弱歳︶

３・加皇太子殿下がご名代としての英国エリザベス女
王戴冠式への参列と︑欧米十四ヵ国歴訪のため

ｕ・師吹上御所完成︒

ご出席は恒例となる︶

８・巧第一回戦没者追悼式に皇后陛下とご出席︒︵以後

銘年︵一九六三︶

４．羽﹃那須の植物﹄をご出版︒

師年︵一九六二︶

横浜港を出発︒︵如月咽日にご帰国︶

ｎ．５大宮御所で戦後初めての園遊会を開く︒
１．２二重橋事件︵皇居一般参賀の群衆が二重橋上で大混

四年︵一九五四︶

乱︑死者陥名︑重軽傷者創名︶
加年︵一九五五︶
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的年︵一九六四︶

ニクソン米大統領とご会見︶如月Ｍ日ご帰国︒

オランダ︑フランスやスイス︒９．町アンカレッジで

５・巧アメリカに占領されていた沖純が本土へ復帰︒

１．別グアム島で︑元日本兵の横井庄一さん発見され

〃年︵一九七二︶

帥・１東海道新幹線開業︒
皿・皿国立競技場において開催された第肥回オリンピ

６．別ご在位日数が一六︑六一九日となり︑これまで

を創設︒

９・釦義宮正仁親王︑津軽華子さんとご結婚︒常陸宮

ック東京大会開会式に︑皇后陛下とご出席︒大

に初めてテレビカメラが持込まれ︑晩さん会の

ｕ・肥米国フォード大統領訪日︒翌日の宮中晩さん会

１．邪金婚式︒天皇陛下七十二歳︑皇后陛下七十歳︒

組年︵一九七四︶

最長であった明治天皇を抜く︒

る︒︵２．２帰国︶

会名誉総裁として開会宣言を行う︒
嶋年︵一九六八︶

１．羽東大紛争はじまる︒
皿・館明治百年記念式典︵日本武道館︶に︑皇后陛下と

模様は宇宙中継で全米に放映される︒

ご出席︒

ｎ．皿皇居新宮殿完成︒

引年︵一九七六︶

９．釦皇后陛下と米国旅行にご出発︵如月型日ご帰国︶

火炎ピンを投げつける︒

７．Ⅳ沖純ご訪問中の皇太子殿下ご夫妻に︑過激派が

妻来日︒

５．７英国エリザベス女王︑ご夫君エジンバラ公ご夫

別年︵一九七五︶

年︵一九六九︶

７．別アメリカのアポロ−号︑月面に着陸︒
砺年︵一九七○︶

３．Ｍ大阪で開かれた日本万国博覧会の開会式に︑皇
后陛下とご出席︒

葉山御用邸︑放火のため全焼︒

柘年︵一九七一︶

１．

７．町ロッキード事件で田中角栄首相逮捕ざる︒

４．賂広島の原爆慰霊碑に皇后陛下と初めてご参拝︒

ｕ・皿ご在位五十年記念式典が︑日本武道館で開催さ
れる︒

５．９古希の祝賀を︑皇后陛下が主催される︒
ギー︑イギリス︑西ドイツ︒非公式訪問国デンマーク︑

９・町皇后陛下と訪欧旅行へご出発︒︵公式訪問国ベル
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詔年︵一九七八︶

とご会見︒

功・銘日中平和友好条約発効︒来日中の都小平副首相
弘年︵一九七九︶

６．妬カーター米大統領ご夫妻とご会見︒

６．肥ジスカールデスタン仏大統領ら東京サミット出
席の七ヵ国首脳とご会見︒
弱年︵一九八○︶

２．朋浩宮殿下︑成年式︒
７．２初の私的ご旅行にて箱根へ︒︵以後毎年一回︑両

さんじゆ

９．羽入江相政侍従長︑現職で逝去︒

帥年︵一九八五︶

４・釦国技館で︑ご在位六十年記念式典が開催される︒

馴年︵一九八六︶

ｎ．皿アキノ・フィリピン大統領とご会見︒

２．４高松宮宣仁親王莞去︒

他年︵一九八七︶

４．羽八十六歳のご誕生日︑皇居内豊明殿で開かれた

祝宴で気分が悪くなられ︑途中ご退席︒

６．躯六十一年十一月の三原山大噴火で被害を受けた

市から初めてヘリコプターにご搭乗︒

伊豆大島の復興状況をご視察︒ご静養先の下田

院︒手術を受けられる︒

９．躯小腸の腸閉そく症状のため︑宮内庁病院にご入
闘年︵一九八八︶

９・皿吹上御所で大量吐血︒緊急輸血︒

１．７午前六時三十三分︑吹上御所にて崩御︒

餌年︵一九八九︶

︿抑郷剛い州刷洲洲峨峨伽刷倒Ⅷ唾奇州州発行の﹁歴史年表﹂
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陛下で私的ご旅行をなされる︒︶

詑年︵一九八一︶

４・四宮殿で傘寿罰歳︶を祝う会が催される︒
茶会が催される︒

皿・巧京都御所で︑初めて関西の政財界︑文化人との
肥年︵一九八三︶

６・別浩宮殿下︑英国留学にご出発︒

ｎ
９レ
レー
ーガン米大統領ご夫妻とご会見︒
ｕ．
・９
弱年︵一九八四︶

７・肥オリンピック・ロサンゼルス大会開幕︒
９．６全斗換韓国大統領ご夫妻とご会見︒

９．妬新婚旅行の思い出の地福島県へ︑両陛下お揃い
でご旅行︒

〜 一 一

謹選抄に当って

今上天皇﹄掲載の謹編御製集に拠る︒

関紙﹃国民同胞﹄各年一月号に拠る︒それ以前は︑拙著﹃歌人・

不二歌道会謹編の﹃今上陛下御製集﹄︵昭和六十一年一月一日

三首︑六十二年六首︑六十三年七首︶三十一首を加えて︑平成元

とあるから︑六十年歌会始以降のお歌︵六十年五首︑六十一年十

刊︶には︑﹁大正十年以前﹂の一首を加えて御製数五百九十三首
ここに謹選申しあげた昭和天皇の御製百五十首は︑次の原資料

年三月一日までに公表されたお歌の数は︑概数六百二十四首とい

に拠るものである︒Ｏ宮中行事の﹁歌会始﹂の御製・御歌Ｏ
元日各紙掲載の御製︵年末に宮内庁より元日各紙掲載用として前

うことになろう︒

この中から︑御依頼によって百五十首のお歌をお選び申上げた

年度のお歌発表Ｏ国民体育大会・植樹祭御出席に際して各県に

は最もすばらしいお歌があげられていない︑とお考えのお方もお

わけであるから︑人によっては︑重要な意味を持つお歌︑あるい

下賜の御製Ｏ特別の機会に新聞に掲載された御製Ｏ御製集
﹃承やまきりしま﹄︵毎日新聞社・昭和二十六年十一月三日刊︶

その他︑ｏ木下道雄先生著﹃宮中見聞録﹄︵昭和四十三年一

お歌の象発表されたので︑すべてあげることとした︒昭和八年の

戦前のお歌は︑東宮御歌︑摂政宮御歌から始まるが︑歌会始の

ありと思うが︑数に制限があることとしてお許し願いたい︒

Ｏ天皇皇后両陛下御集﹃あけぼの集﹄︵読売新聞社・昭和四十九

月一日刊︶に掲載の﹁終戦のときのお歌﹂四首ｏ﹁昭和八年三

されたので︑例外である︒これで戦前・戦中のお歌は︑二十四首

﹁白川大将の遺族におくりたまへる御製﹂は︑戦後まで公表が秘

年一月二十六日御金婚記念刊︶︒

月三日︑鈴木侍従長をして白川大将の遺族におくりたまへる御

昭和六十三年度のお歌は︑今までに発表されたお歌が七首ある

となる︒

製﹂一首︵御遺族秘蔵の色紙コピー︶Ｏ昭和六十年十二月熊本
元日各紙発表の御製は︑昭和五十年以降は︑国民文化研究会機

県に伝達下賜の﹁はなしのぶの歌﹂等がある︒
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のてこれは最晩年のお歌として︑すべてあげることとした︒
昭和六十年以降のお歌も記憶に新たなお歌が多いので︑十六首
をあげた︒

なお︑連作のお歌と承られるお歌については︑なるべく原資料
の通りにあげることとした︒﹁終戦の折に﹂四首︑﹁平和条約発効

そうすると︑最初に御依頼のあった百首ではとても収まらない

の折に﹂五首などである︒

ことになったので︑百五十首にしていただいた︒それでも︑いま
まで発表されたお歌をすべて集めることを仕事にしてきたものに
とっては︑むずかしい仕事であった︒内訳は次の通りである︒

四平和条約発効・昭和二十七年以後ｌ昭和四十四年四十五首

㈲東宮・摂政宮御歌︵大正年間︶六首
目昭和初年から戦前・戦中の御製十八首
国終戦以後占領期間中の御製三十一首
国昭和四十五年から昭和五十九年三十四首
尚昭和六十年・六十一年・六十二年の御製八首
よ

㈹昭和六十三年の御製八首

御年齢は数二年に拠った︒語句についての簡単な説明︑訓承方︑

歌会始の御題の訓︑時代背景などについての簡略な説明等を附し
た︒漢字の用字法は﹃あけぼの集﹄にならって当用漢字に統一し
めた︒今日までに約二百基の御製歌碑が建っている︒︶

た︒︵御製歌碑の有無については︑御歌ほか四︑五基の承にとど
ともあれ︑ここに謹抄を作ったのは︑右のような次第であるこ
だきたい︒本謹抄がそのよすがになれば幸いである︒

とを諒とされて︑さらに御発表の御製のすべてに目を通していた

前記の通り︑不二歌道会から︑昭和天皇の御在位六十年奉祝の

出版として﹃今上陛下御製集﹄︵非売品︶が出ている︒昭和六十

十五年︶

ある︒ついて御覧いただきたい︒︵平成元年三月十日記︶

年歌会始までの︑新聞等発表の昭和天皇御製を網羅されたもので

年二十一歳︒︶

よよぎ

一九三ｌ歌会始・東宮御歌︒御

㈲東宮御歌・摂政宮御歌︵六首︶︵大正十年
しやとうの

よ

社頭暁︵大正十年

ゑえゆく

とりがねに夜はほのぼのとあけそめて代為木の宮のもりぞ

﹁とりがね﹂は﹁鶏声﹂︑﹁代々木の宮﹂は︑前年建立の明治

神宮︒昭和天皇作のお歌として発表された最初のお歌︒同じ

折の御父君大正天皇の御製は︑﹁神まつるわが白妙の袖の上

一九一三Ｉ歌会始・摂政宮御

て︑このお歌が大正天皇の最後の御製になったのである︒

にかつうすれゆく承あかしのかげ﹂といふ悲痛なお歌であっ

なみをてらす

旭光照波︵大正十一年

歌︒御年二十二歳︒︶

世の中もかくあらまほしおだやかに朝日にほへるおほうぷ

﹁朝日にほへるおほうゑのはら﹂は︑﹁朝日の光の照りかがや

のは︽ｂ

いている大海原﹂の意︒摂政の宮として天皇に代って歌会始
を主宰された︒
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一九一三ｌ歌会始・摂政宮御歌︒

し

河水清︵大正十五年Ｉ昭和元年

一九二六ｌ歌会始・

広き野をながれゆけども最上川海に入るまでにごらざりけ

の

暁山雲︵大正十二年

り

この年︑大正十五年十二月二十五日大正天皇崩御︑改元して

摂政宮御歌︒御年二十六歳︒︶

あかつぎにこまをとどめて見渡せば讃岐のふじに雲ぞかか

昭和元年十二月二十六日となる︒翌二年一月の歌会始は︑天

さぬ髪一

﹁こま﹂は﹁駒﹂︑御乗馬︒﹁讃岐﹂は﹁香川県﹂︑﹁讃岐のふ

御年二十三歳︒︶

れる
じ﹂は︑飯野山の別称︒﹁雲ぞかかれる﹂は﹁雲かかれり﹂

建つ︒

あらたなり

山色新︵昭和三年

二十年︶

皇御喪中につき行われなかった︒この御歌も酒田市に御歌碑

道

わが

治の政治﹂の意︒﹁いかにかあるらむ﹂は︑八音の字余りで︑

御即位後最初の歌会始の御製︒﹁我まつりごと﹂は﹁天皇統

をだ

一九二九ｌ歌会始︒御年二十九歳︒︶

深くお心をこめられた御内省の御表現と拝する︒
でんかの

き

田家朝︵昭和四年

海辺巌︵昭和五年

のいはほ

一九三○ｌ歌会始︒御年三十歳︒︶

平易・清新の気のあふれるお歌︒

都いでてとほく来ぬれば吹きわたる朝風きよし小田のなか

みやこ

るらむ

山やまの色はあらたにゑゆれども我まつりごといかにかあ

一九二八ｌ歌会始︒御年二十八歳︒︶

○昭和初年から戦前・戦中の御製︵十八首︶︵昭和三年

の﹁雲﹂を強調する表現︒昭和四十九年香川県善通寺与北山

一九二四Ｉ歌会始・摂政宮御

に御製歌碑建立︒

新年言志︵大正十三年
歌︒御年二十四歳︒︶

あらたまの年を迎へていやますは民をあはれむ心なりけり
に同情を寄せられたお歌である︒﹁あらたまの﹂は︑﹁年﹂に

前年十二年九月一日関東大震災︑空前の大災害に苦しむ民衆
かかる枕言葉︑﹁あらたまの年を迎へて﹂は︑﹁新年を迎へて﹂

一九二五ｌ歌会始・摂政宮御

の意︒﹁あはれむ﹂は︑﹁同情する︑愛する﹂の意︒

山色連天︵大正十四年

歌︒御年二十五歳︒︶

﹁たて山﹂は富山県立山︒このお歌は御歌碑となった︒昭和

たて山の空に饗ゆるををしさにならへとぞ思ふゑよのすが
たも
天皇御製歌碑の最初のもの︒また︑県民歌ともなった︒﹁ぶ
よ﹂は﹁御代﹂で︑摂政宮としてのお言葉使い︒
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建立︒

この年三月︑国際連盟脱退︒昭和六十年︑御製歌碑宇部市に

三月三日は︑前年の上海事変停戦の記念日︒天皇は︑派遣軍

でにけり

をとめらが雛祭る日にたたかひをとどめしいさをおもひい

ひな

の遺族におくらせたまえる大承歌︶

︵昭和八年三月三日︑鈴木貫太郎侍従長をして白川義則大将

ふ

力を感ぜしめられる︒

の

社頭雪︵昭和六年

一九三一ｌ歌会始︒御年三十一歳︒︶

国のいのちもかくあらしめたいと願われたお歌で︑不屈のお

いそ崎にたゆまずよするあら波を凌ぐいはほの力をぞおも

へ

をお褒めになり︑停戦協定成立直前に遭難し︑それがもとで

司令官白川大将が︑事変を早期に終結して御内命に応えた功

は︑当時軍部の圧力によって公表されなかったが︑戦後︑鈴

なくなった大将の遺族にお送りになったのである︒このお歌

一九三二Ｉ歌会始︒御年三十二歳︒︶

池辺鶴︵昭和十年

の

一九三五ｌ歌会始︒御年三十五歳︒︶

天皇御誕生︒︵昭和九年は宮中喪のため歌会始なし︒︶

した︒﹁いぐさをぱ﹂は誤伝︒この年十二月二十三日︑今上

ピーを見せてもらったところ︑前記のお歌であることが判明

るが︑その折の御製色紙︵御歌所長子爵入江為守謹写︶のコ

木大将の回想によって明らかになった︒ごく最近のことであ

ある︒強くきびしい平和の御祈願である︒

の

わがよ

暁鶏声︵昭和七年

この年九月︑満洲事変勃発︒

けき﹂世を祈る″の倒置法︒﹁安らけき世を祈る﹂に重心が

﹁世をこそ祈れ神のひろまへ﹂は︑〃承やしろの広前に﹁安ら

﹁世をこそ祈れ﹂は︑﹁世を祈る﹂の﹁世﹂を強める御表現︒

ふる雪にこころきよめて安らけぎ世をこそ祈れ神のひろま

ゆる

ゆめさめて我世をおもふあかつきに長なきどりの声ぞきこ
﹁ゆめさめて我世をおもふ﹂の御言葉に御深憂のお心があふ

楽しげにたづこそあそくわが庭の池のほとりや住ゑよかる

れている︒﹁声ぞきこゆる﹂は︑﹁声きこゆ﹂の﹁声﹂を強め

らむ

一九三六ｌ歌会始︒御年三十

国︒五・一五事件︒

六歳︒︶

海上雲遠︵昭和十一年

た御表現︒この年一月︑事変は上海に拡大︒三月︑満洲国建

の

朝海︵昭和八年ｉ一九三三ｌ歌会始︒御年三十三歳︒︶

天地の神にぞいのる朝なぎの海のごとくに波たたぬ世を
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かな

紀の国のしほの承さきにたちよりて沖にたなびく雲を承る
まことに雄大なお歌で︑潮の岬に昭和十一年十一月三日︑御
製歌碑建立︒昭和四年当地行幸の御感懐を詠まれたお歌と云

の

歳︒︶

田家雪︵昭和十二年

一九三七ｌ歌会始︒御年三十七

う︒この年二・二六事件︒十二月中国・西安事件︒

そやれ

承ゆきふる畑のむぎふにおりたちていそしむ民をおもひこ
﹁おもひこそやれ﹂は︑﹁思ひやる﹂の強い形︒農民の勤労を
深く同情されたお歌である︒

一九三八ｌ歌会始︒御年三十八

この年七月︑支那事変起る︒十二月南京占領︒

の

神苑朝︵昭和十三年
歳︒︶

一九三七ｌ歌会始︒御年三十

静かなる神のゑそのの朝ぼらけ世のありさまもかかれとぞ
おもふ
朝陽し礎え齢︵昭和十四年

一九四○ｌ歌会始︒御年四十

﹁はつしま﹂は︑熱海の沖の初島︒

さか

迎年祈世︵昭和十五年

歳︒︶

西ひがしむつ承かはして栄ゆかむ世をこそいのれとしのは
じめに

い形︒

﹁栄ゆかむ﹂は﹁世﹂にかかる︒﹁こそ祈れ﹂は﹁祈る﹂の強

一九四一Ｉ歌会始︒御年四十一

この年︑日独伊三国同盟成立︑大政翼賛会発足︒

の

漁村曙︵昭和十六年

歳︒︶

﹁あゑのえもの﹂は漁獲物︒青壮年が応召して老人が漁業に

あけがたの寒きはまくに年おいしあまも運くりあゑのえも
のを

条内閣︑十二月八日︑大東亜戦争開戦︒緒戦は︑真珠湾攻撃

従事する辛労のさまを御同情になったお歌︒この年︑十月東

一九四二ｌ歌会始︒御年四十二

・マレー沖海戦によって米英海軍を撃破する︒

の

連峰雲︵昭和十七年

歳︒︶

なり

峯つづきおほふむら雲ふく風のはやくはらへとただいのる

九歳︒︶

高殿のうへより承ればうつくしく朝日にはゆる沖のはつし

たかどの

ま
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﹁ただいのるなり﹂のお言葉は︑戦後海外に残された国民の
上をお思いになったお歌にある結句で︑いのるほかない︑祈
りに祈る︑というような強い強いお祈りのお言葉である︒一

日一刻も早く戦雲の晴れることを︑平和の克復をお祈りにな
られたのである︒

一九四三ｌ歌会始︒御年四十

この年一月︑言一ラ占領︒六月ミッドウェイ海戦で︑日本は
航空母艦四隻を失う︒

の

たぴと

農村新年︵昭和十八年
三歳︒︶

ゆたかなるゑのりつづけと田人らもかゑにいのらむ年をむ
かへて

おほう錐

一九四四ｌ歌会始︒御年四十

この年二月ガダルカナル島撤退︒十一月カイロ会談︒

海上日出︵昭和十九年
四歳︒︶

つはものは舟にとりでにをろがまむ大海のはらに日はのぼ
るなり
一首二文のお歌で︑非常な御苦悩が拝せられた︒﹁舟にとり

五歳︒︶

〃みやしろのひろまへ︵社頭︶に世を祈っていると︑風さむ

風さむきしもよの月に世を祈るひろまへ清くうめかをるな
り

き霜夜の月に︑寒梅が清くかをるのである〃︑との意である

が︑沢山の材料をひとつに集めようとする表現の努力に︑す

のは︑広瀬誠氏の当時の解釈であった︒終戦前の御苦悩の偲

なはち︑統一を求めて御努力になる政治上の御苦悩を拝した

ばしめられる凄壮なお歌である︒

この年︑二月ヤルタ会談︑三月十日東京大空襲︑四月鈴木貫

太郎内閣︑五月ドイツ降伏︑明治宮殿焼失︑六月沖縄戦終結︑

に投下︑八月八日ソ連の対日宣戦布告︑十四日最終御前会議︑

七月ポツダム宣言︑八月六日原子爆弾︵広島︶︑九日︵長崎︶

終戦の詔勅発布︒十五日終戦の詔勅玉音放送︒

白終戦以後占領期間中の御製︵三十一首︶︵昭和二十年終戦ｌ昭
和二十七年︶

一九四五ｌ御年四十

五歳︒︶︵木下道雄著﹃宮中見聞録﹄ｌ昭和四十三年一月一

終戦当時の御製四首︵昭和二十年

爆撃にたふれゆく民の上をおもひいぐさとめけり身はいか

日刊から︶

のびになられるかと拝された︒だが﹁日はのぼるなり﹂とは︑

でに﹂のお言葉も︑点在して孤軍奮闘する将兵の苦戦をおし

おもひて

身はいかになるともいぐさとどめけりただたふれゆく民を

ならむとも
一九四五ｌ歌会始︒御年四十

神洲不滅の御確信である︒この年七月七日サイパン島玉砕︒
の

社頭寒梅︵昭和二十年
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皇居内の勤労奉仕二首︵同年︶

をちこちの民のまゐきてうれしくぞ宮居のうちに今日もま

国がらをただ守らんといばら道すすゑゆくともいぐさとめ
けり
たあふ

ぐゑを

しなのぢ

一九四六ｌ歌会始︒御年四十

明治天皇の五箇条の御誓文をあげられ﹁叡旨公明正大︑又何

あれ

ふりつもる承雪にたへていろかへぬ松ぞををしき人もかく

六歳︒︶

松上雪︵昭和二十一年

の

夕ぐれのさびしき庭に草をうゑてうれしとぞおもふ母のめ

む

わが庭に草木をうゑてはるかなる信濃路にすむ母をしのぱ

︵同年︶

母宮より信濃路の野なる草をたまはりければ二首

誌﹂︶

仕の為宮城に来り︑宮城跡整理をなす︒︵木下道雄﹁側近日

昭和二十年十二月八日宮城県青年六十余名︵女八名︶勤労奉

あと

外国と離れ小島にのこる民のうへやすかれとただいのるな

戦にやぶれし後の今もなほ民のよりきてここに草とる

とっくにはな

り

木下先生は﹁烏にたとえては甚だ恐縮であるが︑猛鳥の襲撃
に対し雛まもる親鳥の決死の姿を︑涙して想うだけである︒﹂

と書いておられる︒このお歌を読んで涙せぬ人はあるまい︒

大東亜戦争終戦の悲劇を記念する永久のお歌である︒四首目
のお歌は昭和二十一年に発表されたが︑前の三首は木下道雄
先生によって初めて発表されたのである︒

平成元年四月特別号﹃文芸春秋﹄所載の﹁側近日誌﹂︵当
時侍従次長・木下道雄記︶の︑昭和二十年十二月十四日の記
事に︑﹁御製を宣伝的にならぬ方法にて世上に洩らすこと御
許を得たり︒﹂として﹁終戦時の感想﹂四首を記す︒﹁同年十

二月二十九日十二時三十分宮内記者と会見︒両陛下の事に
関し大臣の話を補足す︒御製を発表す︒﹂として﹁海の外の
陸と小島にのこる民の上安かれとた壁いのるなり﹂とある︒
前の三首の発表については未詳︒

災害地を視察したる折に三首
戦のわざはひうけし国民をおもふ心にいでたちて来ぬ
思ふ

ヲ力加ヘン︒﹂と︑復興の原理を宣布された︒お歌も同じ御

この年一月一日︑﹁新日本建設に関する詔書﹂発布︑冒頭に

国をおこすもとゐと承えてなりはひにいそしむ民の姿たの

趣旨である︒

わざはひをわすれてわれを出むかふる民の心をうれしとぞ

もし
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あけぼの︵昭和二十二年
十七歳︒︶

一九四七ｌ歌会始︒御年四

たのもしくよはあけそめぬ水戸の町うつつちのおともたか
で︑萎 三 ﹂ え て

御巡幸の折のお歌︒以下御巡幸の折のお歌が多い︒

おきて

新憲法一施行︵﹃あけぼの集﹄に初出︶

日本国憲法は昭和二十一年十一月三日公布︒六箇月後発効︒

うれしくも国の徒のさだまりてあけゆく空のごとくもある
かな

の

春山︵昭和二十三年

一九四八Ｉ歌会始︒御年四十八歳︒︶

﹃あけぼの集﹄に拠ると︑同じ題で次のお歌が詠まれている︒

うらうらとかすむ春べになりぬれど山には雪ののこりて寒
し

﹁春たてど山には雪ののこるなり国のすがたもいまはかくこ

でわかる︒

そ﹂︒﹁歌会始﹂のお歌も︑単なる叙景の歌でないことがこれ

をりにふれて︵同年︶

秋ふけてさびしき庭に美しくいるとりどりのあきざくらさ
く

霜ふりて月の光も寒き夜はいぶせき家にすむ人をおもふ
と

風さむき霜夜の月を見てぞ思ふかへらぬ人のいかにあるか

広島︵﹃あけぼの集﹄に初出︶

りけり

たゆまずもすすむがををし路をゆく牛のあゆゑのおそくは

ああ広島平和の鐘も鳴りはじめたちなほる見えてうれしか
昭和六十年広島市に御製歌碑建立︒﹁ああ広島﹂の初句は万

あれでも

十九歳︒︶

一九四九ｌ御年四

よるべなき幼子どももうれしげに遊ぶ声ぎこゆ松の木のま

をさなご

福岡県和白村青松園︵昭和二十四年

時の陛下のお心持をあらわしたお歌のように拝察した︒

歌は︑陛下が牛どしであることをあとで知った︒さながら当

この頃︑敗戦占領下の悲哀のにじゑ出たお歌が多い︒牛のお

餅の涙をこめての御表現で︑絶句されたような趣である︒広
島の原爆被害に寄せる深い深い御同情の御表現である︒

昭和二十二年三月十八日読売新聞に︑﹁戦争も終り一段落し
たころ︑天皇は和歌の制作について︑侍従に語られた︒﹂と
して﹁〃このごろは歌がすらすらとよめるようになった︒″⁝
⁝と天皇陛下は最近ある侍従に包承きれないお喜びの色を︑
ひと承に輝かせながら申された︒﹂とある︒︵由利静夫・東邦
彦共著﹃天皇語録﹄︶
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わた

得つ

新聞のしらせをけさは見てうれし湯川博士はノー尋ヘル賞を

湯川秀樹博士ノーベル賞受賞三首
ぶ声きこゆ﹂は悲しき承調べである︒

め

ぞ思ふ︵﹃あけぼの集﹄︶

一九五一ｌ御年五十一歳︶

かなしけれどはふりの庭にふしをがむ人の多きをうれしと

貞明皇后崩御︵昭和二十六年

うれひなく学びの道に博士らをつかしめてこそ国はさかえ

ふ

賞を得し湯川博士のいさをしはわが日の本のほこりとぞ思

﹁よるべなぎ幼子ども﹂は戦災孤児であろう︒﹁うれしげに遊

福岡県大牟田︵同年︶
す単

海のそこのつらきにたへて炭ほるといそしむ人ぞたふとか
当時石炭は黒ダイヤと呼ばれて復興の動力源であった︒陛下

りける
は坑内まで入って坑夫たちを激励された︒

雲仙岳にて︵同年︶

いでましし浅間の山のふもとより母のたまひしこの草木は

たかはら

高原に承やまきりしまうつくしくむらがり咲きて小鳥とぶ

も

り

一九五二ｌ御年五十二歳︶

風さゆるゑ冬は過ぎてまちにまちし八重桜咲く春となりけ

︵昭和二十七年

平和条約発効の日を迎へて五首

凶平和条約発効昭和二十七年以後四十四年までの御製︵四十五首︶

一月三日発行︶の巻頭に載る︒

後の二首は﹃天皇歌集・象やまきりしま﹄︵昭和二十六年十

貞明皇后崩御は昭和二十六年五月十七日︒

池のべのかた白草を見るごとに母の心の思ひいでらる

なり
雲仙野岳に吉田茂謹書の御製歌碑建つ︒

開拓地︵同年︶
すきひきあげ
かくのごと荒野が原に鋤をとる引揚びとをわれはわすれじ

いはまう鍬うし

葉山にて︵同年︶

しほのひく岩間藻の中石のした海牛をとる夏のひざかり
﹁海牛﹂はクラゲ状の軟体動物︒生物学御研究の折の御作︒

陛下は科学者であるとともに歌人であられた︒他にも御採集
の折のお歌が多い︒
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に

国の春と今こそはなれ霜こほる冬にたへこし民のちからに
花みづぎむらさきはしどい咲きにほふわが庭見ても世を思
ふなり

冬すぎて菊桜さく春になれど母の姿をえゑぬかなしさ
わが庭にあそぶ鳩見て思ふかなたひらぎの世のかくあれか
しと
平和条約発効は昭和二十七年四月二十八日︑お歌は四月二十
九日天皇誕生日の新聞に発表された︑と記憶している︒五月
三日記念式典︒敗戦・占領というわが国史上未曾有の難関を
切り抜けられたお喜びのお気持が︑躍るように感じられるお
であったかを物語るのである︒最後のお歌の下の句︑﹃あけ

歌である︒それなりに︑その間の御苦心がいかばかりのもの

一九五三ｌ歌会始︒御年五十三歳︒︶

ぼの集﹄には﹁世の荒波はいかにあらむと﹂とある︒

さがみ

船出︵昭和二十八年

霜にけぶる相模の海の沖さして舟ぞいでゆく朝のさむきに
平和克復後最初の歌会始の御製︒この会に前年立太子礼を行
われた皇太子明仁親王が初めて詠進された︒その御歌﹁荒潮
のうなばらこえて船出せむ広く見まはらむとっくにのさま﹂

帰朝︵同年︶

浜御出発︒

とある︒皇太子さまは三月三十日英女王戴冠式参列のため横

ひの翠こ

皇太子を民の旗ふり迎ふるがうつるテレビにこころ迫れり

︵﹃あけぼの集﹄︶

皇太子の旅ものがたりうかららと集ひて聞きつ時を忘れて

○

ひの桑こつど
︵﹃あけぼの集﹄︶

弟秩父宮の四十日祭に鵠沼を訪ひて︵同年︶

鉢の梅その香もきよくにほへどもわが弟のすがたは見えず

昭和二十八年一月四日秩父宮御逝去︒

︵﹃あけぼの集﹄︶

松山国民体育大会︵同年︶
き︵﹃あけぼの集﹄︶

沖純の人もまじりていさましく広場をすすむすがたうれし

会への初めての参加︒

一九五四ｌ御年五

沖縄復帰は昭和四十七年︑当時なお米軍施政下︒国民体育大

伊勢神宮に参拝して︵昭和二十九年
十四歳︒︶

をぐさは

伊勢の宮に詣づる人の日にましてあとをたたぬがうれしか
りけり︵﹃あけぼの集﹄︶

おも

涛沸湖畔︵同年︶

ゑづうゑの面にうつりて小草喰む牛のすがたのうごくとも
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なし

くもゐえぞ

飛行機上より二首︵同年︶
ひさかたの雲居貫く蝦夷富士の承えてうれしき空のはった
ぴ︵﹃あけぼの集﹄︶

松島も地図さながらに見えにけりしづかに移る旅の空より
とうやまる

洞爺丸遭難二首︵同年︶

と

北の旅のおもひ出ふかき船も人も海のもくづとなり果てに
けり︵ ﹃ あ け ぼ の 集 ﹄ ︶

その知らせ悲しく聞きてわざはひをふせぐその道疾くとこ
昭和二十九年八月北海道御巡幸︑九月二十六日洞爺丸遭難︒

そ祈れ

一九五五ｌ御年五十五歳︒︶

ふる

十七歳︒︶

とほおや

ふ難

︵昭和三十三年−一九五八Ｉ御年五十八歳︒︶

赤間神宮ならびに安徳天皇陵に詣でて

港まつり光りかがやく夜の舟にこたへてわれもともしびを

柔なそこ

承やゐ

十九歳︒︶

靖国神社の九十年祭︵昭和三十四年

一九五九ｌ御年五

水底に沈ふたまひし遠つ祖をかなしとぞおもふ書見るたび
に

おもふ

ひのみこ

皇太子の結婚二首︵同年︶

ここのそぢへたる宮居の神が承の国にささげしいさををぞ

ひの染こ

あなうれし神の承前に皇太子のいもせの契りむすぶこの朝

る

皇太子の契り祝ひて人びとのよろこぶさまをテレビにて見

すまひ

相撲︵昭和三十年

たのしさ

一九五七ｌ歌会始︒御年五

一九六○ｌ歌会始︒御年六十歳︒︶

さしのぼる朝日の光へだてなく世を照らさむぞわがねがひ

光︵昭和三十五年

国のため命ささげし人々のことを思へぱ胸せまりくる

千鳥ヶ淵戦没者墓苑︵同年︶

ひさしくも見ざりし相撲ひとびとと手をたたきつつ見るが
五月二十四日初の大相撲御見物︒

と

八月十五日那須にて︵同年︶

ともしび︵昭和三十二年

夢さめて旅寝の床に十とせてふむかし思へぱむねせまりく
る
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なる

一九六三ｌ御年六十三歳︒︶

その病ひ篤しとききてはるばると訪ねたる今のこころなぎ

︵昭和三十八年

このお歌の解釈をめぐって当時論争があった︒五月︑六○年

﹁厚子﹂は第四皇女池田厚子夫人︒

安保反対闘争でデモ隊国会を包囲︒

一九六一ｌ御年六十一

長野県植樹祭︵昭和三十九年

一九六四ｌ御年六十四

ゆく

六十の賀三首︵昭和三十六年
歳︒︶

やしゑね
ひよう
八子が峯にはかに雷のふるなかをもろびとも苗を植ゑをは

歳︒︶

かな ︵ ﹃ あ け ぼ の 集 ﹄ ︶

ゆかりよりむそぢの祝ひうけたれどわれかへりゑて恥多き

一九六五ｌ御年六十五

りたり

やまひしげこ

むる

雄大な国見のお歌︒

声︵昭和四十一年

だいせん

日々のこのわがゆく道を正さむとかくれたる人の声をもと

一九六六ｌ歌会始︒御年六十六歳︒︶

しづかなる日本海をながめつつ大山の承れに松うゑにけり

鳥取県植樹祭︵同年︶

年︑陛下は﹁ひかり﹂運転台にお乗りの由︒

新幹線は最初︑東京・大阪間﹁ひかり﹂で四時間︒昭和四十

避け得ずに運転台にあたりたる雀のあとのまどにのこれり

え

四時間にてはや大阪に着きにけり新幹線はすべるがごとし

歳︒︶

新幹線にて二首︵昭和四十年

還暦の祝ひのをりも病あつく成子のすがた見えずかなしも
むそとせをふりかへりゑて思ひでのひとしほ深きヨーロッ

一九六二ｌ御年六十二歳︒︶

﹁成子﹂は御長女東久迩成子夫人︑三十六年七月二十三日御

パの旅
逝去︒

那智の滝︵昭和三十七年

そのか承に熊野灘よりあふぎゑし那智の大滝今日近く見つ

遺族のうへを思ひて二首︵同年︶
いぐさには

たま

忘れめや戦の庭にたふれしは暮しざさへしをのこなりしを
︵﹃あけぼの集﹄︶

きて

国のためたふれし人の魂をしもつねなぐさめよあかるく生
岡山大学附属病院に厚子をたづねて
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魚︵昭和四十二年
とぴうを

ゆ

一九六七ｌ歌会始︒御年六十七歳︒︶

星︵昭和四十四年

すい巻い

一九六九ｌ歌会始︒御年六十九歳︒︶

なりひびく雷雨のや承て琴星のかがやきたりき春の夜空に

七十歳︒︶

七十歳になりて四首︵昭和四十五年

十四首︶

ななそぢ

の象︵﹃あけぼの集﹄︶

七十の祝ひをうけてかへり承ればただおもはゆく思ほゆる

一九七○Ｉ御年

明治四十三年御年十歳ハレー琴星を御覧になった折を御回想︒

わが船にとびあがりこし飛魚をさきはひとしき海を航きつ
つ

国昭和四十五年︵御年七十歳︶以降昭和五十九年までの御製︵三

六十七歳︒︶

孝明天皇陵参拝二首︵昭和四十二年 一九六七ｌ御年
ももとせ

せんにゆうじ

百年のむかししのびてゑささぎををろが承をれぱ春雨のふ
る

春ふけて雨のそぼふる池水にかじかなくなりここ泉涌寺

ぎ

ななそぢを迎へたりけるこの朝も祈るはただに国のたひら

﹁五十年前のとつ国のたび﹂は東宮時代の欧州旅行︒

平泉中尊寺︵同年︶
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吉田茂追憶二首︵同年︶
君のいさをけふも思ふかなこの秋はさびしくなりぬ大磯の

なそぢ

よろこびもかなしゑも民と共にして年はすぎゆきいまはな

たび

た

行つ

折にふれて︵同年︶

ぷちのくのむかしの力しのびつつまばゆきまでの金色堂に

こんじき

ななそぢになりしけふなほ忘れえぬいそとせ前のとつ国の

里

一九六八ｌ御年六十八歳︒︶

外国の人とむつみし君はなし思へばかなしこのをりふしに
川︵昭和四十三年

稚内公園︵同年︶
も

この年から七○年安保反対の全国学園闘争︒

岸ちかく烏城そびえて旭川ながれゆたかに春たけむとす

からふと

樺太に命をすてしたをやめのこころを思へぱむねせまりく
る

つくししぷし
かれつも︵﹃あけぼの集﹄︶

筑紫の旅志布志の沖にゑいでつるカゴメウミヒドラを忘れ

員ノ︒

一九七一ｌ御年七十一歳︒︶

ヒドラはヒドロ虫類裸子目の腔腸動物︑体長約一センチとい

欧州の旅︵昭和四十六年

一九七二ｌ歌会始︒御年七十二歳︒︶

アラスカの空に誓えて白じろとマッキンレーの山は雪のか
がやく
山︵昭和四十七年

一九七三ｌ御年七十三歳︒︶

ヨーロッパの空はるばると飛びにけりアルプスの峰は雲の
上に見て
式年遷宮︵昭和四十八年

おほかみ

秋さりてそのふの夜のしづけぎに伊勢の大神をはるかをろ
がむ

しはす

須崎の冬︵同年︶
風寒く師走の月はさえわたり海を照らしてひかりかがやく
昭和四十九年十一月八日内宮にまゐりて︵昭和四十
九年 一九七四ｌ御年七十四歳︒︶

いすず
き
冬ながら朝暖かししづかなる五十鈴の宮にまうで来ぬれば

を経て

米国大統領の初の訪日︵同年︶

一九七五ｌ歌会始︒御年七十五歳︒︶

大統領は冬晴のあしたに立ちましぬむつみかはせしいく日

黙やゐ

祭り︵昭和五十年

とり

神宮に参拝して︵同年︶

とようけ

米国の旅行を無事に終へて帰国せし報告のため伊勢

でます歳旦祭に﹂︒この他御唱和のお歌が多い︒

同じ折の皇后御歌﹁星かげのかがやく空のあさまだき君はい

わが庭の宮居に祭る神々に世の平らぎをいのる朝々

む

一九七六ｌ歌会始︒御年七十六歳︒︶

たからかに鶏のなく声ききにつつ豊受の宮を今日しをろが

坂︵昭和五十一年

くすこま

佐賀の宿にて︵同年︶

ほのぐらき林の中の坂の道のぼりつくせばひろきダム見ゆ

けり

○︵無題︶︵同年︶

朝晴の楠の木の間をうちつれて二羽のかささぎとびすぎに

ゆふげ

夕飼をへ辞書をひきつつ子らとともにしらべものすればた
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のしくもあるか

としま

海︵昭和五十二年
あけ

一九七七ｌ歌会始︒御年七十七歳︒︶

高野山にて︵同年︶
すぎおほきな

はるばると利島のゑゆる海原の朱にかがやく日ののぼりぎ

ふ難

なるか象

よ

一九七八Ｉ御年七十八歳︒︶

史に見るおくつきどころををが承つつ杉大樹並む山のぼり
ゆく

はえ

無題︵昭和五十三年

春はやく南風ふきたてて鳴神のとどろく夜なり雨ふりしき

ぬのぢ

繊維工業試験場︵同年︶

一八七九ｌ御年七十九歳︒︶

コンピューター入れて布地を織りなせるすすゑたるわざに
心ひかるる
あ左かし

甘橿丘にて︵昭和五十四年

丘にたち歌をききつつ遠つおやのしるしめしたる世をしし
のびぬ
万葉歌の朗詠は犬養孝博士︒

ほのほ

法隆寺にて︵同年︶

おほいけ

一九八○ｌ歌会始︒御年八十歳︒︶

法隆寺金堂の火災は昭和二十四年一月︒

過ぎし日に炎をうけし法隆寺たちなほれるをけふはきて見
ぬ

桜︵昭和五十五年

六十年大祭にあたり︶

明治天皇を偲びまつりて︵昭和五十五年︑明治神宮鎮座

紅のしだれざくらの大池にかげをうつして春ゆたかなり

くれなゐ

とつど︑に

一九八一ｌ歌会始︒御年八十一歳︒︶
あまいそぷえ

外国の人もたたふるおほゑうたいまさらにおもふむそぢの
祭に

音︵昭和五十六年

一九八二ｌ歌会始︒御年八十二歳︒︶

伊豆の海のどかなりけり貝をとる海人の磯笛の音のきこえ
て

橋︵昭和五十七年

ふじの象ね雲間に見えて富士川の橋わたる今の時のま惜し
も

○︵無題︶︵同年︶

わが庭のそぞろありきも楽しからずわざはひ多き今の世を

（28）

て

る

思へぱ
この年長崎水害等の災害多し︒
ひの承さき

日御碕にて︵同年︶
はて砿さき

ひろの銃や

一九八三ｌ御年八十三歳︒︶

秋の果の碕の浜のゑやしろにをろがみ祈る世のたひらぎを
那須にて︵昭和五十八年

ボーイスカウトのキャンプに加はりしとぎの話浩宮より
聞きしことあり
字余りが少しも苦にならない︑自由自在の御表現を拝す︒

上州の秋︵同年︶

も難ぢ

かくさんふち

そびえたる三つの遠山見えにけりか承つけの秋の野は晴れ
わたる

秋くれて木々の紅葉は枯れ残るさびしくもあるか覚満淵は
﹁三つの遠山﹂は赤城・妙義・榛名の上毛三山︒﹁か承つけ﹂

一九八四年ｌ御

は﹁上つ毛﹂﹁上野﹂︑群馬県の古名︒﹁覚満淵﹂は赤城山中
にあり︒

赤坂東宮御所にゆきて︵昭和五十九年
年八十四歳︒︶

桜の花さきざかる庭に東宮らとそぞろにゆけばたのしかり
けり

鹿児島にて︵同年︶

承わたせばしづかなる朝をちかたに白き煙のたつ桜島

旅︵昭和六十年

やまとぢ

一九八五ｌ歌会始︒御年八十五歳︒︶

㈹昭和六十年︑六十一年︑六十二年の御製︵八首︶

ゆく

遠つおやのしるしめしたる大和路の歴史をしのびけふも旅

一九八

て

四月二十九日発表︑御年八十六歳︒︶

屋上よりハレーすい星をゑて︵昭和六十一年

六

晴れわたる暁空に琴星は尾をひきながらあをじろく光る

あま

暁の空にかがやく土星の輪を見しよろこびは忘れざるくし

伊豆の海あまたかがやくいさり火に海人らのさちをこひね

高松宮さまを想ふ御製二首︵同年︶

がふなり

ｈソ

うれはしき病となりし弟をおもひつつ秘めて那須に来にけ
なり砥や

﹁成宮﹂は御用邸︒昭和六十二年四月二十九日御発表である

成宮に声たててなくほととぎすあはれにきこえ弟をおもふ

れて間もなく︑那須御用邸で詠まれたお歌とのこと︒

が︑前年七月︑喜久子妃殿下から高松宮さまのご病状を聞か
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一九八七Ｉ歌会始︒御年八十七歳︒︶

ことしどし

木︵昭和六十二年

わが国の立ちなほり来し年灸にあけぼの杉の木はのびにけ
り
﹁あけぼの杉﹂はメタセコイヤの和名︒

沖縄︵同年︶

思はざる病となりぬ沖縄をたづねて果さむつとめありしを

一九八八Ｉ歌会始︒御年八十八歳︒︶

㈲昭和六十二・三年の御製︵八首︶

車︵昭和六十三年

柔よ

国鉄の車にのりておほちちの明治の御代をかへりゑにけり

①昭和六十四年︵平成元年︶一月一日各紙発表の御製

伊豆須崎の春︵三月︶

承わたせば春の夜の海うつくしくいかつり舟のひかりかが
やく

道潅堀︵七月︶

夏たけて堀のはちすの花ゑつつぼとけのをしへおもふ朝か
な

ならむ

那須の秋の庭︵九月︶

あかげらの叩く音するあさまだき音たえてさびしうつりし

②大喪の礼︵平成元年二月二十四日︶を控えて宮内庁発表︵二月
二十三日︶の御製

昭和六十二年秋︑退院後のお歌

六十三年春ごろまでのお歌

秋なかば国のつとめを東宮にゆづりてからだやすめけるか
な
くにた魂とっくにぴと

くすしらの進承しわざにわれの身はおちつきにけりいたつ

国民に外国人も加はりて見舞をよせてくれたるうれし

六十三年八月末頃のお歌

きをおもふ
こぞ

去年のやまひに伏したるときもこのたびも看護婦らよくわ

お歌の制作の時期等については︑東京新聞二月二十四日記事

れを承とりぬ

︵徳川義寛前侍従長談︶に拠る︒

にまで感謝のお歌を残されたのである︒ヤマトタヶルのミコ

東宮︵今上天皇︶はじめ医師︑看護婦︑国民︑外国人の見舞

トの﹁いのちの全けむ人はたたぷこも平群の山のクマカシが

葉をうづにざせその子﹂の承歌を億ひ︑御鴻恩を憶って︑感

涙を禁じえない︒︵亜細亜大学名誉教授︶
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吹上御所
″

拝訣︵はいけつ︶

御舟入
〃

武蔵陵墓地
宮殿松の間

槻殿︵しんでん︶十日祭

陵所地鎮祭の儀
蹟宮︵ひんきゅう︶移御の儀

｜〃
〃
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数葬︵れんそう︶当日蹟宮の儀

宮殿松の間

宮殿前

権殿︵どんでん︶日供の儀

陵所の儀

葬場殿の儀

武蔵陵墓地

宮殿芳菊の間

武蔵陵墓地

新宿御苑

嬬車発引︵じしやはついん︶の儀

山陵日供の儀

椅瞳︵いろ︶殿の儀

宮殿芳菊の間

宮殿萩の間

〃

権殿百日祭の儀

武蔵陵墓地

武蔵陵墓地

宮殿芳菊の間

までに︶

山陵竣工奉告の儀︵一周年祭前

に︶

山陵起工奉告の儀︵百日祭の後

山陵百日祭の儀

山陵一般参拝

数葬後一日山陵祭︑山陵五十日
武蔵陵墓地
祭の儀

赦葬後一日権殿祭︑権殿五十日
宮殿芳菊の間
祭の儀

6 6

山陵一周年祭の儀

2222

２年１．７ 権殿一周年祭の儀
″

︿榊減剛いⅦ部肺細洲州州伽Ⅷ棚翻事︶
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蹟宮伺候︵しこう︶

蹟宮日供︵につく︶の儀

蹟宮移御一日祭の儀
蹟宮拝礼の儀

宮殿東庭
〃

蹟宮一般拝礼

″

宮殿松の間

追号奉告の儀

蹟宮二十日祭の儀

〃

外交団蹟宮拝礼

蹟宮三十日祭の儀

宮殿芳菊の間

武蔵陵墓地

″

陵所蕨除︵ばつじよ︶の儀

蹟宮四十日祭の儀

霊代︵れいだと奉安の儀
御大喪

〃

〃

25．1．1
1623027

〃
〃

・125124
〃

〃。。

。

2年・年。
4 3 2

昭和天皇の御葬儀日程

22221111112．2・1111
1 1

﹁大喪の礼﹂童報

去る一月七日崩御あそばされた昭和天皇の御葬儀が︑二
月二十四日︵金︶冷雨降りしきる中︑東京都新宿区にある新

天皇ｂ皇后両陛下をはじめ︑竹下首相ら行政︑立法︑司

はっいん

じしや

車寄せにて︑霊枢を︑一般の霊枢車に当る輪車に移す﹁端

車発引の儀﹂が行われ︑午前九時三十五分︑天皇・皇后両

警護するサイドカーなど約四十台が車列を組承︑皇居正門

陛下をはじめ︑各皇族方︑竹下首相らが供奉する約三十台︑

かなしみのきわみ

を出発︒先頭が二重橋を渡り終えたころに︑陸上自衛隊に

式一式︾つつ

よる二十一発の弔砲が鳴り響き︑葬送曲﹁哀之極﹂が奏せ

ながら︑葬列は静かに進んでいった︒

られ︑海上自衛隊儀杖隊による﹁捧げ銃﹂の栄誉礼を受け

車列は︑時速一○キロのゆっくりとしたスピードで︑国

会議事堂前︑赤坂御所前︑青山通り︑千駄ヶ谷を経て午前

した︒正門︑総門前では︑陸・海自衛隊︑警視庁の儀杖隊

十時十三分︑新宿御苑の正門を通り︑葬場の総門前に到着

新宿御苑の東側にある西洋庭園に特設された葬場は︑奥

が並び︑挙手の礼をもってお迎えした︒

行約二百メートル︑面積約二万五千平方メートルで︑入口
えきもん

の総門は幅約十メートル︑その左右には幅約五メートルの

小門︵抜門︶があり︑正面の奥には鳥居の建つ総桧造りの

そうかれんこし

葬場殿が設けられている︒葬場入り口のテントの中で︑霊

かしい装束姿の皇宮警察護衛官五十一名︒二百二十五人に

枢は︑葱華萱と呼ばれる輿に移された︒担ぎ手は︑古式ゆ

あくしや

よって構成された葱華萱の徒歩列は︑宮廷絵巻さながらで

央を静かに進む︒列は︑膳︑楯︑梓︑大真榊︑御誤植︑御

ばんたてほこおおまさかきぎょせんぴつご

大喪儀委員を先頭にして︑内外の参列者が控える握舎の中
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宿御苑で行われた︒

元首級五十五人を含めて︑百六十四ヵ国と二十八の国際機

法の長︑各界の代表のほかに︑ブッシュ米大統領ら外国の
関の弔問代表・使節らに︑一般招待客を含めて約一万人が
参列した︒皇居から新宿御苑までの葬列が進む沿道には︑

警視庁の発表によると二十万六千人が︑亡き昭和天皇を悼
承︑そぱ降る雨の中をお見送りした︒今回は︑﹁葬場殿の
儀﹂と﹁大喪の礼﹂を一連の流れの中で行ったが︑政府は︑

国の儀式と皇室行事とを区別して︑憲法にある政教分離の
宮殿では︑この日午前七時三十分から︑皇室行事である

原則を尊重する︑という立場に立って進められた︒
れんそうひんきゅう

﹁数葬当日蹟宮祭の儀﹂が行われ︑天皇・皇后両陛下をは
じめ皇族方が︑宮殿・松の間において︑昭和天皇のご遺体
が安置された霊枢に最後の拝礼をなされた︒続いて宮殿南

一

＋リ
ルメ

床

ｷ賀冨

蕊

祭 祭 祭 祭 祭 祭 祭 祭 祭

楽長

ﾉ
ｵ
竃

rn

呉
一

観号

楽師

遅く官

祭宮補

塁

尚欠

卸
殖

蝿

卸

辱く︷昌

{榊一対

鍵
f塵

祭宮揃

卜へ

ｎ際日

祥二

娠叩二

鳥鳥

官 官 官 官 官 官 官 官 宮
袖 補 副 補 曇

11且

長

や§

ＦｌＩＬ

Ｆ川吋旧払

§
鍵欝
宮内庁長官

式部官長

替陵部曇

卸

蕊華荒奉界者51ﾉ

鯉

呉 管 側 大 皇
床 理 近 喪 宮
部 奉 1 喪 雛
長 仕 委 イ 丈
者 貝

欝藩醗』識

班 蝿 &蕊
蕊
義
孤 蝿遡;蝿 撫
朝日新聞・平成元年2月23日付朝刊第13．14版 去り行く「昭和」を
送る葬列激動の時代に思いをはせて
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大喪嬢委員

東宮侍従

９．二一廷二

東宮大夫

院壷斗ふユ

呈官雌伏

侍従・女官

皇太后宮女官長

侍従次曇・女官長

︵常陸宮妃︶

皇太后御名代

天皇

皇后

皇族'親族

へい び つ

幣植︑さらに︑古装束姿の宮内庁楽部の楽師が︑葱華輩の

まいりました︒

はや数葬の日を迎え︑嬬車にしたがって︑今ここに

そうめいがく

顧承れば︑さぎに御病あつくなられるや︑御平癒

前を雅楽﹁宗明楽﹂を演奏しながら続き︑天皇・皇后両陛
下をはじめ︑各皇族方が喪服に喪章を付け︑洋傘を手に供

ました︒今また葬儀にあたり︑国内各界の代表はも

を祈るあまたの人灸の真心が国の内外から寄せられ

とより︑世界各国︑国際機関を代表する人々が集い︑

奉される︒

葬場殿に徒歩列が着くと︑葬場殿と握舎の間に設らえら
まんもん

れた慢門が一度閉じられて︑霊枢が葬場殿内に安置される︒

御わかれのかなし承を共にいたしております︒

るいか

皇位に在られること六十有余年︑ひたすら国民の

再び鰻門が開けられると︑楽師が悲しゑをこめて歌う弔問

国民と苦楽を共にしつつ歩まれた御姿は︑永く人々

幸福と平和を祈念され︑未曾有の昭和激動の時代を︑

歌︑訣歌が静かに流れ︑昭和天皇のご学友永積寅彦祭官長
が︑故陛下のご事跡やご闘病の経過を振り返る祭祁を読承
おんるい

そのあと︑皇后陛下︑各皇族方︑ご親族が拝礼︒再び鰻

誠にかなしゑの極承であります︒

なるものがあります︒

て︑今を思い︑昔をしのび︑追慕の情はいよいよ切

うやくかえろうとするこのとき︑空しく幽明を隔て

こよなく慈しまれた山川に︑草木に︑春の色はよ

の胸に生き続けることと存じます︒

上げた︒次いで︑天皇陛下は︑鳥居をくぐって葬場殿に進
御霊に捧げられた︒

承︑父陛下を亡くされた悲しゑのお言葉である﹁御訣﹂を

天皇陛下御諌
明仁謹んで

崩御あそばされてより︑哀痛は尽きることなく︑

ていた鳥居と大真榊が取り外されて︑滞りなく﹁葬場殿の

門が閉ざされて︑﹁葬場殿の儀﹂の間︑殿舎前に建てられ

御父昭和天皇の御霊に申し上げます︒

きません︒

午前十一時五十九分︑小淵官房長官が﹁大喪の礼御式を

儀﹂が終了した︒

温容はまのあたりに在てひとときも忘れることがで
槻殿に︑また蹟宮におまつり申し上げ︑霊前にぬ
かずいて涙すること四十余日︑無常の時は流れて︑

（34）

進まれ︑正午すぎ︑参列者が起立して一分間の黙祷を行った︒

の心の中に生き続けるものと確信いたします︒

せん︒そのご聖徳は︑とこしえに語り継がれ︑人々

誠実なお姿に接して感銘を受けなかった者はありま

また︑昭和天皇の清明仁慈の御心︑公平かつ真筆

このあと︑竹下登首相︑原健三郎衆議院・土屋義彦参議院

挙行します﹂と開式を宣言︒天皇・皇后両陛下が葬場殿に

両議長︑矢口洪一最高裁判所長官が拝礼︑弔辞を奉呈した︒

ここに最後のお別れを申し上げるとぎ︑おすこや

かであらせられたご生前のお姿をしのび︑悲しゑの

世界に開かれ︑活力に満ち︑文化豊かな日本を建設

私たち国民一同は︑昭和天皇の御心に思いを致し︑

涙を押しとどめる術を知りません︒

本日︑ここに大喪の礼を迎え︑昭和天皇に永久の

し︑世界の平和と人類福祉の増進のため更に最善の

竹下登首相の弔辞

お別れを告げなければならないことは︑誠に哀痛の

努力を尽くしてまいります︒御霊の安らけく静まり

昭和天皇は︑六十有余年の長きにわたりご在位あ

本国民統合の象徴として公務に精励になるかたわら︑

においては︑日本国憲法の下で︑日本国の象徴︑日

苦難を乗り越えてこられたのであります︒特に戦後

尽くせぬご心労とご労苦をいたされました︒戦後は︑

きにわたらせられ︑その間︑誠に多端なときに言い

昭和天皇におかせられては︑ご在位六十有余年の永

昭和天皇には︑にわかに崩御あらせられました︒

原健三郎衆議院議長の弔詞

を奉呈いたします︒

たまわんことをお祈り申し上げ︑ここに謹んで弔辞

極承であります︒

らせられ︑この間︑我が国は悲しむべき大戦の惨禍︑
混乱と窮乏極まりなき廃嘘からの復興と真の独立︑

比類なぎ経済の成長と国際国家への発展という︑正
に激動の時代を経験いたしました︒

このような時代にあって︑昭和天皇は︑世界の平

生物学のご研究にお力を注がれ︑そのご造詣の深さ

わが国の象徴として︑常に国民の幸福と世界の平和

和と国民の幸福を心から願われ︑常に国民とともに

は内外に広く知られるところでありました︒

（35）

て親しく国民を励まされ︑外には︑諸外国との親善

におもいをいたされ︑内には国事に関する行為にご

て︑自然の摂理︑真理の探究の尊さを国民にお示し

界の平和に承心をそそがせられ︑またご研究を通し

振興に︑外に接せられては列国との友誼の深厚︑世

ろでありました︒昭和天皇の崩御に国民は斉しく︑

にならせられ︑人承な尊崇敬仰申し上げているとこ

精励あそばされるとともに種々の式典や行事を通じ
を深められ︑今日に至るわが国の繁栄と向上に大き

す︒

帳恨として悲嘆措くところを知らないものがありま

なご恵徳を及ぼされました︒また生物学のご研究に
より学術の分野においても偉大な貢献をなされまし

昭和天皇には︑ご在位六十有余年︑ひたすら国の

思いに堪えません︒

昭和天皇の大喪の礼を迎えました︒誠に︑哀痛の

矢口洪一最高裁判所長官の弔詞

を表し奉ります︒

参議院はここに国民の至情を代表して謹んで弔意

た︒国民ひとしく敬慕申し上げてやまぬところであ
痛の至りにたえません︒

ります︒いま︑崩御の悲報に接し︑まことに哀悼悲

衆議院はここに全国民の至情を代表し謹んで弔意
を表し奉ります︒

土屋義彦参議院議長の弔詞
昭和天皇におかせられては︑国民こぞってご健康

および日本国民統合の象徴として︑親しく国民に接

安定と国民の福祉を念じてこられ︑戦後は︑日本国

せられました︒そのお人柄とご遺徳に︑私どもは今

かに崩御あらせられました︒昭和天皇におかせられ
ては︑ご在位六十有余年︑その間内外極めて困難な

とご長寿を乞い願い奉っておりましたところ︑にわ

ときに際会せられました︒昭和天皇におかせられて

す︒

なお限りない敬慕の念を捧げているところでありま

司法に携わるものといたしましては︑日本国憲法

は︑清明無私︑常に憲法に則られてご精励あらせら
れ︑内に臨まれては国民生活の安定と向上︑文化の

（36）

皇の御心にもそうものと確信し︑今後とも渥身の努

の精神に則り︑法の支配を確立することが︑昭和天

は︑午後九時頃に終了した︑とのことであるが︑その間の

祭場殿・御須屋に到着した︒皇室行事である﹁陵所の儀﹂

弔砲がとどろく中を嬬車は歩くような速度で進承︑やがて

ここに謹んで御霊の永遠のご平安をお祈り申し上

員︶の各氏他︒︵敬称略︶

林宏治︵特別会員︶︑瀬島龍三︵特別会員︶︑中村元︵特別会

保︵理事︶︑渡辺薫︵理事・事務局長︶︑寛素彦︵評議員︶︑小

鈴木勲︵会長︶︑鈴木一︵理事︶︑大槻文平︵理事︶︑土田国

の通り︑

なお︑この﹁大喪の礼﹂に参列された本会関係者は︑次

模様はＴＶでは放映されなかった︒︵各新聞社記事を参照︶

力をいたす決意であります︒
げます︒

引続き︑ブッシュ米大統領︑ミッテラン仏大統領︑ルキ
エジン︒ハラ公ら海外からの弔問使が拝礼したあと︑それぞ

ャノフ・ソ連最高会議幹部会第一副議長︑英女王のご夫君

︵慢門を閉じる︶

徒歩列︑葬場殿到着

徒歩列︑葬場総門出発

む

霊枢を葱華賛に奉遷︑徒歩列を組

着席終了

葬場総門に到着

皇居正門出発

︿﹁大喪の礼﹂進行表﹀

一つ．四つ

一つ●四九

︵慢門を開く︶

葱華萱を葬場殿に奉安

重撰幣︵てんせん︒へいＩ供物を上げる︶

（37）

れ両陛下と黙礼を交わされて退出していった︒午後一時十
が終了した︒

分︑参列者全員が起立して︑約一時間に及ぶ﹁大喪の礼﹂

葬列
︵国の儀式︶

一
一
一

午後一時四十分︑葬列は︑新宿御苑を出発︒御苑の西方
四十五キロメートル離れた八王子市の武蔵陵墓地へと向っ
た︒コースは︑

四谷四丁目ｌ新宿通りｌ新宿三丁目ｌ明治通りｌ新宿四
丁目ｌ甲州街道ｌ首都高速・初台ランプー中央自動車道．

一
一

八王子インターチェンジＩ甲州街道ｌ武蔵陵墓地︒

一

一
一

● ● ●
●

●

八王子市追分町交差点では︑八王子フィルハーモニー交
をゆっくり進承︑午後三時十五分︑武蔵陵総門に到着した︒

︵皇室行事︶

葬場殿の儀

一
一

響楽団の演奏する﹁英雄﹂第二楽章に葬送され︑甲州街道
総門前では︑航空自衛隊中央音楽隊が﹁哀之極﹂を演奏︑

一

一

一

五

ノーL五五
一
一

つ‐プし
つ
つ

︵国の儀式︶

一一●四五

一

一

祭詞︵祭官長︶

御拝礼及び御訣霊んるいＩ弔詞︶

天皇陛下

御拝礼︑拝礼
皇后陛下︑皇太后陛下︑皇族︑

御親族

葬列
︵国の儀式︶

一一一一●一一一

一三●三八

霊枢を嬬車に奉遷︑車列を組む

天皇陛下︑皇后陛下︑皇太后陛下

お出まし

武蔵陵墓地総門に到着

葬場殿を出発

︵慢門を開く︶
二一●四つ

徒歩列︑武蔵陵墓地総門出発

一五．一五

一五●二つ

︵慢門を閉じる︶

撤幣霞︵てつ︒へいせんＩ供物を下げる︶

大真榊︑鳥居を撒去

撤幣撰

御親族︑諸員

皇后陛下︑皇太后陛下︑皇族︑

御拝礼︑拝礼

天皇陛下

御拝礼及び御告文

祭詞︵祭官長︶

負撰幣

かいかく︶に数める︵慢門を開く︶

霊枢を御須屋に奉遷︑御外榔︵ご

︵慢門を閉じる︶

徒歩列︑祭場殿到着
亮・Ｓ

一九●二つ

二つ●五つ

新聞社発行︶を参照︒

︵毎日グラフ緊急増刊﹃昭和天皇大喪﹄平成元年三月十一日毎日

︵皇室行事︶

一五●一二五

陵所の儀

祭官退席
︵慢門を開く︶

︵内閣官房長官が開式を告げる︶

︵天皇陛下が皇后陛下とともに葬場殿
一別に︶

拝礼及び弔辞
内閣総理大臣
衆議院議長
参議院議長
最高裁判所長官
拝礼
外国元首・弔問使節
参列者つ斉拝礼︶
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二●四つ

一一●五八

●
●

黙とう

9
宝

大喪の礼

＝二

御陵墓は武蔵陵墓地に

亡き昭和天皇の御陵墓が決まり︑一月十七日︵火︶午前
十一時から︑東京都八王子市長房町の武蔵陵墓地において
武蔵陵墓地には︑大正天皇の御陵である﹁多摩陵﹂と︑

﹁陵所地鎮祭の儀﹂が執行された︒

つげぶ承

殿に進象ご拝礼のあと︑お別れの言葉である﹁御告文﹂を

了した︒なお︑竹下首相をはじめ約八百十人が参列した︒

奏上され︑続いて皇族方のご拝礼があり︑午後九時前に終

・言■■■ロロ■弓呂呂呂弓一■

■■■■二二二二二■■甘

■■言

・呂冒目■■０■﹃１Ｊ・・弓．．・・・・

１０１︲１．．．．．．．．．．１１︲Ｉ﹃１Ｊ．・・・．．．．．・ＩＩＩＩＩｌ．︐．︐︐︐︐︐．．

１１１１．．：

︹本稿は各新聞社の一月十七日・二月二十五日付朝刊記事を参照︒︺

出鼻

嘩驚

りつりん

昭和二十八年︑四国方面ご巡行の折︑日本三大名園の一つ︑

は加藤嘉三郎氏︵当時食糧配給公団高松支局長︶︒同氏提供︒

高松市の栗林公園にお立寄りになられた陛下︒陛下の左隣り

（39）

亡き陛下の母宮貞明皇后の﹁多摩東陵﹂があり︑新陵は︑
せっかく

その北東方向に一年かけて造営されることになる︒祭場は︑
故陛下の御遺体を納める石榔上に設けられた︒

当日は︑宮内庁の勝山管理部長︑工事請負業者である大
林組社員ら十人の前で︑東京赤坂の日枝神社宮西惟道宮司
が︑工事の無事を祈る祭詞を述べ︑地鎮祭の儀を行った︒

新陵は︑面積二千五百平方メートル︑高さ約十メートルの
二月二十四日︵金︶朝から行われた﹁大喪の礼﹂など一

上円下方型となる︑という︒

連の行事が終了した同日の夕方から︑武蔵陵墓地において
﹁陵所の俵﹂が執り行われた︒午後七時四十分︑桧造りの
あくしや

帳舎内に天皇・皇后両陛下をはじめ︑皇族方らが着席し︑

儀式はおごそかに進められた︒祭詞のあと︑天皇陛下は祭
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昭和天皇の御葬儀に列して

鈴木勲
平成元年二月二十四日の東京は︑朝から冷たい雨が降り

私は︑新宿御苑に設けられた昭和天皇御葬儀式場の握舎

つづいていました︒

の中で︑九八○○人の参列者の一人として握舎に吹きつけ
る雨と風の音をきいておりました︒

た日のこと︒崩御の報をテレビでゑて駈けつけた二重橋前

の記帳所での多くの人灸の静かな哀悼の姿︒二月八日にお

招き頂き︑蹟宮祇候に参入した時の宮殿松の間の蹟宮の御

霊枢の前で︑物音ひとつない全くの静寂の中︑ひたすら陛

下の御霊の安らかならむことを念じたあの時間︒渡り廊下

から眺めた内庭の北西隅の白梅の老木と東南隅の数本の紅

梅の対礁的な美しさ︒赤坂御苑の園遊会にお招き頂いた時

に賜わったおことばと温容︒膜目するといろいろのことが

想い出され︑時間の過ぎゆくのを覚えませんでした︒
れんそう

現行憲法下での初の天皇葬儀となるこの日の儀式は︑皇

室行事の﹁敷葬の儀葬場殿の儀﹂と国家行事の﹁大葬の

後者は︑大喪の礼委員会委員長の内閣総理大臣から︑とい

礼﹂とに分けられ︑私どもへの案内も︑前者は宮内庁長官︑

夜の印象は︑ポール・クローデルが﹁帝の葬儀﹂と題して

は︑最初の皇室行事とその後の国家行事は︑連続してきわ

うように区別されていました︒しかし︑式場で見た限りで

大正天皇の御大喪は︑六十二年前の二月七日の夜で︑当

冷たさという印象に要約される﹂︑﹁帝を埋葬するのに︑こ

じしや

めて円滑に行なわれ︑違和感を覚えないほどでした︒

書き残しております︒﹁私にとって︑すべては清らかさと
﹄﹄︾﹄

の凝れる夜︑雪で覆われた大地の上に満天の星が輝くこの

夜以上にふさわしい屍衣はないように思われる﹂と︑詩人

やがて︑昭和天皇のひつぎをのせた嬬車が到着し︑﹁敵

葬の儀葬場殿の儀﹂は︑午前十時半すぎに始まりました︒

らしい美しいことばで語っています︒

今日のこの冷たい雨の日こそ︑激動の時代を八十七年の

葱華萱に移されたひつぎは︑雨の中を徒歩列で進んで葬場

そうかれん

長きにわたって生きぬいてこられた昭和天皇をお送りする

殿に安置され︑訣歌が唱和され︑永積祭官長の祭詞朗読の

るいか

のに︑まことにふさわしい日なのではなかろうかと︑自問

後︑天皇陛下が葬場殿に入られ玉串を捧げて拝礼され︑口

語体の御訣を読承上げられました︒

おんるい

したりしながら︑いろいろのことを思っておりました︒

坂下門外の記帳所に参り陛下のご快癒をお祈り申し上げ

（42）

まったおことばは︑静かに深く︑追慕の情がこめられ︑自

﹁明仁謹んで御父昭和天皇の御霊に申し上げます﹂と始

日本の経済大国としての国際的地位もさることながら︑故

の弔問使節が︑この日の参列のために来日されたことは︑

に映し出される各使節の敬虐な姿に︑深い感謝の念を捧げ

陛下に対する深い敬愛の思いがあったればこそと︑テレビ

﹁皇位に在られること六十有余年︑ひたすら国民の幸福

ら涙の溢れるのを禁じえませんでした︒

公党の中にも欠席したりするものがあるという︑この日本

の御葬儀が︑このように二つに分けられて実施されたり︑

ることと存じます﹂と述べられ︑続いて﹁こよなく慈しま

の姿をどのように感じとったろうかと考えていました︒し

ながら見ておりました︒そして︑国家の象徴としての天皇

れた山川に︑草木に︑春の色はようやくかえろうとするこ

かし︑後日の新聞報道によると︑遠来の弔問使節の多くは︑

と平和を祈念され︑未曾有の昭和激動の時代を︑国民と苦

のとき︑空しく幽明を隔てて︑今を思い︑昔をしのび︑追

楽を共にしつつ歩まれた御姿は︑永く人灸の胸に生き続け

慕の情はいよいよ切なるものがあり﹂で︑突然マイクから

で︑日本への理解がいっそう深められたものとうれしく思

簡素で荘重な伝統の儀式に深い感銘を受けた︑ということ

雨の中を傘をさして式場を後にしましたが︑御苑の春は

温かく充ち足りておりました︒

を受けながらも︑心の中はこの世紀の行事に列した感銘で

ら午後二時まで︑式場の椅子に坐り︑時に吹きぬける寒風

大喪の礼は午後一時すぎに終りました︒午前八時すぎか

いました︒

流れるおことばが途切れてしまいました︒

眼をあげてモニターテレビを見ると︑映像は一瞬消えて︑
一陣の風が強く吹ぎ渡り︑雨音がひとしきり激しく握舎を

打ちました︒天もまた︑聖徳の天皇の死をかなしゑ︑至孝
の誠をあわれまれたかと思われる一瞬でした︒
この後︑葬場殿と参列者を仕切る慢幕が閉じられ︑鳥居︑

大真榊が撤去されて︑国の儀式﹁大葬の礼﹂に移りました︒

象に残りました︒

まだ浅く︑臓梅の黄色の花が煙るように咲いているのが印

参列者一同が黙祷を捧げ︑首相︑衆・参両院議長︑最高裁
に︑外国からの弔問使節が次々と拝礼し︑起立された両陛

昭和天皇御製として︑三首がのせられてありました︒

参列者一同に渡された﹁大喪の礼御式﹂のアルバムには︑

長官の弔辞のあと︑ベルギーのポードワン国王夫妻を筆頭
下と常陸宮妃殿下︵皇太后陛下御名代︶に黙礼して退席して

ゆきました︒元首級五十五人をはじめ百六十三か国︵後に
南アを含め百六十四か国と外務省が訂正発表︶︑二十八国際機関

（43）

繁太

陸崩

太決玉戦

栄平極御

平所砕日

西ひがし

開断億終

聖断とは何か

来開恐帝

栄ゆかむ

世聖一迎

むつ承かはして

以世国太

鈴木一
万御免再

としのはじめに

却万救和

世をこそ祈れ

かなしゑも民と

よろこびも
共にして

年はすぎゆき

為実得天

会議で聖断を下されたのであるが︑かつて陛下が訪米の直

捨身救国こそ昭和史のクライマックスである︒終戦御前

ただたふれゆく民をおもひて

身はいかになるともいぐさとどめけり

聖断の御心境の御製

戦為身昭

りゆく音を感じながら︑歴史の一頁に立ち会っているとの

（44）

いまはななそぢ

たちなほり来し

わが国の

年どしに

あけぼのすぎの

木はのびにけり
まことに︑世界の平和と国民の幸福の承をご祈念あらせ
られた昭和天皇を偲ぶにふさわしい御製と拝しました︒

詔是遂炎

感を深くした一日でした︒︵本会会長・国立教育研究所長︶

この日は︑昭和天皇の御聖徳を偲び︑大いなる昭和の去

敗詔捨億

前外国記者団との会見の折︑記者の質問に答えられて﹁開
戦の時は憲法に従った︑終戦の時は自分の意思で決めた﹂

と仰せられている︒開戦の時とは︑昭和十六年九月六日の
御前会議で︑対米戦争準備に入るとの政府案が可決された
ことを仰せられている︒当時の憲法は︑陛下に政治責任の
及ばぬようにとの配慮から︑第三条に﹁天皇は神聖にして
犯すべからず﹂とあり︑政治責任は一切輔弼者たる政府︑
国会︑統帥部等の機関が負わなければならないのである︒

この御前会議は︑陛下は大変な不満であられ︑明治天皇の
御製﹁ょもの海皆はらからと思う世になど波風の立騒ぐら
ん﹂を二度もお唱えになり︑﹁飽く迄平和外交に徹せよと﹂

の真意をお述べになるより外にはお出来にならなかったの
である︒当時近衛総理大臣は︑終戦時のような聖断方式に
は考え及ばなかったので︑若し近衛総理が死を決して陛下
の御真意を重視する努力をしたならば︑或はクーデターに
よって混乱を来したかも知れないが︑事態は何等かの変化
があったかも知れない︒近衛総理は戦後極東裁判に呼ばれ
る寸前に自殺したのは︑この点についてまだやるべき手段
たことがある︒

があったことを恥じたのであろう︑と私の父は感想を述べ
クーデターといえば︑昭和三年満洲に於ける張作霧爆死

事件をきっかけに︑関東軍の暴走となって︑外には満洲建
国や日支事変となり︑内には犬養総理大臣の暗殺やら二・

二六事件もあり︑毎年のようにクーデター事件が相続いた

のである︒平和愛好の陛下のお気持が毎々に踏承にじられ

ても︑軍部の暴走を止める策はなかったのである︒当時八

心痛をまことに知り尽していたが︑さて︑軍の暴走を止め

年間に亘り侍従長をしていた私の父は︑その時の陛下の御

る最後の切り札は︑陛下の聖断の外にはないと考えていた

ようである︒しかし︑何時如何なる時にお願いするかが問

題で︑クーデターの起らぬようにするのは難問中の難問で

に大命を拝して終戦の大業に当ることになるのであるが︑

あった︒二・二六事件によって九死に一生を得た父は︑遂

大将をお願いするというので陸軍省に出かけたのであるが︑

組閣に際して第一に陸軍大臣をきめねばならぬ︒阿南陸軍

のこと︑即ち﹁飽く迄聖戦を完遂すべし﹂というのである︒

陸軍三長官は︑直ちに賛意を表した︒但し条件付であると

これに触れる時は︑直ちにクーデターであることは眼に見

日迄忠実に守られた︒ポツダム宣言が出ても︑広島に原爆

えている︒父は即座に承諾︑そしてこの約束は終戦最後の

の報と同時に︑終戦工作に入るのである︒十数時間に及ぶ

が落ちても︑まだ腰を上げず︑八月九日ソ連軍満洲越境と

を得ないまま御前会議に持ち込んだのである︒何等原案な

閣議︑前後二回の最高戦争指導会議を同時開催し︑唯結論

き御前会議こそ︑明治憲法以来初の異例の会議である︒憲

法を越した決死の運営といわねばならぬ︒会議の問題の中

（45）

心は︾国体護持即ち天皇制が保てるかどうかであるが︾そ
の決を御聖断に仰いだのである︒﹁身はいかになるとも﹂

とのお言葉を拝察すると︑真に恐擢の外はない︒一命に代
えて民族を残したい︑との大御心こそマッカーサーをして

感激せしめたのである︒陛下の戦争責任を云をする声があ

ラブとの会見に於て︑鈴木侍従長の印象をお伺いしたとこ

はうまく行った﹂とのお言葉があった︑とのテレビ放送を

ろ﹁鈴木とは苦楽を共にした︑鈴木がいてくれたので終戦

聞いて︑私は心臓の止る程の驚きを覚えた︒陛下から証言

の辞表を奉呈の際﹁よくやってくれたね︑よくやってくれ

を頂いたのであるからである︒又︑八月十五日内閣総辞職

たね﹂と二度も仰せ頂いた︑と父は感涙にむせんで帰って

るが︑この御会見の真相は陛下からは絶対にお漏らしにな

︵本会理事・元侍従次長︶

いかでか今日を生きてあるべき

寛素彦

意戦倒念

来たことを思い出す︒

真終既一

らないのであるから︑陛下のお立場として︑御自らの御弁

屍得潤国

全国への御巡行は︑実は︑国民の一人一人の手をとって﹁す

我遂狂救

明の余地はないのであることを考えるべきである︒陛下の

るのである︒終戦の御詔勅の中にも戦争犠牲者に対して

越断国夫

先帝を偲びまつる

知聖忠丈

天皇がおはしまさずぱ一億は
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まなかったね﹂と詫びる御心境であったことを私は確信す
﹁五内為めに裂く﹂と仰せられ︑八月十五日の慰霊祭には
必ず﹁胸の痛むのを覚える﹂とのお言葉がある︒国民は聖
断の御心境を深く噛承しめねばならぬ︒

聖断方式が如何にして生れたか︑蛇足ではあるが一寸考
えて見る︒藤田侍従長の手記の中に大命降下の時は﹁卿に
組閣を命ずる﹂と仰せられて︑そのあとに﹁必ず憲法に従
って外交に︑或は経済に力を尽すように﹂とのお言葉があ
るが︑鈴木総理の時は︑卿に﹁組閣を命ずる﹂とただ仰せ
られ︑憲法云倉のことはなかったとのことである︒思うに
陛下のお気持は﹁最も信頼する鈴木よ︑憲法にとらわれず
存分にやってくれ﹂とのことであったと思われる︒私の父
もそのつもりでお引受した筈である︒かつて宮内庁記者ク

誰仰尽大

これは︑戦後︑鎌倉の︑臨済宗円覚寺派管長朝比奈宗源
老師の歌であるが︑私も︑まさに其の通りだと思う︒

私は︑たまたま終戦の時︑宮内省に居て︑あの終戦の御
詔勅の御録音と放送に関与したため︑御前会議における︑

陛下の第一身をなげうたれての終戦の御決断を︑身に恥ゑ
て感じたばかりでなく︑悲壮なる御決意を内に蔵された陛
下が︑連日の御苦悩に︑樵惇其の極に達せられたお姿を眼
前に拝するめぐり合わせとなったので︑当時を回想するた
びにこの大恩を有りがたく思わずにはいられないのである︒

あの終戦の時点において︑ポツダム宣言を受諾する︑と
いうことは︑陛下は︑場合によっては絞首台にも登ること
あるを覚悟された上での御決断である︒今の多くの政治家
のように︑国家国民よりも自分の利益を先に考えるような
人達には真に思いも寄らぬことである︒

国民は先ず︑このありがたさを肝に銘じなければならな
いＯ

開戦時の事情に就いては︑これまた此の頃屡々説明され
ているように︑陛下は徹頭徹尾開戦に反対の御意向であっ
たにも拘らず︑立憲君主であられ︑独裁君主ではあらせら
れなかったため︑十六年九月六日の御前会議においてもこ
れを阻止することがお出来にならなかった︒陛下はメモと
してお持ちになった御祖父明治天皇の

四方の海ゑなはらからと思ふ世に

など波風の立ちさはぐらむ

の反省をお求めになりはしたものの︑結局︑政府の決定を

という御製を二回に百一って高らかにおよゑになって︑一同

御承認になる外はなかったのであった︒このことは︑悪意

かる筈である︒当日︑内務大臣として特に列席を許されて

を以て︑ことさらに曲解する者でない限り︑其の事情はわ

いた内務大臣田辺治通は︑私の義理の叔父にあたり︑日頃

なかなか徹岸な男であったが︑この時の陛下の御態度には

と︑何度か述懐して聞かせたところを見ると︑其の時の陛

余程こたえたものと見え︑．同平伏︑頭が上らなかった﹂

られるのである︒

下の真筆切実な御様子も想像でき︑その御気迫の程も感ぜ

しかも︑事ここに至るまでには︑多年に亘る軍閥の跳梁︑

軍の形式主義︑権力主義︑大元帥陛下の御名をかりての所

業︑中堅軍人の下刻上等の影響も有ったものと思われ︑そ
には聴従し兼ねる︒

れら悉くを大元帥陛下の御責任に帰するような物の言い方

私がお仕えした経験によれば︑陛下は底抜けの善人︑始

末の悪い位︑真正直で︑思いやりのある︑やさしいお方で

御自分の利害は全く考えられず︑いつも︑国のため︑国

ある︒

民のための承を考えておいでになる︒私がこう云うと︑人
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︑︑︑︑︑︑

は定めし︑お為めごかしのように受取るであろうが︑それ
が悉く本当なのだから驚くの外はないのである︒

終戦の年の九月二十七日︑マッカーサー元帥を御訪問に
なった時︑私は行幸主務官として︑たった六人の供奉員の

して貫ったことだだけでもありがたいと思わねばならない

ように聞いている︒この時の陛下の御要請で食糧の供給を

のに︑陛下の責任追及を口にする人左は︑そんなことは全

﹁米よこせ﹂デモで皇居に押しかけ︑﹁朕は鱈腹喰っている﹂

二十一年四月︑共産党の徳田球一氏以下が︑いわゆる

く知らないのであろうか︒

などのプラカードを掲げて来たと云う︒実は︑私はこの一

一人としてお供をした︒この時のことは︑巷間︑しばしば

伝わっているところであるから︑今更くわしくは述べない

限りであったが︑結局何の支障もなく︑安堵の胸をなで下

で︑恰かも按摩が杖を持たないで外歩きするように心細い

この時は︑特高警察が解体された直後のことであったの

幸であった︒

山陵︑明治天皇の桃山御陵及び大正天皇の多摩御陵への行

一月中旬の終戦御奉告のための伊勢神宮︑神武天皇の畝傍

陛下が終戦後はじめて遠くへお出ましになったのは︑十

上っていらっしゃった︒

何とウドンと南瓜の煮付︒陛下はそれをおいしそうに召し

ったのである︒或る時︑お相伴を仰せ付かつた折の献立は

守られて精製しない黒っぽいものを召し上っておいでにな

配給量を厳格にお守りになるし︑食パンも︑当時の規格を

陛下は極めておまじめで︑御自身に厳格な方であって︑

皇居内居住者のものであった︒

長が徳球と応対したのだが︑彼等が見つけた米は︑当時の

週間程前に総務課長から他に転じたあとで︑後任の犬丸課

が︑あの時だって︑陛下は捨身の御覚悟であったに相違な
後になって考えれば何ということはないようだが︑あの

いＯ

時は︑皇后さまはじめ︑側近の連中も︑無事にお帰りにな
れるだろうか︑とお案じしたと後になって聞かされたもの
である︒

あの時の︑御会見の前と後の元帥の態度の変り様は︑今
陛下のお言葉に感動したマッカーサー元帥も︑たしかに

以てハッキリと憶えている︒

まじめな人であったに相違ないと思う︒陛下の御紹介で握
手した手の感触は今でも思い起こせる︒

これも畢寛︑陛下のお人がらの然らしめたところであろ
うかと考える︒

陛下は︑其の後︑元帥を十回︑計十一回も御訪問になっ
たのであった︒私がお供をしたのは第一回の時の承であっ

るに至って︑陛下の御依頼には極力応ずるよう努力をした

たが︑マッカーサー元帥は︑其の後︑陛下を大へん尊敬す
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天皇は権力︑財力の中心ではなく︑権威の中心であり︑

て如何なものであろうか︒

わが国の精神生活の中心であり︑われわれの祖先を通して

後から考えれば何事も無かったというものの︑何分にも

ろしたことであった︒

当時の情勢下である︒陛下はあらゆる危険も御覚悟の上で︑

である︒この意味において︑天皇は古来の祭祁における祭

神を仰ぐ信仰生活の中心であらせられることを銘記すべき

ことを実に忠実にしておられたのである︒それは絶対に皇

主の地位にも在られ︑皇祖皇宗はじめ天神地祇を祭られる

この時は︑おいでになる先が︑伊勢神宮や御陵であり︑

度胸をきめておいでになったものと拝察する︒

旬から始まった地方行幸︑神奈川県下二日︑東京都下二日︑

御宿泊所も京都御所であったけれども︑翌二十一年二月中

の私の祭りとし︑掌典職の職員を私的のものとしたのは︑

室の私の祭祁ではなく国の祭祁である︒宮中の祭祁を皇室

日本の弱体化を企図した︑敗戦による抗拒不能状態に於い

群馬県及埼玉県下各一日︑これは何れも私が行幸主務官を

て押し付けられた日本憲法に因るものであり︑日本の神道

勤めたのであったが︑これらは︑神宮︑山陵とは異り︑直
一般に世上不安の折柄︑如何なる事態の発生を見るかは全

接一般国民の中に入って行かれる性質のものであるため︑

略思想に因るものと断ぜざるを得ない︒

らず︑戦勝に乗じて自分等の教義を弘めんとする宗教的侵

が教義︑教条︑ドグマを有せず他教を排斥しないにも拘わ

った ︒

く予測出来ぬ状況に在り︑相当の覚悟を必要としたのであ
しかし︑陛下は︑﹁自分のことは心配するな﹂と仰せら

先帝陛下は︑これらについて一切仰せられたことはない︒

しかし︑生物学者たる陛下こそ本当の神の信仰を持ってお

れ︑捨身の御覚悟でのお出ましであった︒しかし︑其の御
態度は︑まことに平を坦左として︑大へんに落ちついてお

について御心配になっておられたことも拝察され︑皇室典

られたに相違なく︑宮中の祭祁が次第に軽んぜられる傾向

範を憲法の下に置くことについても︑必ずや御不満︑御憂

いでになり︑実に和気謂謂とした︑なごやかな御態度で終

慮があったことと拝察される︒何事についても沈黙を守ら

始しておいでになり︑一方︑国民大衆の側に在っても︑当
熱狂的歓迎をお受けになった有様を眼前にして︑沈黙して

時︑新聞などで見聞する雑音の如き傾向は全く感じられず︑

れた御不満と御苦痛の程を拝察し︑まことに恐れ多い極承

﹁政教分離﹂ということがしきりに強調されるが︑日本

に存ずる次第である︒

いる国民大衆の心の底がわかった思いであった︒

今日に於ても︑ラジオ︑新聞等においてのいろいろな論
調を見聞するが︑沈黙する一般大衆の真の心の底ははたし
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肇国の始めから︑祖先を通して神を見︑祖先の承ならず︑

こと先立てぬ覚悟ありたし

天皇の御名ことごとに借りつ上も

軍閥ありしこと歎かる上

事あるを願ひ勲章欲しがりし

自体をも神として仰ぐ︑いわゆる八百万神の信仰︑そして︑

山も海も木も草も︑ものすべてを通して神を見︑またそれ

その背後に超越する天之御中主神を仰ぐ︑これは日本人祖

ゑゑづからすべての責を負ひもちて

猛威振ひし人ありしかな

ものではない神ながらの信仰であるのに︑その国の成り立

先伝来の信仰であって︑別に教義︑教条を以て押し付ける

みことばをき上ておどろく元帥は

裁きうけんとのたまひし君

いること︑これこそ故陛下の最大のお悲しゑであったに相

ちと共にある信仰を︑占領国が力を以て抑圧しようとして

心の底ゆあがめまつりき

すておきまし上ゑこころやいかに

一ことの弁解もせず云ふま上に

いへるをあはれこらへまししか

思ふこと言はぬは腹のふくるると

こらへてもだしたまひまししか

言ひたしと思ひたまへることどもを

のふいひつのるひとのあはれさ

おのが身はかりゑずして人のうへ

わが国びとかかへり承よるし

先帝に責任ありとそしる人は

そしるあまたの非国民あり

かくのごとき聖の君をなにゆゑか

まなこをもちてしかと見たりき

そのさまを承ともまつりしわれはこの

違ないと拝察︑ここに敢えて申述べる次第である︒これは︑

次に来るべき大営祭を如何に扱うかということと重大なる
先帝陛下の最大のお悲しゑは︑形の上では御自身御裁可

関連がある︒

の形となった押付憲法については︑遂に一言半句も仰せら
れ得なかったことであると拝察し︑衷心御同情を申し上げ
る次第である︒

民を救ひし承かどたふとき

おん身をぱなげうちまして国を救ひ

言うかわが身はかへりゑずして

救国の承かどをなどて悪しざまに
国の歴史教へられざる若人を
あはれとおもひ国を憂ふる
政治家は先づ国を思ひわたくしの
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おもはれしことなどてしらざる

夜も日もひたすら国と国たゑを
ことがらをおし狂げいつも悪しざまに
ののしる人のあはれなるかな

︵秩父宮妃殿下の︑先帝さまがチョコレートをお好
承になりしお話を承り及びて︶

チョコレートたべたくなりぬチョコレート
︵本会評議員・元宮内省総務課長︶

好ふたまひし承かど偲びて

昭和天皇を偲んで

有光次郎
昭和天皇の科学者としての面の紹介は︑割合にひろく正

確に伝わっていて︑天皇のお人柄にも︑その点からの讃美

示を御覧になるのである︒その際︑作者の芸術院会員との

の作意その他に触れて︑作者の申し上げたいことが︑卒直

間に質疑が行われるのが例になっているが︑御質問が作者

に滞りなく申し上げられる点に︑深い感銘を覚える状況を︑

側から拝聴するのが誠に楽しかった︒かねがね︑芸術文化

のことについてすぐれた作家や学者のお話も聴かれてきた

ついて︑ご関心がおありになり︑作者も安心しきって卒直

こともあってか︑作家の心境・努力目標・苦心の跡などに

ってきた次第である︒御不例の御見舞に記帳参上した時は︑

なお答えをしているように思われて︑ありがたいことと思

上したつもりであった︒

心から全会員の気持を体して︑全会員に代って御見舞に参

我が国の芸術文化の振興に深い御関心をおもちいただき︑

芸術院全ての活動を鼓舞激励された御心事に対し︑会員は

大きな感激と喜びを抱いていたと思う︒毎年宮中に会員を

お招きいただき︑新会員には特に陛下にご挨拶の機会をお

■句●口Ｇｑｐｍ■■■■■■■■口ロロロロロ●ロロル■■■■■■■■■のロロローーロロ②一■一■■■■■■■■卸ロロロロロ・ロロ・■■■■■■■■■●●ロロロロロロロ一■■ロ■■■■■■ロロロロロロロ毎口ロ■■■｜■■■■■■口︒●一口垂ロ一一﹄■■■口■■■■■一一一一一●己●口邑■■■■■■■■■●ロロロロ

︵日本芸術院長︶

与え頂いてきたことも︑ありがたい思い出である︒

Ｆ

唖口絵の昭和天皇陛下︑天皇・皇后両陛下の御肖像に

ロロ■■︒ｇ●ｇｇｇ■■■一■■ロー■■■呂呂ｇｇｇ■■■一■■■■■ｇｇ苫９９口■目■ロ■■■ｇｇ︒目目昌一■■ロ■■■■■ロｇｇｇ目・■■■︒■■■｜■■呂呂ｇｇｇ﹄

ったことは︑案外に伝わってないようであるが︑芸術院会

■■■■ｇｇｇｇｇＱ■︒■■■■■ロロ言ｇ９．９一■■■■

の声を多く聞くのであるが︑芸術についての御理解の深か

．︒■■

一写真三葉は︑宮内庁から特別に提供をうけたもの一
岬であります︒

員の間では定評になっている︒それは︑芸術院で毎年催さ
れる授賞式には︑陛下が毎回御臨席になり︑その作品の展
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裕仁天皇崩御と明仁天皇の時代へ

有田一寿

ｌ天皇と国民とについてｌ

◇

三島由紀夫氏が自決する少し前に︑私が経営しているク
ラウンレコードで﹁英霊の声﹂という同氏作の詩を本人が
にある︒吹き込承のあとでいろいろなことを話し合った時

朗読してレコードに吹ぎ込んだ︒そのレコードは今手もと

た﹁人間﹂であり︑普通の人間とどこか違ったところがお

ありだった︒どんなに戦後民主主義と新憲法のもとで象徴

天皇となられても︑私どもの心の中では以前の陛下と少し

も変られた所はなかった︒皇帝︑キング︑エンペラーいず

れも﹁天皇﹂をあらわす外国語がなく︑最近では﹁てんの

う﹂とそのまま書く外国のマスコミもふえていたようだが

当然であると私は思っている︒力とか権力とかの要素は少
思っている︒

しもお持ちでなく︑外国の元首とは基本的に異っていると

天皇と皇室も国民と近い方がよい︑英国の例を見よ

のいる階級社会であり︑国民も納得している︒日本は平等

と唱える人もいる︒私はそうは思はない︒英国は貴族階級

を見ないほどだ︒共産国家以上だと思っている︒民主主義

社会︑均等社会で︑この平等志向と平等の実態は世界に類

その時吹ぎ込んだ詩は︑日本が倫理感を失い︑金銭万能

の強い印象は今も私の脳裡につよく残っている︒

のであるが︑その詩の最後に︑

しての天皇が居られることが必要だと思っている︒たとえ

責任観をもつ必要があることは当然だが︑その上に象徴と

社会が健全に育つためには︑国民の一人一人が自己抑制と

の思想がはびこり︑偽善と快楽追求の世相を嘆き憤ったも
﹁かかる日に

政治的権力は持たれなくとも︑﹁あこがれ﹂ある意味の﹁絶

などてすめらぎは人間となりたまいし﹂

という言葉があり︑この﹁などてすめらぎはｌ﹂という

場合があると思う︒﹁皆さん﹂と呼びかけられた明仁天皇

対性﹂をお持ちになった天皇の存在は日本を混乱から救う

文が五回繰り返されている︒

崩御された昭和天皇については︑国民の皆さんと同じく

は︑国民に一歩も二歩も近づかれた︒ただ国民がそれを喜

私にも随分多くの思い出がある︒そのいずれもが心からの
尊崇の対象であり︑人間宣言はされても神格をそなえられ
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◇

ぶ一方で諺少しずつわがままになり︑均等社会の中に天皇
うか︒

を無意識に引きずり込むような愚を犯すことはないであろ
アメリカの教育をやゑくもに取りいれた日本の教育界が︑

教師と教え子は対等であり︑友人のようなものである︒し
たがって︑教壇の上から物を言うのはおかしい︑として教
壇を取りはらった︒言葉もどちらが教師か生徒か分らぬよ
うになり︑今は教師の権威は地を払っている︒東洋とくに
日本では︑権威のないところで教育の実があがることはな
い︒今の教育現場の荒廃は︑行きすぎた物真似の教育の結

ともあれ︑裕仁天皇陛下の御冥福を心から祈り︑新天皇

明仁陛下︑美智子皇后陛下のおすこやかな御日常を心から

︵本会特別会員・クラウンレコード社長・元臨教審第三部会長︶

お祈り申しあげる次第である︒

昭和天皇のご聖徳

瀬島龍三

﹁平和﹂を求める強固な御意志と﹁仁愛﹂︒昭和天皇は終

終戦まで軍務︑それも長期間大本営陸軍部︵参謀本部︶

生︑この精神を貫かれた︒

作戦参謀を務めた私は︑苦悩に満ちた大東亜戦争開戦前夜︑

苛烈な戦局の節目節目でこれを痛いほど実感したものであ
る︒

開戦のほぼ一年前の昭和十五年九月︑日本軍は北部仏印

︵現在のベトナム︶に進駐し︑一部で現地軍との衝突が起

きた︒陛下はただちに参謀次長をお呼びになり︑厳しく実

情報告を求められるとともに︑重ねて外交交渉による平和

昭和十六年に入り︑日米関係が徐々に緊迫していく過程

的進駐の必要性を説かれた︒
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果であると言いたい︒

である︒

通るようにならなければよいがとひそかに憂えている一人

内庁は不必要とかＩというような非常識な議論がまかり

が耳に入ってくる︒そのうちに︑皇室費は減額せよとか宮

京都民の災害時の避難場所にせよ﹂とか︑いろいろな意見

﹁宮城は広すぎる﹂とか﹁他の場所に移ってもらって東

ならないのである︒

ことなきゃｌということではなかったかと私には思えて

立場に置き︑行き過ぎた平等主義の中に皇室を引き入れる

三島由紀夫が憂えたのは将来の日本が天皇を国民と同じ

◇

を終えた陸軍首脳からこうした強いご意志を聞き︑私共参

ことは︑史実が示す通りである︒宮中での御前会議や上奏

で︑最後まで外交的解決︑﹁戦﹂より﹁和﹂を希求された

一言で動揺は収まった︒

従って対処すべし﹂という山田乙三総司令官の断固とした

は天皇親率の軍隊である︒関東軍は︑ただ陛下のご聖断に

内にも一部に徹底抗戦論があった︒しかし﹁わが国の軍隊

私は戦後十一年︑まったく情報から隔絶されたシベリア

ゆくのは避けられなかったからだ︒

らである︒それ以後︑わが国が完全にジリ貧状態になって

資産の全面凍結︑原油などの対日禁輸措置を発動した時か

傾き始めたのは︑昭和十六年七月末に︑米︑英が在外日本

私自身が個人として日米開戦もやむを得ないという心境に

ったと私はいまでも信じている︒誤解を恐れずに言えば︑

なくとも天皇への忠誠という一点では︑旧軍に乱れはなか

いわゆる軍部の独走が一部にあったことは事実だが︑少

謀が等しく粛然としたことは︑言うまでもない︒

中でも忘れ得ないのは︑私が主任参謀を務めたガダルカ
ナル島撤収作戦である︒陛下は侍従武官を通じて同島の更
に詳密な地図を届けるよう求められるとともに︑刻々の補
本営陸︑海軍部は︑ついにガダルカナル島撤収を決断する︒

給の状況などをことのほか心配された︒昭和十七年末︑大
年末年始の多忙な宮中行事のお邪魔になることを配慮して︑

新年四日のご裁可へ向けて︑準備作業を進めていた大本営

で抑留生活を余儀なくされた︒しかし︑米国の占領政策が

当局に対し︑陛下はこうおっしゃったものである︒﹁第一

線の将兵のことを考えれば︑年末も年始もない﹂最終的に

ほよく

の補弼︑陸海軍両統帥部の補翼という責任機能を最大限尊

ほひつ

おいて︑陛下は憲法の精神に従い︑立憲君主たるべく内閣

るが︑それは否定されねばならない︒第一に︑旧憲法下に

昭和天皇に戦争責任を問う声が一部乍ら内外に残ってい

択であった︒

日本に対する軍制を︑早く軌道に乗せるうえでも当然の選

天皇の地位の重さを米国が認識したからであろう︒敗戦国

ったのは︑陛下のご人格はもちろんのこと︑日本における

比較的寛大な内容で︑皇室の地位にも基本的に変化がなか

撤収を決定された御前会議は︑十七年の大承そかに開かれ
私は昭和二十年七月︑旧満州︵中国東北︶防衛にあたっ

た︒

はやや暗い︒しかし︑継戦︑和平両派に軍︒政府首脳が真

ていた関東軍に転出したため︑終戦のご聖断に至る経緯に
っ二つに分かれた状況を収拾することは︑陛下ご自身以外
には不可能だったであろう︒

ポツダム宣言受諾を︑私は新京︵現長春︶の関東軍総司

令部で聞いた︒二十年八月九日にソ連が一方的に対日参戦
し︑関東軍は必死の防戦に追われていた︒当然︑総司令部
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重された︑﹁平和﹂への強固なご意志に揺るぎはなかった
六事件の収拾︑終戦のご聖断は上記の補佐責任機能が働か

が︑﹁独裁﹂もまた強くしりぞけられたのである︒二・二
なかったからである︒

第二に︑陛下はマッカーサー元帥にすべての責任は自分
にあると申され︑荒廃の極承にあった地方の巡幸に精力的
に取り組まれた︒いわば精神的にその責めを償われようと
されたのではなかったか︒

昭和天皇陛下をご追憶して

ご進講申し上げたことはあるが︑一軍人の身で親しくお話

激動の昭和の時代を歩まれた陛下の御人柄︑御遺徳につ

昭和天皇陛下におめにかかって︑親しくおことばを頂い

いて多くの人々がご追憶申し上げて讃えられておられます

酌をつとめた際︑その前に﹁よろしく頼む﹂とあたたかい

た機会が若干ありますが︑それはいつも他の方々と共同で

を賜る機会があるはずもなかった︒しかし︑五十四年秋に

くしまれる陛下の優しさを改めてか承しめたものである︒

ちで委員会が首相官邸で開かれ︑諸方面の方々が招かれま

日をどうするか︑ということについての懇談会というかた

御崩御とともに︑昭和天皇陛下のご誕生日︑四月二十九

一人ノ︑を御記憶下さったのか︑驚嘆致しました︒

となることがございました︒どうして︑混ずることなしに︑

御質問をなされまして︑驚くとともに︑こちらがたじノ＼

苦労についてよく御理解下され︑適切な︑的を射たような

励ましのお言葉をちょうだいした︒お孫さんを真からいつ

︵本会特別会員・伊藤念商事㈱相談役︶

長の筆でいただいた︒そのお心通りのご生涯であった︒

という陛下の御製︵お歌︶を︑亡くなられた入江相政侍従

かくれたる人の声をもとむる

日日のこのわが道を正さむと

ありました︒ところが陛下は一人一人の仕事の内容︑その

が︑わたくしにはわたくしなりの思い出がございます︒

であったと存じます︒

で最長であり︑日本の長い歴史のうちでも特に重要な時期

昭和天皇の御在位の期間︑昭和の御世は︑歴代天皇の中

元

陛下のお孫さんに当たる東久迩優子さんのご結婚式で御媒

私自身は︑陸軍大学卒業のとぎ︵昭和十三年︶︑陛下に

村

した︒その会議では︑国民に親しまれたご誕生日をどうす
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中

るか︑ということが論議されましたが︑祝祭日の一つとし
て残し︑昭和天皇をご追憶申上げるということに全員が賛
成されました︒

さらに︑その名称をどうするかということにつきまして︑

承易く︑昭和天皇陛下の御気持を良く表わしているように

官庁用語というものは︑とかく﹁てにおは﹂を省略し︑

思われます︒

漢字だけ並べて民衆を威圧する傾向がありますが︑そうで

はなくて︑親しゑ易い名称によって昭和天皇陛下の御遺徳

を記念しよう︑とされた政府並びに関係諸氏の決断に深い

借越ながらわたくしは次のようなことを申し上げました︒

ｌ年月が経過すると︑昭和時代というと戦争の記憶だけ

平和な生活は︑とかく見すごされる傾向がある︒﹁万世に

一月七日崩御された︒摂政宮時代からこれ程の長きに亘り︑

共に歩まれた昭和天皇は︑百余日間に亘るご闘病後︑去る

ご在位六十二年を越えて︑文字通り激動の時代を国民と

昭和天皇時代の追憶

太平の基を開く﹂と仰せられた御趣旨を︑のちの人が忘れ

只をご苦労さまでございました︑と申し上げるの承である︒

石井千明

︵本会特別会員・東京大学名誉教授・東方学院長︶

敬意を表します︒

ら︑平和を念願し︑心の休らいを連想させる名称が望まし

が強く残り︑他のことは忘れられてしまうおそれがあるか
い︒一例として﹁緑の日﹂なども結構でしょう︑と進言し
ました︒時間もありませんでしたので︑それ以上詳しくは

ました．ｌ徳川時代というと︑人はゑな︑関ヶ原の戦︑

申しませんでしたが︑わたくしは︑このように考えており

てはやされているにすぎない︒大河ドラマのテーマとなる

大阪の陣や︑幕末の戦争を思い起し︑中間は︑忠臣蔵がも

てしまう恐れがありはしないか︒平和を︑草木を︑植物を

崩御に当ってこれだけ多くの国民が弔意の記帳をした国は︑

のは︑承な殺伐な刺戟的なものばかりである︒徳川時代の

思ったのです︒

東京上野の焼け跡に立たれたお姿を紙上で拝見し︑強く脳

大正十二年の関東大震災のおり︑摂政宮裕仁親王として︑

世界にはないと思う︒

愛せられた陛下の御人徳を忘れないようにしたいものだと
いよノ︑最終的に閣議で決定されたのは﹁みどりの日﹂

だそうで︑わたくしは殊に喜びました︒漢字で﹁緑﹂とし
︑︑︑︑

ないで︑ひらがなで﹁承どり﹂としたのは︑やさしく親し
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ままで信州まで避難してきた有様と共に︑今でも忘れるこ

裏に印象づけられている︒当時多くの擢災者が着の承着の
とが出来ない︒

昭和六年には︒柳条溝の満鉄線路爆破事件を口実に︑関東

の考えていられない処で事態が進められていた︒

軍は軍事行動を開始し︑所謂満州事変が勃発したのである︒

の暗殺︑引き続き団琢磨の暗殺︑さらに五月十五日には︑

越えて昭和七年には︑血盟団員による前蔵相井上準之助

殺があり︑国家の経済は甚だ貧しく︑左右思想は対立して

の国はただならぬ事態に立ち至ったのである︒その上昭和

陸海軍右派将校による犬養毅首相の暗殺が決行され︑日本

大正十年には︑平民宰相として期待された原敬首相の暗

であった︒その間にあって若い天皇は︑ご自分の思想や経

八年には︑松岡洋右代表による国際連盟脱退によって︑日

動揺し︑国際的に日本の立場は米英に対しても極めて微妙

本は国際的に全く孤立無援となった︒

民主的思想家や篤学な自由主義学者の意見は凡て抑圧さ

た︒それほど天皇と国民の間は遠ざけられていた︒そのこ

れ︑時代は全く全体主義体制になっていった︒昭和十年陸

給を素直に︑直接国民に述べうる機会が殆んど阻まれてい

えるのに都合がよかったと思う︒国益の名のもと間違った

とは却って一部の軍人や極端な思想の政治家達が︑事を構

下弧上はますますはげしくなった︒所謂皇道派は天皇の関

軍省永田鉄山軍務局長が局長室で刺殺され︑軍内における

大正十一年には︑海軍軍縮計画が発表になり︑同年いわ

愛国主義のため︑手段を選ばなかった人達があった︒

葉によって平常に帰したのである︒凡ては軍閥による内紛

二・二六事件を惹起した︒この時も︑反乱軍は陛下のお言

には足尾銅山争議があり︑各地に労働争議が頻発し︑日本

の結果であり︑もしこれがなかったら︑さきの大戦は起ら

知されない処で︑秘かに昭和十一年二月二十六日の所謂

は左右思想の増渦と化していった︒そんな情勢の中に︑昭

なかったと思う︒一般国民には窺い知り得ない世界で︑そ

は︑却って極右傾向につき進んでいった︒一方︑大正十年

和三年即位式を挙げられた昭和天皇は︑どれほど展襟を悩

の気配さえ判らなかった︒

ゆる山梨案の陸軍軍縮案も発表されたが︑日本国家の態勢

まされたことかと思う︒

件の真相を知られた陛下は︑当時の首相をひどく叱責され

めてご自分の心持ちを語られることができ︑今次の大戦で︑

終戦後全国をご巡幸されて直接一般の国民とふれられ︑初

さぞかし安らかなお気持になられたことと思う︒それ故︑

終戦後︑人間宣言をされ︑﹁日本国の象徴﹂となられた︒

たと聞いている︒善隣友好を常に考えていられた陛下は︑

昭和三年の満鉄における張作霧爆殺事件については︑事

どれほど残念に思われたかとご推察に余りある︒全く陛下
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った︑と表明されたのである︒常日頃国際平和を望んでい

多くの国民に犠牲者を出し︑迷惑をかけたことを遺憾であ

は学界で世界的に有名になった︒

外からも多くの著名な学者が来訪し︑水族館マリンパーク

油壷はにわかに賑やかになり︑国内の学者はもとより︑海

昭和四十六年三月十五日︑葉山御用邸にご滞在中の昭和

られたのに︑こと志と反する戦争となり︑敗戦となった結
果︑いかにして全国民の生命の保持と国に復興を商らすべ

亘って参観された︒専門的な陛下のご質問に末広博士は詳

天皇皇后両陛下は︑末広博士のご案内で来館され︑時余に

しくご説明申し上げ︑全般的には︑水族館責任者がご説明

ったことと思う︒ひたすらに︑戦後日本国民の安寧と日本
の国際的平和維持のために祈念されておられたことと思う︒

きかに︑ご自身のことなどお考えになる暇さえあられなか

我灸が今日︑民主主義のもとに個人主義基調にものを考え

も﹁ああそう﹂といわれ︑間違っていることをご存じでも︑

申し上げた︒陛下のご質問に対し︑間違ったお答えをして

それ故にこそ終戦後︑最初にマッカーサー元帥と会われ

るのとは次元が異なり︑もっと深い象心であった︒

から追いついて末広博士が訂正しても﹁ああそう﹂とい

決して相手に恥かしい思いをさせられなかった︒すぐあと

われ︑表情を少しもお変えにならなかった︒天皇というお

た時︑元帥は︑天皇のお言葉の承ならず︑陛下のご様子に︑

単なる一国の王とは異なるものを感ぜられ︑日本は天皇陛

立場のむつかしさを一入感じたことである︒

陛下は学友に対し﹁君達は︑いやになれば自由に自己の

下と国民との特別な間柄の国であることを直感され︑天皇
制護持の方針をきめたと思う︒天皇にしてはじめて出来る

えを絶するむつかしいものであることを︑しゑじゑ感じた︒

い﹂といわれたという︒天皇の地位というものが我々の考

考えで仕事から手をひくことができるが︑私はやめられな

私は計らずも︑たった一度であるが︑親しく時余に亘っ

こと︑他の何人にもできうることではない︒

て昭和天皇に拝謁したことがある︒私はかねてから三浦半

長い間︑銀難忍苦に耐えられた後︑今日の日本の隆昌を

かと思う︒一国民として新天皇を仰ぎ︑世界平和に徹する

来したことを︑一番喜んでいられたのは陛下ではなかった

よう努力することを誓い︑昭和天皇のご冥福をひとえにお

下にご進講申し上げ︑魚の博士として有名な末広恭雄博士
と相識ることとなり︑博士の指導により特色ある水族館を

島開発事業に着手していたが︑十年にわたって魚類学を陛

建てることとした︒昭和四十三年に︑京浜急行電鉄株式会

︵本会理事・フエリス女学院理事長︶

祈りするの承である︒

マリンパークを建設し︑末広博士に館長になって頂いた︒

社創立七十周年記念事業として︑東洋一の特色ある水族館

（58）

昭和天皇の思い出

目学習院初等科

土田国保

小学校の六年間︵昭和三年から九年迄︶は︑現在でも四
谷にある学習院初等科で学んでいたため︑幼少の折から︑

一団であったと思う︒諸兵指揮官御先導の下に︑各部隊の

吹奏する君が代のラッパが︑次之と鳴りわたる中を︑天皇

陛下が︑順次閲兵される︒随従の一団は︑皇族︑軍の高官︑

旗を先頭に︑名馬〃白雪″に召された陸軍大元帥の軍服の

の中年の紳士が︑背中を丸くして︑やっとのことで虐従し

各国武官︑そして一番最後に︑モーニング・シルクハット

は東京府︶知事らしかった︒閲兵が終ると︑勇壮な〃抜刀

て行った︒今にも落馬しそうなこの人物は︑東京都︵当時

は︑その間︑微動だにしなかったのを遠望して︑流石だと

隊″の吹奏の下に︑分列行進が延々と続けられた︒〃白雪″

たびたびであった︒赤坂見附方向から︑前駆の赤色のオー

現在の迎賓館の反対側の角のあたりで御迎えしたことも︑

々︑赤坂離宮の皇太后陛下のところに行幸になる函簿を︑

で︑門の傍には︑戸山学校軍楽隊が控えていた︒やがて︑

正門から玄関に向って右側が︑我々初等科の御迎えの位置

の本院で挙行されたが︑陛下の行幸を仰ぐのが常であった︒

例年︑学習院の卒業式は︑全学生︑父兄出席の下︑目白

幼な心に感銘を受けた︒

トバイが二台併列して︑迎賓館角を左折して来る︒その粛

料車が玄関に到着するや︑禿頭の荒木寅三郎学習院長が︑

君が代の吹奏が行われ︑砂利を踏んで︑陛下のため色の御

天皇陛下の御姿を仰ぐ機会に恵まれていた︒下校の際︑時

々としてやって来るのが合図で︑御料車はアシと言う問に︑

サイドカーが︑側衛に当っていたように記憶するが︑脱帽

直ちに︑式場である正堂の中の︑前列中央の椅子席の方に

院長の制服で︑最敬礼をして御迎え申し上げた︒我々は︑

︑︑︑

権田原方向に去って行った︒近衛の軍人と思われる数台の
して最敬礼をするので︑車の中の方はよく判らなかった︒

わたり︑正面に向って右の入口から︑先ず︑陸軍大将の軍

移動して坐っていると︑やがて︑廊下に再び君が代が鳴り

服を着た侍従武官長がつかっかと入って来て︑壇に向って

二学年の正月早々︑代々木原頭での陸軍始の観兵式を︑

かも早朝からのことで︑外套・白手袋の姿で整列している

右下に侍立︑その後から︑陛下が入って来られるようにな

担任の先生引卒の下︑皆で拝観に出掛けた︒冬の最中︑し
のは︑大いに寒かった︒隣の部隊は︑陸軍幼年学校生徒の
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っていた︒武官長は︑式の最中︑直立不動で︑微動だにし

戦後の世の中の激変︒私は︑昭和二十三年から︑当時の

︒戦後の行幸

の御紋章入りテーブルクロスの掛けてある机を前にして坐

たが︑当時︑陛下の地方御巡幸には︑現在のように警察庁

国家地方警察本部︵現在の警察庁︶警備課係長の職にあっ

なかった︒陛下は︑陸軍の軍服に大勲位を侃用され︑中央
られるが︑これ又︑一時間位にわたる式の最中︑かすかに

して行った︒

長官ではなく︑その代役として︑我を若輩が交互に御伴を

会釈をされる外は︑微動だにされなかった︒もっとも︑父
に注目していて︑私の母なども︑〃今日は御加減が悪いの

兄達は︑二階席から︑一寸でも陛下が動かれるかどうか常

るが︑大元帥であられるから︑三つという筈はない︒それ

うことであった︒俗に言う〃ベタ金″に星三つは大将であ

問題は︑陛下の階級章が︑星三つなのか︑四つなのかとい

していた︒

響きわたり︑気がついた時は︑赤旗はいつの間にか姿を消

に︑親しく言葉を掛けられてしばらくすると︑万才の声が

入口に大きな赤旗が掲げられていた︒黒山のような鉱夫達

原炭鉱を視察された時︑正門から中へ徒歩で行かれたが︑

福岡・佐賀・長崎県のコースで︑長崎県北松浦郡の世知

にしても︑当時の階級章は︑襟の所ではなく︑所謂〃肩

か一寸動かれた″などと︑式の後で心配していた︒私達の

章″であったから︑前から見て︑二つの星は見えても︑あ

陛下は︑国体などの際の︑地方行幸を楽しんで居られた

代の或る時︑御出発の日︑半蔵門から皇居に参入して︑千

ように拝した︒昭和三十年代の終り頃︑警視庁警備部長時

字門脇で︑御料車の御出ましを待っていた時︑車の姿が見

やら星は四つであったようである︒

と一つか二つかは判らない︒後で聞いたところでは︑どう
ある年の卒業式で︑高等科卒業生代表に橋本という人が

手を挙げて御答礼になったのには驚いた︒平素の都内の行

いて︑進行係の教官が大声で本人の氏名を呼びあげたとこ

幸の折には︑我灸に対し︑こういうことは一度もなかった

ろ︑車中から︑地方行幸先でよくされるように︑大きく右

るという椿事があった︒先生が慌てて飛び出して︑本人を

えたので︑いつものように︑制服姿で挙手の礼をしたとこ

自席に連れ一戻す一幕があったが︑勿論︑陛下は動かれず︑

からである︒私は︑同行の警衛課長と︑後衛のオープンカ

ろ︑最前列に坐っていた初等科一学年の橋本という子供が︑

笑われもしなかった︒陛下は当時︑三十歳位であられたと

ーに飛び乗りながら︑〃矢張り︑陛下は地方行幸を楽しゑ

自席からチョコチョコと陛下の御前に進んで︑最敬礼をす

思う ︒
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にして居られるんだナ〃と話し合ったことであった︒

第一回は︑昭和五十一年十二月︒午前十時から︑鳳鳳之

への行幸啓の車中警衛の任に就くことになった︒予め︑車

視庁警備部長の職に任命されたが︑その直後︑那須御用邸

昭和三十八年夏︑私は皇室警衛の直接責任者である︑警

勝手に作ったメモを手控えとし︑持参の写真を︑当時の入

で朗読申し上げるならわしと聞いたが︑現在では︑自分で

を許された︒昔は︑上奏文を毛筆でしたため︑起立した侭

陛下は︑定刻に御出ましになり︑最敬礼の後︑私も着席

れた︒

間で︑宮内庁長官︒次長︑侍従長・次長陪席の下に開始さ

中で拝謁があると聞かされていたので︑待機するうち︑大

江侍従長が︑関連事項御説明の都度︑次々と御覧に入れる

白初めての拝謁．

仕組承になっていて︑御召車に招じ入れられた︒侍従長・

宮ｌ小山間の直線コースに入って︑特別に列車が徐行する

かれている︒

という具合である︒陛下は︑概ね目を閉じられ︑黙って聞

御進講も無事済承︑ホッとした思いで警視庁に戻ったと

いた︒

康や福祉に配慮して貰いたい﹂との有難い御言葉をいた堂

命やって貰って大変結構だが︑この上とも家族を含め︑健

と約三十分︒そして︑最後には︑﹁皆士気旺盛に︑一生懸

鋭く︑要点を衝いて来られるのには恐縮した︒奉答するこ

陛下は厳然とした御態度で︑警察活動の全分野にわたり︑

ある︒

げて︑全体で二十五分位で終ると︑直ちに次々と御質問が

申し上げ︑最後に︑殉職者・公傷者の状況について申し上

薬・覚醒剤問題︑極左暴力集団の過去と現状等の順に御話

事件等についての諸外国の首都との対比︑交通・少年・麻

先ず︑前年と本年の首都治安状況の対比︑刑法犯︑爆弾

宮内庁次長侍立の下に︑テーブルを前に立って居られる陛
下︑次いで皇后陛下に︑制服姿で︑夫々最敬礼を行ったが︑
この時の陛下の御言葉は︑終生忘れ得ない︒
〃このたびは︵⁝と区切られ︑一寸間を置かれて⁝︶︑御

御言葉は︑型通りと言えば型通りであるが︑そのひ壁き

苦労である！″

は︑心の底からの︑しふじ承とした︑厳粛な中にも温い︑
思いやりの篭った御言葉なのであった︵⁝ゴクロー：．デア
ル︶○

車中での拝謁は︑その後二回あった︒

四御進講
陛下への御進講は︑警視総監時代及び総監辞任後の二回
であった︒
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ころ︑午後一時︑二時頃になって︑矢鱈に眠い︒矢張︑緊
第二回目は︑総監を辞任した翌月の昭和五十三年三月︒

張の結果によるものであった︒

友人の富田宮内庁次長︵前宮内庁長官︶から︑在任中の思
い出を申し上げるように︑との言葉で︑話題は︑昭和五十

の園遊会に御招きをいた堂いた︒

御進講の折は︑陛下は冒し難き御風格にて︑正に恐擢の

至りであるが︑園遊会の席上では︑心から打ちとけて御話

総監を辞任し︑防衛大学校長に就任してからの︑昭和五

しをいた堂く︒

陛下

生甲斐を感じ︑一生懸命やって居ります︒

教育は大変でしょう︒

て居ります︒

はい︒元気で居ります︒只今防衛大学校長を致し

︵至極御元気にて︶どう？御変りない？

十六年五月︒

陛下の御様子は︑前回と同じ︒但し︑三億円事件捜査状

︵答︶

の通称三億円事件等を選ばせていた雪いた︒

年解決の連続企業爆破事件︑未解決に終った昭和四十三年

況中︑本町団地という敷地内に遺留された濃紺のカローラ
車内から発見された︑泥及び植物の項に入るや︑俄然身を

︵答︶

陛下

今日はよく来て呉れましたね︒

︵本会理事・元警視総監・防衛大学校長︶

︵平成元年二月五日皇居蹟宮祇候参入の日︶

告したものである︒

者︑特に警察官のＯＢには︑すぐメモを取って置くよう忠

りでも︑十分間もたてば忘れてしまうので︑初めての出席

園遊会でも︑その折の一問一答は︑緊張していないつも

陛下

乗り出してこられた︒〃泥の中の特殊な爽雑物として︑け
さの葉片︑キーンコーヶの細片︑しのぶひぱ葉片等があり︑

やきの実三ケ︑けやきの葉片︑けやきの冬芽︑あずまねさ
特にしのぶひぱは︑園芸物で︑林野に自生せず︑以上より
想像致しますに︑けやきの大木のある庭又は屋敷内で︑オ
ート識ハイ偽装工作︑三億円の抜き取り等が行われた可能性

がございます″と申し述べると︑大きく二︑三度うなずか
れ︑ウーム︑ウームと︑嘘るような御声で関心を示された
のには︑流石に植物学者であられると思った︒
この日も︑午後︑眠気がしきりに襲った︒

㈲園遊会
総監時代は︑警衛の関係もあり︑毎年︑春秋の赤坂御苑
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玉のみ声
哲史

昭和天皇に一対一でお目にかかったことは︑私にはない︒

お目にかかったのは二回あるが︑第一回目は昭和四十九
年十一月︑紫綬褒章をいただいた際で︑そのとぎの受章者
四十四名およびその同伴者といっしょであった︒

四十四名の受章者の中には︑漫画家の横山隆一︑近藤日
出造︑歌舞伎俳優の尾上梅幸︑映画俳優の志村喬︑声楽家
の長門美保︑演歌々手の赤坂小梅などの諸氏もまじってい
たが︑大部分は七十歳前後の老人であったから︑今はもう
何人も残っていない︒

拝謁の次第を回想するに︑まず新宮殿の石橋の間で待機
し︑やがて隣りの長和殿春秋の間に移動した︒春秋の間は︑

新宮殿では豊明殿に次ぐ広さのある部屋で︑私たちは受章
者が前列︑同伴者が後列にならんで天皇︑皇后両陛下のお
出ましを待った︒

ましになり︑受章者代表のお礼のことばを受けられたあと︑

をねぎらわれ︑皇后は今後も健康に留意するように励まさ

ありがたいお言葉を賜わった︒天皇は受章者の今までの労

で参列した身体不自由者も数人あったから︑両陛下のお言

れた︒受章者の中には八十歳前後の老齢者もあり︑車椅子

葉は身に池ゑたであろう︒私は受章者の中で最も若輩の部
であった︒

類であったが︑お言葉にこたえて一層の精進を誓ったこと

私どもは︑このたび︑各種の勲章を賜わる光栄に浴しま

謹んでひとことお礼のことばを申しあげます︒

のことば﹂を述べた︒

真正面におられる天皇に一礼したあと︑次のような﹁お礼

ことになっていたので︑あらかじめ中央に位置していて︑

れた︒私は参列者一同を代表してお礼のことばを言上する

が︑お顔色は十年前と変りなく︑お気嫌うるわしく拝せら

一段と高い台に進まれる足どりは少しおあぶなげに見えた

だけが入江侍従長を従えてお出ましになった︒正面中央の

このときは︑皇后はご健康の都合でお出ましがなく︑天皇

度は老齢者叙勲の恩命に浴し︑再度春秋の間に参入した︒

紫綬褒章のとぎから十年たった昭和五十九年十一月︑今

■■■■■

川

間もなく︑天皇は侍従長を︑皇后は女官長を従えてお出

（63）

■■■■■■

古

した︒一身のほまれであるにとどまらず︑家門のほまれ
でもありまして︑感激にたえません︒

今後ともいっそう精進をかさね︑君国のためにまどころ
をささげる覚悟でございます︒

天皇陛下のますますのご健勝を祈念し奉り︑お礼のこと
ばと致します︒

一一一

右のことばは前日から用意していたので︑よど承なく述
べることができた︒実は︑この二時間ばかり前︑文部省の
係官より

このたびは勲章を授与せられまして私共の栄誉これに過
ぐるものはございません︒

私共はこの栄誉を体しそれぞれの分野において一層精進
を重ねる決意でございます︒

ここに一同を代表し謹んで御礼申し上げます︒

と印刷したヒナ型を渡された︒これをそのまま読承あげて
よいということであったが︑あえてそれを無視して自己流
ですまさせてもらった︒

私の﹁お礼のことば﹂が終わると︑すぐ﹁天皇のおこと
ば﹂があった︒その内容は︑これまでの苦労をねぎらい︑

今後の健康に気をつけるようにというおぽしめしであった︒

な内容で︑参列者一同ありがたく拝承して春秋の問からし

紫綬褒章のときの天皇・皇后両陛下のおことばと同じよう
りぞいた︒

後日︑文部省のヒナ型を無視して自己流の﹁お礼のこと

ば﹂を述べたいきさつを︑入江侍従長あての私信でおこと

わりしたところ︑さっそく丁重なお手紙をくださった︒

拝啓本年もいよいよ余日なくなりましたが御清栄賀
し上ますこの度の御叙勲大慶に存じます日富津の厨
お送りいただきありがたうございますお礼のお言葉

は何の型通りの必要もなく御自由にお申上げになって結

構でございました御自愛祈上ます敬具

目意諺の旨とあるのは︑当時私のつとめていた亜細亜大学

ので︑入江侍従長にもおとどけしたのであった︒やや近く

の広報紙で︑これに﹁お礼のことば﹂のいきさつを書いた

で昭和天皇の玉の承声に接したのは以上の二回だけである

が︑おおけなくも一回は私の声を聞いていただく光栄に浴

した︒その際︑天皇と侍従長が数回うなずかれたような気

がしたので︑いつものお礼のことばとは少し違うぞ︑と思
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四

われたのではないかと勝手に解して︑満足することにしたｏ
︵本会理事・東京大学名誉教授・国際武道大学名誉教授︶

昭和天皇の御大喪を間近に控えて

て陛下のことを伺っていたから尚更であるが︑常人には及

びもつかない克己心と無私の御心でご自身のお立場を全う

されたことは︑ただただ頭のさがる思いである︒九死に一

生を得た思いのあの壊滅的な敗戦から立直り︑今日の繁栄

をかち得るに至ったのも︑国民努力の総和であるには違い

ないが︑その節目節目の窮極のところで︑陛下の鏡のよう

内を覚悟をしていたとはいえ︑一月七日早朝の︑天皇陛

れまでの私は︑私なりの皇室観を持っていたつもりであっ

ところで︑思いもかけず︑甚だ困った事態が起きた︒そ

心から御礼を申しあげたい︒

な存在があったれぱこそである︒

下崩御の一三−スは︑文字通り雷に打たれたような衝撃で

た︒ところが︑陛下の崩御によって︑それらが音をたて上

松平直寿

あった︒

崩れてしまったのである︒

結局︑今までの私の皇室観は︑ほとんど昭和天皇への敬

何を︑どう︑という纏った考えも浮ばないまま︑喪服に

着替えて皇居に向った︒まだ数百人程であったが︑二重橋

慕の念がオー・ハーラップしたものであったことが次第にわ

皇室の存在は︑個を国民の国家意識の高まりの上になり

らの日本の大きな課題であると思う︒

のがどのように受けとめられているのか︑それこそこれか

い入れのない世代の時代である︒そこでは天皇制というも

これからは︑われわれのような︑天皇に対する特別な思

に今後の皇室に対するい入ようのない不安に変ってきた︒

かってきた︒全くの自信喪失である︒そして︑それは次第

から坂下門にかけて︑思い思いに頭を垂れている傍で︑報
道関係の大仰な脚立やライトだけが妙に白々しかった︒
本当に悲しかった︒心に暗い大きな穴があいた︒

昭和天皇の御事績は今更申すまでもない程大きいが︑摂

政宮の時代を入れれば実に七十年近い間︑この上なく真筆
にそのお立場を貫かれたことは何にもまして胸を打たれる︒

昨年亡くなった父が陛下の御学友であったし︑また陛下
のおそば近くにお仕えしていた親戚の誰彼から︑折にふれ
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１は︑平和時だけに大変難かしい︒呉々もあせらず︑ご無

陛下ご自身よりも周囲の人間がなすべき仕事であろうが１

これからの国民にその存在を納得させることｌそれは

日本は︑経済的には異常ともいえる程の発展をとげたが︑

理をしないでほしいと思う︒

たつものであろう︒

その間に人灸の価値観は大きく変った︒精神的にはむしろ

平成元年二月二十四日︒この日︑昭和天皇の﹁大喪の礼﹂

渡辺薫

昭和天皇とのお別れ

︵本会理事・日本図書コード管理委員会事務局長︶

ういう機会に大いに悩もうと思っている︒

は︑まだ時間がか入りそうだが︑大事なテーマだけに︑こ

今︑片端からそれを読んでいる︒私なりの結論を得るに

面左が自由に健筆を振るっている︒

﹁正論﹂﹁ＶＯＩＣＥ﹂等令それぞれのカラーで名だたる

でいる︒﹁世界﹂﹁中央公論﹂﹁文謹春秋﹂﹁新潮妬﹂﹁諸君﹂

刊誌がこぞって非常な充実ぶりで天皇や天皇制にとり組ん

問実に様灸な記念出版が出た︒特に今月あたりは︑綜合月

昭和天皇が崩御されてから早くも一と月半がたち︑その

以前より貧しくなってしまったともいえよう︒

わが国の民主化は残念ながらゑずからの手で獲得したも
のではなく︑占領によって上から与えられたものである︒

更にアメリカの傘とわが国の地理的条件のおかげで︑戦後
一度も生をしい危険にさらされたことがない︒

その結果︑国民の国家意識は稀薄となり︑民主主義がな
りたつ基本ともいうべき﹁自由﹂とか﹁平等﹂とかいう概
念も︑誠に身勝手な解釈がまかり通っている︒﹁平和﹂に
しても︑それを守るためには︑戦うに等しい勇気が要る筈
なのに︑おままごとのような次元で語られている︒国旗も
際的なリーダーの一国と目されるまでになったというのに︑

国歌も︑情ないことに完全な市民権を得ていない︒今や国
誠にはずかしい︒

若い年代は旧世代とは別な形でしっかりしているし︑世
間を器用にわたる術は旧世代以上にたけているようだが︑
も﹁関係ない﹂のである︒

その﹁シラケムード﹂から見れば︑﹁天皇﹂も﹁天皇制﹂

あれこれ考えていくと︑新天皇陛下には心からご同情申
しあげたい︒
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ひさめ

が降りつづいていた︒二・三十人ずつのグループごとに︑

がとり行なわれた東京・新宿御苑には︑朝から眉寒い冷雨
担当の事務官に先導されてご大喪式場に向う参列者の延灸

申すまでもなく︑お側近くに奉安されている昭和天皇陛

この黙とうの一瞬！水を打ったようなこの時の静寂こ

下のご霊枢に最後のお別れを申し上げるその一瞬である︒

人だった︒誰もが︑今日の光栄の感激にひたっているかの

承しめながら静かにあるいていた︒私もこの列のなかの一

な一瞬をかつて経験したことがあっただろうか︒それは︑

の音ひとつない真昼の静寂！ひとはこれまで︑このよう

広い広いテントのなか︑起立した一万人の大集団の︑咳

しわぶき

ように︑口を一文字に結んでただ黙之と前の人に続いた︒

世界百数十ヵ国を代表する史上最大の弔問使節団の人々の

そ︑まさに〃世紀の静寂″だった︒

ほどなく︑白黒の鰻幕が張られた入口総門をすぎると︑

と長い列は︑しっとりと濡れた苑内の小砂利を一歩一歩踏

そこには︑五千人ずつを収容するという長方形の大幕舎が

った一分間だった︒

心と︑万に近い日本国民代表団の心とが見事一つにとけ合

キャン簿ハス屋根のこの幕舎は︑長さ一五○メートル︑幅三

二棟︑中央の通路を挟んで行儀よく縦二列にならんでいた︒

この奇跡こそ︑激動の八十七歳のご生涯を︑真実一路に

奇跡としか言いようのない静寂だった︒

生き抜かれた亡ぎ陛下のご聖徳に由来するものに違いない︑

○メートルほどはあったろう︒

間もなく︑まわりに風よけがないそのテントの中の折り

ひとしお

今更らのように私は︑偉大だった陛下のお枢を一入身近

と︑私は思った︒

だしたかのように小雨を巻き込んだ冷たい風が吹き抜けて

かに感じながら︑日本弘道会を代表して最後の挟別を捧げ

たたゑ椅子に落ちついた参列者たちのあいだを︑時を思い
行って︑その都度一人々々を小きざ承に身震いさせていた︒

ることを許されたわが身の光栄を︑しゑじゑと思わずにい
られなかった︒

寒いはず︑この日︑外の気温は一・六度と報じられてい
た︒

つづいて式は︑竹下首相ら三権の長の拝礼・弔辞につい

で︑ベルギー国王ご夫妻を先頭にアメリカのプッシュ大統

式次第は︑新聞報道で知らされていた通りの分刻承のス
ケジュールで︑すべて古式にのっとって粛をとすすめられ︑

滞りなく進行していった︒

領夫妻などの弔問使節たち全員が次灸と拝礼︑厳かのうち

おごそ

が一斉に起立して一分間の黙とうが捧げられた︒

やがて正午のサイレンを合図に︑二つの幕舎内一万の全員
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直後の極寒シベリアに抑留されたあの時の体験記憶を︑ま

この一時間ほどのあいだに︑不思議と私は︑過ぎた終戦

ないと感づくのに︑さして時間はかからなかった︒

治部に直結したもので︑すべてが為にする謀略記事に違い

ぼり読んだが︑やがてこの﹁日本新聞﹂なるものがソ連政

何時祖国日本に帰れるとも判らぬまま︑日食の重労働の

書かれた文章と頭から信じ込んでいた︒︶

ど︑知る由もなかった吾食は︑何の疑いもなく第三国人によって

書かれていたので︑それが戦後に現行のように改訂されたことな

︵注ｌ実は︑この﹁日本新聞﹂の文章が︑すべて新仮名づかいで

じゃないか︒ひっかかるもんか︒﹂

﹁だいたいこれは︑第三国人が編集している共産党新聞

は馬鹿じゃないよ！﹂

﹁こんな見えすいた担造記事を︑本気で読むほど俺たち

ざまざと想い起していた︒

これは︑寒さをじっと堪えている座席のうえに︑時たま︑
天井のキャン︒ハスの繋ぎ目の間をくぐりぬけたらしい雪片

がバラバラ吹ぎ込んでくるという︑初冬シベリアのそれに
似た冷え込承のせいだったかも知れない︒
あのころ︑私が強制収容されていたシベリア奥地の捕虜

収容所にも︑割合早くから﹁日本新聞﹂という名の新聞が
ひとつき

配られてきた︒それは︑ほんのお粗末なタブロイド判四頁
ほどのもので︑一月に二回ほどの発刊だったが︑収容所で

を超すこの収容所だったが︑一人一人が承んな愛国者だっ

しての誇りと理性を失うようなことはなかった︒一○○人

ノルマに泣く身ではあったが︑われわれは決して日本人と

この記事の内容はというと︑毎号きまったように︑一・
︑︑︑︑︑︑︑︑︑
二面にはアメリカ︑イギリスなどの帝国主義・反動国家群

は四人に一枚ずつぐらい割当てられていた︒

の中にあって︑ソ連という国がいかに世界平和のため英雄

は︑シベリアという朔北の地にあってはじめて発露された

たことは︑今考えても何とも素晴らしいことだった︒それ

かくて︑相手にされなくなった﹁日本新聞﹂のその後は︑

日本人としての生れながらの天性だったに違いなかった︒

︑︑

的努力をかさねているか︒そして三・四面となると︑戦後
一方︑アメリカ兵が戦争孤児たちに軍靴を磨かせているス

︑︑︑

の食糧危機に苦しむ日本の国民がヤミ市をさまよいあるく
ナップなどを載せたりしながら︑きまって大見出しで天皇

れるだけに止まった︒

恰度この頃︑日本共産党の首脳・野坂参三が︑虜囚の身

専らマホルカ︵ソ連のキザミたばこ︶の巻紙として珍重さ

となってシベリアの砿野に泣く七十五万人の同胞の頭のう

と皇室を誹誘するたぐいのァジ記事が︑毎回性凝りもなく
終戦後の祖国の情報と︑活字そのものに飢えていた日本

判で押したように書かれていた︒

兵捕虜は︑初めのうちこそ奪い合うようにしてこれをむさ
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それをぢかに拝した感動に明治生れの自分の目頭は自ずと

めがしら

えを︑モスコーから東京にやいとも無表情な顔で飛び越えて

やい

帰って行って︑それからあと︑吾々の帰還については全く

日本の伝統と文化と︑そして︑世界に類例のない磐石の皇

うるんでいた︒ここに︑新天皇はお父君・昭和天皇から︑

︵本会理事・事務局長︶

岩崎晶

天皇陛下の御事ども

んだ激動の元号﹁昭和﹂の文字を誌しおわります︒

以上︑尽きぬ感懐をこめて︑六十三年のあいだ書き馴染

いる自分であった︒

このような想いを︑寒さを忘れて心の中で繰りかえして

ことであろう︒

今は亡き昭和天皇の承霊も︑さぞかし心からお喜こびの

たま

統をご立派にしっかりと引き継がれたのだ︒

知らぬ顔の半兵衛をきめ込んでいた︑という一件があった︒

このこともあって吾々の一日も早いダモイを︑一番真剣に
考えて貰えるのは︑矢張り日本国民の家長たる天皇陛下以
外にはないということを本能的に感じ取っていたからだっ
た︒吾公を救うのは決して日本共産党ではないことも⁝⁝︒

シベリアでの越冬四年間︑若しその間に祖国日本が分解

⁝⁝回想は未だつづいた︒

していたとすれば︑自分は到底生き永らえてダモイするだ
けの気力はなくなっていたことであろう︒

国が敗れても︑幸いなるかな︑祖国には天皇がご健在だ
った︒皇室が安泰のかぎり日本兵捕虜には︑帰るべき母な
る国が其処にあった︒かつては︑戦局が非になるほど︑却
って天皇陛下を中心に団結を強くしてきたわれわれだった
ではないか⁝⁝︒

シベリアの回想は︑この時︑祭官による﹁大喪の礼﹂の
終了宣言で中断された︒
承ささぎ

に︑故に

昭和天皇に対し奉り︑深甚なる哀悼の意を表しますると共

今や武蔵野の御稜に永久の眠りにつかせられたる

皇の弔辞はまことに見事な出来栄えだった︒催れ多いこと

明仁新天皇の平成の御代の曙光を仰ぎ見るのであります︒

それにしても﹁大喪の礼﹂が始まる前の葬場殿での新天

いのとりかたといい︑口語体の文章の素晴らし式寺と合せて︑

ながら︑その音声といい︑その抑揚といい︑またその間合
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明治に制定せられたる大日本帝国憲法は︑

第一章天皇
第一条大日本帝国︿万世一系ノ天皇之ヲ統治ス

第二条皇位ハ皇室典範ノ定ムル所二依り皇男子孫之ヲ継
承ス

第三条天皇︿神聖ニシテ侵スヘヵラス
昭和の新憲法には日く︑

第一章天皇
第一条︹天皇の地位・国民主権︺天皇は︑日本国の象徴
であり日本国民統合の象徴であって︑この地位は︑主権
の存する日本国民の総意に基く︒

第二条︹皇位の継承︺皇位は︑世襲のものであって︑国
会の議決した皇室典範の定めるところにより︑これを継
承する︒

第三条︹天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認︺天
皇の国事に関するすべての行為には︑内閣の助言と承認
あらひとが承

を必要とし︑内閣が︑その責任を負ふ︒

そんたく

りましては如何程御心労の極めて多いことでありましたか︑

と付度申し上げるのでございます︒

ひとたびさし

去る一月七日の早朝に於て︑

換えとなり︑全てのＴＶは丸二日間︑

か

天皇崩御の報︑一度電波に乗るや一切の歌舞音曲は中止差

天皇陛下ご追悼︑回顧番組となり︑ＣＭも皆無︑自粛一辺

到︑繁華街のネオンサインも消えて︑日本国中は悲しゑに

陛下のご冥福を衷心よりお祈りいたしたのでございます︒

打沈承︑弔旗は街灸に重く垂れて︑今は亡き

新憲法にて明らかなるが如くに﹁象徴﹂なる言葉を以て

天皇の位置づけがなされたのでありまして︑このことは我
ます︒

が日本国に於ては既に充分に定着いたしました模様であり

先の陛下が終戦直後に開始せられたる地方巡幸では︑各

地で数多くの国民に気さくにお声をかけられ︑国民はその

新天皇の﹁朝見の儀﹂に於ては︑従来のお言葉が﹁朕惟

人間天皇のおやさしさに心よりの感動をしたのであります︒

い呼び掛け調となまして︑

フニ．．⁝・﹂でありましたのが︑﹁皆さん云今⁝：﹂と親し

天皇と国民との間が非常に近付いた心地がいたしました︒

と改められて︑即ち﹁現人神﹂より﹁人間天皇﹂となら
せずとの明文が︑第四条に厳然としてあるのである︒要之︑

ます︒

を外してこそ新日本の前途は洋をたるものがあるのであり

神秘のベールにかくされてはいけません︒菊のカーテン

れたのである︒大事なことは︑国政には関与する権能を有
国政に就いては超然たるご存在であられるのである︒

日本にとりまして︑昭和の時代は実に変転極まりない激
動の時代︑振幅ｂ起伏の大きい御代であり︑亡き陛下にと
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遠く過ぎ去りし大正の初めの頃のお話でありますが︑私
ります︒

港にて海軍の大観艦式が挙行されて︑

サンか？︶であり︑少年ではないのが些か不自然であり︑

ているお写真を拝見するにつけても︑お相手が大人︵侍従

亡ぎ陛下が学習院生徒の学生服を着されて相撲をとられ

天皇陛下の行幸の御事がございました︒サーベルを吊した

は小学生として当時横浜市内に居住しておりました︒横浜

霧しい巡査の監視下︑道端に整列︑一斉に頭を深く垂れて

一般人にお交りになり︑にこやかにテニスを楽しまれてお

現明仁天皇が皇太子時代に︑軽井沢のテニスコートにて

お可哀想なのが思い出されます︒

られるご自由なお姿を拝するにつけ︑時代の相違・流れと

最敬礼中に私共小学生の前をサーッとばかりに御召馬車が
一瞬間︑疾風の如くに通過し︑拝顔の余地などは到底不可

上げます︒

ご一緒の生活をなさたのであり︑狗に結構なること上存じ

新天皇・皇后両陛下は皇室史上初めて御家族・御一家が

謂うものを改めて認識する次第でございます︒

能であり︑正に﹁雲上人﹂でありした︒
それが︑戦後は様変りしまして︑

は何等警察官の姿とてもなく︑ＮＨＫホールの二階席に着

昭和天皇陛下がＮＨＫに見学にお出ましに相成り︑館内に
座されたる御時︑丁度私の坐っておりましたＮＨＫ旧友会

アトラクションの後︑いょノ︑最後の幕が下りまして︑

玉顔を拝し奉りまして︑いと壁感激に浸りましたｐ数々の

す︒正に間近に

入った場合︑乃至は政策に行詰りその針路を見失なった時︑

々が︑権力斗争に明け暮れて確執不和を生じて大混乱に陥

権が変る度毎に︑日本国民は国家組織のトップクラスの人

につ壁いて︑明治・大正・昭和の夫々の時代に於て時の政

日本は太古の時代よりこの方︑足利・鎌倉・徳川各幕府

陛下ご退場の折︑私の座席の横の通路をお通りになりまし

つまり舵取りに失敗したり︑要路の人灸が司直の手によっ

席とは僅かに８ｍ位しか離れてはいなかったのでございま

た時︑偶然に恐れ多くも
はか

て糾弾を受けたる場合等︑一般庶民は実に困惑し︑やりき

図も射たのでございます︒

らず

陛下の眼鏡の奥の御目の視線がキラリと光り︑私の目を不

そう云う混乱や汚さからは﹁全然無縁で無色なるお方﹂を

か上る場合にてもその都度﹁扇の要﹂と申しまするか︑

れない思いになったのであります︒

であります︒それこそ威あって猛けからざるの大慈眼であ

中心に置くことが出来たので︑それが為に我等が日本丸は

私は﹁身体中を高圧の電流が走る様な﹂衝撃を受けたの
りまして︑未だに深くノ︑眼底に焼き付いておる次第であ
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て﹁起上り小法師﹂の如くに底力を発揮して︑立ち直る事

うろたえることなく︑顛覆せず︑復元作用が自然と稼動し

栄に浴したのである︒校長先生と担任の先生から学校の名

私は︑図らずも小学校代表の一人として選ばれるという光

りなさい︑とはげましの言葉を頂いた︒

誉でもあるので︑一生懸命練習して他校に負けない様頑張

即ち混濁・波乱の世にも常に国民は﹁皇室﹂と云う﹁拠

が可能なのでありました︒

因承に書くべき文字は一律に﹁千載一遇﹂という四文字

い︑又用紙は普通学校で使っている半紙ではなく︑紙質は

に限定されており︑各自勝手に好きな字を書いてはいけな

は淘に有難い国の姿であるのであります︒

り処﹂を暗に︑明に︑心中に懐き︑安堵していられたこと
現在︑日本は世代構成員として戦後生れは全人口の六○

っていた︒私は正月の書初めぐらいのものと思っていたの

画仙紙を縦に切った半分︑いわゆる半切を使うことに決ま

％を超えるに至り︑新しい﹁皇室﹂は︑若い此等の多数の
て参ること入確信︑思惟するものであります︒

人々に支えられて︑国民と共を陽光の下︑弥栄えに継続し

に︑これは大変なことを引き受けた︑しかも天覧というこ

大正十年と言えば今も忘れられない出来事がもう一つあ

泣きたいほどに困り果てたことを今もよく覚えている︒

切への字くばり︑字の大きさ︑字と字のバランスがとれず

いうことに感極まったせいか︑何度書いても筆がふるえ半

﹁千載一遇﹂即ち千年に一度あるかないかの絶好の機会と

とで極度の緊張と昂奮の日が続いた︒又︑書くべき文字は

︵本会評議員︶

皇太子裕仁親王殿下と
少青年時代の私

篠塚繁

ったのである︒それは︑小学校の掲示板と言っても黒板に

殿下がおん父君の大正天皇のご不例により国事を代行せら

白墨で書かれた記事であった︒それは︑前述の皇太子裕仁

ことだが︑大正十年十一月二十五日付でご就任になったと

れることとなった︑という内容であった︒あとでわかった

昭和天皇が皇太子殿下であられた大正十年の秋︑私の郷
墨書を天覧に供するため︑各校を代表して男女一名ずつ県

里富山県内をご巡幸の掴︑県内の小学校・中学校の生徒の
庁へ提出することとなった︒当時小学校の六年生であった
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すると︑右述のご巡幸を終えて皇居にお帰りになって間も
なくのことである︒掲示が出た日︑担任の先生からは摂政
としてのおつとめは大変国にとって重要なお仕事であるが︑

皇太子様もご立派な方であるから心配せずにお任せするこ
をお祈りしましょうという話があった︒しかし︑大正天皇

ととし︑天皇陛下の御不例が一日も早く御平癒あらんこと

昭和天皇をお偲びして

杉浦昌也

昭和の御代が始ることとなるのだが︑なんにもわからない

御年八十七歳にて崩御あそばされました︒陛下を敬愛する

踏承こえられ︑今日の日本の繁栄を見届けられるが如くに

この度︑昭和天皇には歴代天皇の中で最も多難な時代を

青二才の私ではあったが︑右の担任の先生の言葉は不思議

国民の一人として心よりご冥福をお祈り申し上げる次第で

は国民の祈願にも拘らず大正五年十二月二十五日崩御され︑

にも凡そ七十年後の今日も頭にこびりついて離れない︒憲

ざいませんので︑適切な執筆者ではないかも知れません︒

あります︒私は︑弘道会から貴重な紙面をいただきました

合せると︑一つの国事をご処理なさるにもいるノ︑と辰慮

しかし昭和のほとんどを生きたものの一人として︑陛下に

任になったことは︑裕仁殿下が初めてであったことを思い
を煩らわし申す契機となったことと拝察するのである︒と

対しての気持ちを述べ︑また︑元弘道会会長野口明は私の

法や皇室典範に由来する摂政に︑二十代のお若さにて御就

にかく五年間もの長い間の摂政でおわしたことは空前のこ

義父に当たりますが︑若い頃侍従として陛下にお仕えしま

が︑直接陛下にお仕えしたこともお目にかかったこともご

れてからの六十有余年の長きに一旦る内外の難局に善処して

とであり︑しかも︑その豊富なご見識が︑天皇の位に即か

ていただいて陛下の御徳を偲ぶことと致したいと存じます︒

した折の話や記録がございますので︑その一部を紹介させ

いた壁いた原由になっている様に私には思われるのである︒

︵本会評議員・俳壇選者・元国税庁次長︶

私は︑昭和四年に新潟県新発田市で生まれました︒日露

最後に︑表
けけ
塞が立派過ぎて内容の乏しい拙稿︑お諒一軍人として
表題
題だだ

恕を乞ふ次第である︒

戦争に勇名を馳せた第十六聯隊のある町で︑その影響か︑
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昭和十九年仙台陸軍幼年学校に入って将校生徒の道を歩ゑ
ました︒軍人として天皇陛下を大元帥と仰ぎ︑陛下は我灸

を汝等股肱と呼ばれました︒この時代は陛下と私どもの関
係は直接上下で繋がっておりました︒昭和二十年八月終戦
の玉音放送を聞いて︑泣きながら祖国の再建を誓ったもの

三野ロ明の記録

陛下︑皇室に関しての私の考え方に深い影響を与えたも

のは義父野口明であります︒

父は昭和二年侍従を拝命し︑視察の記録として﹁カムチ

ャッカ訪問記﹂︑昭和三年の御大礼にさいしては側近とし

てお仕えし︑﹁御大礼の印象﹂を著わし︑ほかに﹁呉竹寮

であります︒

二戦後の時代

す︒

のお人柄﹂﹁宮中生活の思い出﹂などのほかに︑﹁日本の皇

また弘道にも﹁奉祝聖寿﹂﹁両陛下の御渡欧﹂﹁天皇陛下

の思い出ｌ使命を果たして公園にｌ﹂という小文もありま

戦後は天皇の人間宣言があり︑憲法上も国家の象徴とな
自らマッカーサー司令部をご訪問になり︑身を投げ出して

を以下に抄録させていただきます︒

室﹂という文を昭和四十二年に書いております︒その要点

られました︒日本が今日在るのは︑終戦間もない頃陛下が

明皇后﹄︶︑窮乏生活の国民を各地に訪問激励になられたこ

日本に大和朝廷ができて以来二千年︑その間当初の皇室

︵一︶皇室永続の原因

四野口明﹁日本の皇室﹂

国を救おうとなされたこと︵寛素彦著﹃今上陛下と母宮貞
とが大きい力となっていると思います︒また生物学のご研
究にも
もご
ご熱
熱心
心で
であ
あり
り︑︑
平平
︽和国家の象徴としてふさわしい御
生活であったと思います︒

私自身の戦後は第二高等学校を経て医学の道を選び︑現
関係されたり︑侍医を勤められた方々の中に同窓の医師が

が今日まで続いたことは厳然とした歴史的事実であって世

在医師として臨床に従事しております︒天皇陛下の手術に
おられますが︑名誉なことであり︑また本当にご苦労様と

界史上まことに珍しい事例である︒その継続の原因として

は宗教︑政治力︑武力は一時期のもので︑最も重要なこと

申し上げる次第であります︒
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しかし二千年にわたって国民の心底に焼き付けられた皇室

憲法により主権在民とされ︑天皇は主権者の名を失った︒

日本という風土が穏健中正な思想と平静な感情の民族性を

は国民が皇室を敬愛して守ったとするのである︒すなわち
生承︑この国民性が皇室を守ったとするのである︒

いものがある︒日本文化史は皇室なくしては考えられない︒

の業績により国民の中心的存在である実質のほうが意義深

宗教等における皇室の業績は実に大きかった︒皇室と国民

日本古来の文化の保存︑外来文化の摂取等の学問︑芸術︑

は文化を通じて深く結びついている︒過去において皇室を

︵二︶皇室の御家風と公卿の集団
歴代の天皇の中には名君もあり凡君もあったであろうが

守ったのは国民性であった如く︑将来も皇室を守るものは

国民性である︒それには皇室も過去において立派であった

なかった︒すなわち国民が皇室を守ったことに値する資格

如く︑将来も立派であっていただきたい︒日本が一系の皇

大きな失敗や悪政がなかったから国民の怨嵯の的にはなら

とで二千年にわたる皇室の伝統︑家風が立派だったからで

モラル︵倫理性︶に在ったと確信している︒この二者は今

室を持ち得たことは︑国士の生んだ国民性と︑皇室の持つ

が皇室自身にもあったといってよい︒これは真に稀有なこ
ある︒その原因として神道の清浄な宗風︑儒教の仁君思想︑

りますが︑個人に強制するのではなく︑﹃日本の皇室﹄を

日本弘道会綱領のトップに﹁皇室を敬愛すること﹂とあ

難いことと云わねばなりません︒

の理想を実現されていることは誠に我を国民にとって有り

村会祖の説かれるごとく道義国家にありますが︑皇室がそ

以上がその主旨であります︒日本の進むべき進路は︑西

おわりに

する次第である︒

後も長く日本の名誉ある伝統として続かんことを切に祈念

補翼の功労者としての公卿の集団が重要であると見るので
ある︒

︵三︶明治︑大正︑昭和
明治維新で政権が皇室に戻ったが︑世界は独裁政治の時

代ではなく︑明治二十二年憲法制定により主権は天皇に在
るとしたが︑政治の運営は民主国と大差はなく︑之で日本
は近代国家の仲間入りを果たした︒天皇が唯一の主権を行
使されたのが終戦の御裁断であり︑之により日本は救われ
たのである︒この一事は国民の永久に感謝と共に忘れない
ところであろう︒

︵四︶皇室の将来
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読ゑますと︑歴史と伝統の中から湧いて来る自然な気持ち

然に行なわれたような気がする︒法律上の措置があらかじ

るところなのであろうが︑もし余人であったなら皇室は存

か︒かかる御人格が現われたのも皇室の伝統のしからしむ

の天皇の中でも︑最も国民に敬愛された天皇ではなかろう

下の御人徳によると言っても過言ではない︒おそらく歴代

敗戦にもかかわらず皇室が存続しえたのは︑昭和天皇陛

国民に覚悟する時間をあたえたのも疑いないところである︒

めとられていたこともあろうが︑陛下のながの御闘病が︑

︵本会評議員・都立広尾病院副院長︶

の発露であることがよく分ります︒

陛下の御徳

土田健次郎

続しえたかどうかという思いも消すことはできない︒

戦後︑皇室の存在の必要を説く人は︑日本という国の文

御病状悪化と聞き︑坂下門に記帳に行ったが︑一箇月ほ
ど経て陛下は御隠れになった︒その朝︑妻から聞き︑来た

にしてきた︒なかには天皇の御人徳云々が天皇の存在意義

下の御遺徳とかそれにまつわるエピソードを立論の決め手

に直接つながるものではないと明言する論者もいたが︑比

化的社会的要請を論拠としつつ︑いつのまにか昭和天皇陛

いたため︑記帳することもできた︒そのまま銀座に出てゑ

るべきものが来たと感じた︒夜に友人と皇居に出向き︑拝

たが︑街の灯は自粛され︑郊外の夜の商店街を歩いている

る厳格な文献批判で知られた津田左右吉博士は︑同時に熱

較的少数のように思われる︒﹃古事記﹄﹃日本書紀﹄に対す

礼した︒七時二十分頃であったが︑延長の措置がとられて

ようだった︒友人と喫茶店で陛下のことなど語り合ったが︑

﹁徳﹂についてこのように述べている︒

心な皇室擁護論者であったが︑天皇の必須の要件としての

ふだんは不良っぽいかっこうのウェイターたちも承な黒の
蝶ネクタイを着用し︑営業時間も短縮されていた︒

わすことになるだろうと予想していたが︑さほどのことは

一つは︑遠い昔からうけつがれてきた︑上にいったよ

天皇は天皇としての任務をもっていられたので︑その

陛下崩御ともなれば︑また天皇制問題がマスコミをにぎ
なかった︒新元号への移行も新陛下の御即位も︑極めて自
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子孫とに対する天皇の道徳的責任がこもっていたので

にかかわることであった︒そうしてそれに御祖先と御

それはその時代の思想では国家の長久と国民の安泰と

御に際しては衷心より悼んだのである︒

に応えられ続けた大行陛下を︑国民は安心して仰ぎ見︑崩

申し上げたのもやはり﹁徳﹂なのであって︑それに承ごと

皇室の理念がこのようであるとともに︑民草が天皇に期待

うな意味での︑儀礼を厳粛に行われることであるが︑

ある︒平素おん身を謹厳に保たれることもこれとつな

養をつとめらるべきだ︑という考にも結びつく︒この

天皇の徳によることであるから︑天皇はそのための修

った︒快晴の皇居は壁や玉砂利の白さと常緑樹の深い緑が

蹟宮一般拝礼には︑六歳の長男と三歳の次男もつれてい

がりがあるが︑それはまた︑世の治平と民の安泰とは

考は︑思想としては︑世の治乱をすべて帝王の責任と

周囲の見も知らぬ人々との間に一種の連帯感が生れてくる︒

あった︒子供らの手をひいて拝礼の列に加わっていると︑

与えられた知識としてもっていられるのではなくして︑

天皇について受けた教育といえば日本史の授業での天皇制

くっきりと美しく︑人々の足並承も自制がきいて厳そかで

天皇の御心情となっているところに大きな意味がある︒

する儒教の教説に由来があるが︑それが書物によって

君主としての権力を主張せられたことがなく︑それと

れは︑ここに集った人灸が︑一部マスコミの言うような惰

批判ぐらいであった我を戦後生れも多く参集していた︒こ

れがヨウロッパの君主の態度と違っているところであ

で足を向けたことを示していよう︒幼い子どもたちはこの

性や軽い好奇心によってではなく︑自らの心情による判断

反対に︑国民に対する責務を感ぜられたのである︒こ
り︑自己の権利というようなものを主張せずして他に

対する責務に重きを置いた︑過去の日本人の一般の道

の日かこの列に加わったことの意味を考えてほしいと思っ

︵本会評議員・早稲田大学文学部助教授︶

日のことをさだかに記憶していないかもしれないが︑いつ
ている︒

徳思想と関係のある点でもある︒天皇にもいろいろの
御性格の方があられ︑御在位の時の情勢もさまざまで
あるから︑どの天皇もここにいったとおりであったに
は限らないが︑天皇はかくあらるべきであるという理
念が︑皇室にはあったのである︒
︵﹃日本の皇室﹄昭和二十七年︶
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肇国二千年の国体を御守護

帝ジョージ五世をはじめ︑各国元首︑歴戦の提督︑将軍︑

高官︑市長等に御会見︑第一次世界大戦直後の各国の国情︑

後の十一月二十五日大正天皇御病気のため︑摂政となられ︑

文化︑戦跡等を御視察︑見聞を広められ︑御飯国後四ヶ月

政務をとられたのであります︒

昭和天皇は︑明治三十四年四月二十九日︑大正天皇の第

について御進講を聴かれ︑分厚い多くの著書を読まれ︑歴

より日本及び外国史︑金子堅太郎氏より明治天皇の御事績

御在位中︑しばしば白鳥庫吉︑箕作元八︑三上参次博士等

寺崎隆治

内外の歴史︑皇室の伝統に御通暁

一皇子として御誕生︑明治天皇の御意志により三年間︑川

代天皇の御治績︑内外治乱興亡の歴史に御精通︑御祖先の

陛下は前述の東宮御学問所における御研鎖はもちろん︑

村純義伯︵のち海軍大将︶邸に預けられ︑七歳の時︑学習院

帝王学御修業と御訪欧

初等科に入り︑院長乃木大将の質実剛健の教育を受け︑十

祭事にも極めて御熱心で︑明治天皇を師表とされておりま

した︒某海軍大将が︑鈴木侍従長に﹁陛下は生物学の御研

三歳の時︑東宮御学問所にて総裁東郷元帥の下に東大教授

究よりも歴史の御研究をされては﹂と進言された時︑侍従

白鳥庫吉博士︵教育主任︑日本歴史の権威︶︑日本中学校長杉

浦重剛氏︵倫理の権威︶をはじめ︑十六名の第一流学者より

ない﹂と申した所︑恐擢して引き下ったという︒

終戦後︑皇太子︵現天皇︶の補導役を仰せつかった小泉信

長が﹁陛下の歴史御研究は︑とてもわれわれの及ぶ所では

三博士が︑その重大職責を果たすため︑特に拝謁をお願い

七年間︑三種の神器︵智︑仁︑勇︶︑明治天皇の五箇条の御

法律︑自然科学︑政治︑経済︑外交など十六項目について

誓文︑教育勅語の三項目を根幹として︑歴史︑倫理︑憲法︑

帝王学を修業され︑大正十年二月︑二十歳の時︑総理大臣

のお考えだけでなさいますか︑それとも担当者の意見をき

いて︑ご決定なされますか﹂とお尋ねしたところ﹁それぞ

し﹁陛下は何か重大なもの事を御決定なさる場合︑ご自身

れの担当者の意見と結論をきいた上︑自分の責任で決定す

原敬︑海軍大臣加藤友三郎大将の進言により︑商船でなく
に御乗艦︑同年三月三日横浜発︑九月三日ご帰着まで六ヶ

御召艦香取︑供奉艦鹿島︵第三艦隊︑司令長官小栗孝三郎大将︶

月間︑欧州五ヶ国︵英︑仏︑白︑蘭︑伊︶を御訪問︑英国皇
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よるものですか︑古の聖人や明哲の伝記をお読承になって

る﹂と仰せられた︒また﹁その御態度は侍臣のおすすめに

島健大佐︵御渡欧時の艦隊先任参謀︶が氷柱を準備いたしたと

当時︑陛下の御寝室は華氏九十度にも達するので︑艦長寺

華氏百二十度もある各室の作業を熱心に御覧になられた︒

昭和六年秋熊本県で陸軍大演習があり︑そのお帰りの時︑

せられ︑全員その御仁慈に感激した︒

ころ﹁自分はいらないから乗員にわけてやるように﹂と仰

身につけられましたか﹂とお尋ねしたら︑いとも簡単に
﹁それはわが家の伝統である﹂と仰せられたという︒

陛下の御仁慈

迎会の席で︑皇太子が﹁私は軍艦に乗ってきて︑その艦隊

例をあげますと︑皇太子で御渡欧の時︑ロンドン市長の歓

陛下を奉送している有様を望遠鏡にて御覧になり︑丁重に

の海辺に︑かがり火を焚き沢山の人が日の丸を打ち振り︑

後甲板においでになり︑右舷十キロの薩摩半島︵指宿付近︶

横須賀に向かわれた︒夕食後の午後六時半陛下はお独りで︑

陛下は御召艦榛名に御乗艦︑十一月十九日鹿児島御出発︑

は今ポーッマスにおります︒水兵にバッキンガム宮殿や市

陛下の御仁慈については際限がありませんが︑二︑三の

中を見せてくれませんか﹂と申されると︑市長は﹁謹んで

して直ちに艦長園田実大佐に申入れ︑全探照灯を点じ︑陸

た行幸主任の木下道雄氏︵のちの侍従次長︶がこのお姿を拝

岸を照らした︒のちにこれを知った県民は︑陛下のご仁慈

長い間挙手の敬礼をされていた︒たまたま後甲板にでてき

太子の御手許金からだされ︑全員深く感激した︒陛下は︑

ロンドン見物をすることができ︑しかも往復の汽車賃は皇
翌年三月三日より戦時中を除き︑毎年三月三日︑当時の艦

には深く感銘いたしております︒︵詳細省略︶

に感動したという︒軍事にご精通ご正確なる大局的ご判断

お受けいたします﹂と承諾され︑全乗組員は二回に分かれ︑

隊主要職員︑侍従を皇居に招かれ︑御会食をされ︑新聞記

最大の御偉業

者等から﹁今まで何が一番楽しくありましたか﹂ときかれ
ました︒

ると︑必らず﹁皇太子の時の欧州訪問である﹂と答へられ

訓練地佐伯湾に向かう途中︑最も暑い日に最も暑い缶室︑

二︒二六事件︑支那事変︑三国同盟︑仏印進駐︑第二次世

未曾有の激動期で︑経済恐慢︑満州事変︑五・一五事件︑

陛下御在位満六十三年間︵摂政五年を加え六十七年︶は世界

機械室︑発電機室の機関兵の作業を御覧になりたい︑との

界大戦等を相次いで起り︑日米国交険悪となり︑昭和十六

昭和二年八月︑御召艦山城で小笠原諸島より連合艦隊の

思召しにより︑作業服に着替えられ︑垂直の鉄梯子を下り︑
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らん﹂を読承あげられ︑外交により解決するよう何回も政

﹁よもの海ぷなはらからと思ふ世になど波風のたちさわぐ

年九月六日の御前会議において︑陛下は明治天皇の御製

であると拝察いたします︒

吾をとがめよ天つ神民はわが身のうゑし子なれば﹂の通り

ます︒この時の陛下の御態度は明治天皇の御製﹁罪あらぱ

は感動し︑陛下の戦犯︑御退位に断乎反対されたのであり

陛下最大のお心残りは今次大戦で最大激戦場となり︑軍

府︑統帥部に強く指示し全力を尽されましたが︑十一月二

の占領下にあり︑祖国復帰後︑再建に苦労された沖縄を御

人︑県民併せて約二十万の戦没者をいだし二十七年間米軍

十六日ハル・ノート︵支那︑仏印より全面撤兵︶をつきつけら

れ︑自存自衛のため十二月八日やむを得ず対米英宣戦布告

存じます︒

訪問し︑英霊を慰め県民をねぎらってやりたかったことと

をせられ︑総力をあげ約四年間戦いましたが︑戦局われに
利あらず︑軍人・軍属の戦没者約二百十万︵外地の同胞約三

本土決戦︑一億玉砕を辞せざる動勢を制せられ︑肇国二千

恵まれず︑その意に反し太平洋戦争に突入︑最後に軍部の

遭遇し︑しかも︑明治天皇時代のように優れた輔弼の臣に

要するに昭和天皇は御在位中︑古今未曾有の大動乱期に

むすび

の御製を拝読し涙なぎを得ません︒

しを﹂

﹁思はざる病となりぬ沖細をたづねて果さんつとめあり

十万︑内地で約五十万︶をいだし︑米軍は広島︑長崎へ原爆

を投下︑ソ連参戦し︑昭和二十年八月九日︑十日の御前会
否相半ばして決せず︑陛下は︑明治天皇が清日戦争の時に

議においてポツダム宣言の諾否をめぐり︑激論となり︑賛

受諾の御決断を下されたのであります︒その時の陛下の御

露・独・仏の三国干渉受諾の故事に倣い︑忍び難きを忍び

○身はいかになるともいぐさとどめけり

心境︑御信念は次の御製により明らかであります︒

ただたふれゆく民を思ひて

○国がらをただ守らんといばら道

数百年皇祖皇宗より継承の国体御守護の御聖断を下された

御事績は︑万古不滅であると景仰申し上げます︒世界的に

すすふゆくともいぐさとめけり
終戦後一ヶ月半︑九月二十七日に陛下は︑マッカーサー

理想的存在であると賛仰しております︵昭和六十三年﹃弘道﹄

四月号鈴木理事の記事参照︶︒二月二十四日の昭和天皇

有名なアインシュタイン博士は︑日本の皇室は世界無比︑
三

元帥を訪問﹁今次大戦におけるわが陸海軍を人︑政治家の
の判断に一任します﹂と毅然として申されました︒マ元帥

行為に対し全責任を負います︒自分の運命については貴下
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の御大喪には百六十四ヶ国の元首︑代表と国連︑ＥＣなど

戦争と平和の中で生きて来たのである︒

に苦しゑ︑国民と共に喜ばれ︑長い歳月を天皇と私たちは

その前半は多難な戦争の時代であったが︑天皇は︑混乱

二十八の国際機関代表が参列致しました︒日本弘道会の創
設者泊翁は︑その綱領の第一に皇室の敬愛を掲げておりま

を排し︑戦争を避けるべきであることを自らお示しになっ

末期の首相は︑長く侍従長をつとめて天皇のご信任極めて

て︑太平洋戦争の悲劇へと進んだ︒戦局不利となり︑戦争

昭和の前半は︑満州事変︑二・二六事件︑日中戦争を経

の混乱は見事に排せられたのである︒

年の天皇の明確な御判断と御決意によって︑二・二六事件

当ってもよい﹄と御決意の程を示された︒三十四歳のご壮

て﹃軍が出来ないのなら︑私が自ら近衛師団を率い鎮定に

ずして翌二十七日に至り︑改めて本庄侍従武官長を召され

軍大臣に﹃速かに暴徒を鎮定せよ﹄と命ぜられた︒尚治ら

ることが出来ず︑その処置にとまどった折︑天皇は川島陸

する反乱を起した時︑政府及び軍の上層部は統一見解を得

在京陸軍の一部が首相官邸その他要所を襲い︑重臣を殺傷

昭和十一年二月二十六日︑所謂二・二六事件が勃発し︑

た︒

す︒ここに全会員と共に︑昭和天皇の御聖徳を偲び新天皇
陛下のもと一層道徳の振興を図り︑国民の幸福︑各国との
友好親善︑世界平和に貢献したいと存じます︒
︵本会評議員︑元連合艦隊参謀︶

激動の時代を国民と共に

東平久雄
昭和天皇が崩御せられ︑国を挙げて深い悲しゑに包まれ
たが︑六十四年にわたるご在位の時代を回顧し︑天皇に対
する賛仰追慕の念は︑筆舌に尽し得ないものがある︒

日が経ち︑静かに思う時︑天皇の真のお人柄が解り︑尊

位期間も最長であらせられ︑その間︑幾多の変遷に遭遇せ

昭和天皇は百二十四代︑歴代天皇の中で最長寿で︑ご在

枢府議長が参集して開催されたが︑論議決定し難く︑鈴木

亡を決する戦争最後の御前会議が︑全閣僚︑軍首脳と平沼

持をよく理解していた︒昭和二十年八月十四日﹃国家の存

厚い鈴木貫太郎海軍大将であった︒鈴木首相も天皇のお気

られたのである︒昭和は正に激動の時代であった︒その波

首相はこの上は天皇のご裁定をいただくほかはないと玉座

い存在であったことが︑更に知られてくるものと考える︒

乱多いご生涯に︑大御心は常に国民と共にあり︑国民と共
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の前に進承出た︒君臣一体となって︑国家︑国民を救わん

られ︑真に天皇と国民が一体となり︑親しゑ深いものとな

基づく︑日本国の象徴であり︑日本国民統合の象徴﹂とな

至る迄地方巡幸せられ︑時には列車の中で一夜を明かされ︑

都市から農村へ被災者の慰問激励に︑昭和二十九年八月に

終戦の翌年から︑陛下は戦争の惨禍を御心にとめられて︑

なかろうか︒

られた︒これこそ︑天皇御自身が望まれておったことでは

とする真情の発露であった︒

その時︑天皇は﹁国力の現状︑列国の情勢を顧るとき︑

これ以上戦争を継続することは︑日本を滅亡させるだけで
難きを耐え︑忍び難きを忍び︑戦争を終結したいと思う︒﹂

或る工場では歓喜する工員に囲まれることもあったという︒

なく︑世界人類を不幸に陥れることになるのだから︑耐え

との趣旨をお述べになり︑舷に御聖断によって︑戦争は終

︵本会評議員・元千葉県教育委員長︶

いていかねばならぬと思う︒

私たちは悲しゑを乗り越えて︑心と力を合せ︑新時代を築

れ︑平和が国の内外に達成されることを念願されている今︑

今上陛下が即位せられて︑昭和から平成と元号は改めら

尊重されておられたことを銘記すべきである︒

激動の昭和時代を思う時︑昭和天皇は常に平和を求め︑

られたものと確信する︒

あられる天皇が︑国民精神の安定の大きな支えになってお

意識するとせざるとにかかわらず︑日本国民統合の象徴で

それに必要な日本国民の英知と努力をよく伸し得た力は︑

思う︒

栄へと進承︑米欧にも劣らぬ経済の高度成長をなし得たと

皇と皇室御一家の結びつきを深くして︑戦後の復興から繁

このようにして︑不幸な戦争から抜け出した日本は︑天

結し︑日本は救われたのである︒

斯くして戦争は終ったが︑戦災により住むに家無き人多
天皇は︑九月二十七日聯合国最高司令官マッカーサー元

く︑食糧は窮乏していた︒

帥を米国大使館に訪問された︒

﹃戦争責任は一切自分にある︒自分の身はどうなっても
よいから︑どうか国民を飢えさせないでほしい﹄との日本
国天皇の言葉を聞いたマッカーサー元帥は驚いた︒世界の
どの国に︑このようなご立派な帝王が居られるであろうか︑

ひたすら困窮した国民の生活を救われることだけだったの

と︒天皇の御心中には御自身の安否を思う心は微塵もなく︑

太平洋戦争の終結によって︑昭和時代に新しい進路が開

である︒

昭和二十一年元日の詔書で︑天皇の神格化を否定して︑

かれた︒

人間宣言をせられ︑新憲法で︑天皇は﹁日本国民の総意に
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限りない御恩

新美忠之
身はいかになるとも戦とどめけり

ポツダム宣言を受諾すべきか否か︒時の内閣は一致した

う︶など検討すべき課題である︒

閣議決定が出来なかった︒輔弼を全うすることが出来ず︑

に云う聖断である︒天皇の戦争責任を云々する連中は︑終

総理は聖慮による処置を奏上するほかなかった︒これが世

口にするが︑立憲君主制の本義︑明治天皇以来の立憲君主

戦を決定出来た天皇は開戦を拒否出来た筈という論理？を

としての裁可に対する無知を表明するものである︒

々が飢えることもなく生き永らえ得る何の保証も無かった

た堂倒れゆく民をおもひて
ポツダム宣言受諾に際しての︑昭和天皇の御製である︒

のである︒生きていたとしても︑日本嫌いのルーズベルト

聖断によるポツダム宣言受諾が無かったならば︑今日我
この御製を拝謡するとき︑筆者は今さらながら君恩の広

が策定した貧農の生活・経済状態に甘んぜざるを得なかっ

たのである︒民を救うためには﹁身はいかになるとも﹂と

大無辺なるに想到し︑皇室の弥栄を念じて止まない︒

大東亜戦争︵太平洋戦争の俗称を使用する者が多い︶を

仰せられている御決断のお蔭・御恩を︑日本人のすべては

受けた恩を有り難いこと些懐しゑ感謝するのは︑日本人

終結するためには︑ポツダム宣言を受諾するぼかなかった︒

言の法的性質︵条件を示したものか無条件降伏を要するも

の古くからの道徳であるが︑感恩は人類一般に共用する美

絶々と自覚すべきことである︒

のか︶︑スターリン参戦の謀略性︵筆者はスターリンこそ

連合国がポツダム宣言を作成した目的・経緯︑ポツダム宣

残留日本人孤児を生承出した元兇であり︑故国に帰る筈で

を叫び︑或はそのために過激な行動を敢てする徒輩も︑先

徳である︒或は天皇の戦争責任を云々し︑或は天皇制打倒

︵本会評議員・江戸川女子短期大学教授︶

ず想い到るべきである︒

あった多数の日本の将兵を牛馬代りに極寒のシベリアで酷
使︑死亡させた元兇であり︑彼こそ人道の名において叫弾
さるべき超特級戦犯である︒残留日本人孤児とその家族︑

シベリアで酷使され死亡した将兵の遺族に対し︑物心両面
の賠償金と慰籍料の支払をソ連当局に要求すべきである
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私の戦場体験

捧げ銃

大熊章一

﹁捧げ銃！﹂吉本小隊長殿の号令が響き渡る︒昭和十八

年十月初旬︑ビルマ派遣林第三八五○部隊補充の為門司埠

独立速射砲大隊である私の部隊を中核とした混戦部隊は︑

弓兵団の先頭をきって前進し︑ウィトックという地点で背

の音を聞くとプルブルッと体が震えてとまらない︒恥かし

後から敵を包囲して攻撃した︒プスッ︑ブスッという弾丸

い話ですが緊張と恐さで震えがとまらないのです︒なのに

﹁大熊！頭が高い！﹂と言われて﹁大丈夫です！班長

殿！この弾丸は高いです﹂と勢一杯の虚勢を張る︒自分

﹁准尉殿戦死﹂歩兵中隊の逓伝が聞える︒髭のあの方が

の弱きを見られたくない︑そんな虚栄が人間にはある︒

った︒友軍戦車隊へ大隊本部の位置を知らせる合図であっ

るままに大きな日の丸を友軍の方向と思しき方へ大きく振

﹁大熊︑旗を振れ﹂部隊の伝令であった︒私は命ぜられ

⁝⁝とその面影を偲ぶ︒

故国を離れるに際して皇居を遥拝する︒﹂﹁著け剣！﹂廻れ

た︒しかし︑友軍戦車と思ったのは実は敵戦車隊であって

頭から輸送船に乗り込む前に︑吉本小隊長殿は﹁これから

右をして小隊の中央に直立不動の姿勢の吉本小隊長殿の藻

インパール攻略戦︑ウ号作戦に自分はいた︒

場の闇はひとりでに涙が頬をぬらす︒

中で心に誓って我身を律した︒そしてどこまでも静寂な戦

身の偽るな︑正直に行動するんだ︑と明日を知らない壕の

お虚栄で飾ろうとした自分自身を恥じた︒そして︑自分自

襲に備えて壕の中で体を休める︒死の際とむかいあってな

夜になると無気味な静けさが孤独感を募らせる︒敵の夜

一中隊長殿をはじめ多数の犠牲者が出た︒

敵の反撃︑友軍の後退と戦線の混乱の中にあった︒中井第

とした号令﹁捧げ銃﹂であった︒

﹁立て銃﹂までの何秒間に﹁祖国を護る︑父母の住む日
本を護る︑子供の居る日本を護らねばならない﹂心の中で
自分に言い聞かせ︑固い決意をもって東の空を遥拝した︒
激戦の下で

﹁大熊！頭が高い！﹂班長殿の声がとぶ︒﹁もう少し壕
を掘れ！﹂再び激しい指示がとぶ︒払暁戦である︒渡河作
死戦にあってなお美を承つける人間の不思議さを思う︒

戦であり︑将校の白樺姿が朝あけきらぬ中に鮮明に映る︒
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遺書

愛し母にまた言間はむ︵万葉集・防人の歌︶

天地のいづれの神を祈らぱか

わが大君に召されたる

子ども達が歌う﹁出征兵士を送る歌﹂の大合唱の中で揺

れていた旗の波が孤独な自分をせめてものと︑賑わしてく

﹁いかなる時でも天皇陛下万才を叫んで死する心構えを

れたのかもしれない︒

であった︒

持て﹂級訓の一節を思い浮かべ︑遺書を見つめて感慨無量

昭和十九年二月末頃︑インパール攻略戦ウ号作戦の開始︑

すでにチンドウィン河を渡河しコンタ東北方四キロのジャ

てくる︑しかしどうする事も出来ない歯がゆさ︑もどかし

﹁血を止めてくれえ︒﹂と呼んでいる古兵殿の声が聞こえ

戦場での教訓

ングル地点に布陣していた私の部隊は︑作戦開始の準備に

追われていた︒そうした中で遺書を書くこと︑髪や爪を残
﹁私は父母の住む祖国︑恩師︑先輩︑友人の居る祖国日

さ︑切なさ︑こんな気持ちを嫌というほど感じさせられた

すようにとの伝達を受ける︒

でいっぱいです︒

又︑体力が運命を決することが戦場ではままあった︒

けてつかんできた処世訓の一つである︒

し︑第一義の道を歩承続ける﹂ということは︑私が命をか

﹁今︑ここで諦めてはいけない﹂﹁粘って粘って最善を尽

いたら︑と思い出すことが度々ある︒

あの時諦めていたら︑あの時捨てばちな気持ちになって

がある︒

たよりに活路を見い出した時の感激は︑舌筆に尽せぬもの

自分も一寸先は知らぬジャングルの中︒北斗七星だけを

戦場︒

本を︑可愛い子ども達を護らなければならないという決意
今日まで育てて下さった御両親に感謝致します︒章一は
立派に戦います︒

大熊章一﹂

教え子の皆さん︑今度は君達の出番だ︒健康に気をつけ
て勉強して下さい︒さようなら︒

大日本帝国万才︑天皇陛下万才︒

昭和十九年二月
コンタ東北方四キロのジャングルで

遺書を書き終って︑これでよしと思った時︑頭に浮かん
できたのは津田沼駅頭の旗の波である︒
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部隊からの落伍は食糧の欠乏を意味し︑自決への途を辿

いられた御様子である︒即位されてまもなく︑昭和三年六

月に関東軍の河本大作大佐の起した張作震爆殺事件に︑陛

われる︒軍人︑とくに陸軍のすることに︑不信感を抱いて

なと感じながら︑自分の足元を承つめる︒この足で少年の

下は激怒されたという︒しかもへその当の責任者の河本を

ることになる︒体力は人間の運命を決することがあるんだ

を歩く大寒の日の佐原マラソンもよく歩いたものである︒

頃走りぬいた野球練習がなつかしく思い出される︒十八里

まったことで︑陛下は首相の田中義一大将に明らかに不快

軍法会議にかけることをせず︑行政処分でかばい通してし

的であった秩父宮は︑任地の弘前から仙台まで出かけて来

昭和十一年二月の二・二六事件のとぎは︑叛乱軍に同情

派も生まれたようである︒

るとゑて︑むしろ秩父宮のほうが組しやすい︑と承なす一

和主義者と承なし︑帝国の発展のためには足手まといにな

ら軍の革新的な政治好きの将校のなかに︑陛下を臆病な平

四年七月︑総辞職せざるをえなかった︒同時にこの事件か

感をお示しになった︒田中はこれに恐擢おく所を知らず︑

帰還して再び教職について五十年︒これらの教訓はかた
︵本会特別会員・千葉県八千代市教育委員会教育長︶

時も忘れる事なく子ども達の教育に生かし続けた︒

天皇陛下の涙

勝部真長
天皇は︑記者の質問に答え︑生涯でいちばん楽しかったの

存在は︑陸軍の閑院宮︑海軍の伏見宮︑そしてその黒幕で

平和主義者の陛下にとって︑獅子身中の愚ともいうべき

っていられると聞いて︑弘前に帰任されたという︒

て様子を窺っていたが︑天皇の御意志が叛乱軍討伐に定ま

は︑初めての欧州旅行のとき︑いちばん悲しかったのは今

ある東郷平八郎元帥であった︒昭和五年のロンドンの海軍

昭和六十二年八月︑那須の御用邸での記者会見で︑昭和

度の戦争であった︑と仰せられて︑頬に涙を流された︑と

軍縮条約に賛成されていた若き陛下にたいし︑主戦派の東

四歳の年長︑フランスに留学︑サンシール士官学校︑陸軍

り役に閑院宮と伏見宮とを当てた︒閑院宮は陛下より三十

郷は︑陛下のお考えを改めねばならぬとして︑陛下のお守

伝えられる︒

秩父宮・閑院宮・伏見宮
今度の戦争に天皇は初めから賛成されていなかったと思
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大学校に学び騎兵が専門である︒伏見宮は︑二十六歳の年

と日本は分け前に預かれぬ︑とひどくあせっていたようで

しかし実情は︑ドイツ敗北の兆は早くからふえていたの

ある︒

ト機九○○の大編隊でロンドン空襲︑大被害を与えたが︑

だ︒一九四○年九月︑ドイツ空軍の双発メッサーシュミッ

聞かれた明治大帝が泣かれた︑というが︑十六歳からドイ

長︑日本海々戦で爆弾のため大怪我をし︑その戦況報告を
ツ海軍兵学校︑海軍大学校で教育されてドイツびいきであ

英空軍の若い士官は特攻隊を組織し︑スピットファイァ︑

り︑帰国後も第一線の艦長のポストを歴任して︑戦意旺盛
な主戦派であった︒それだけ陛下にとって伏見宮博恭王の

結果︑ドイツ空軍は惨敗に終ったのだ︒

ハリケーンの英戦斗機三○○が迎え撃ち︑激しい空中戦の

とくに︑昭和十一年の日独防共協定いらい︑閑院宮も伏

存在は︑目の上のコブ的な︑苦が手であったに違いない︒

込んだのは一九四一年六月二十二日早暁のことである︒初

ヒトラーが﹁バル︒ハロッサ作戦﹂と称して︑ソ連に攻め

決して乗り気でなく︑むしろ反対されていた︒昭和十三︑

までに入城し︑戦争は十月一日までに終る﹂と楽観ムード

戦の戦果は著しく︑ヒトラーは﹁モスクワには八月十五日

見宮も︑ドイツとの同盟に積極的である︒しかし︑陛下は

六次官︑井上成美軍務局長ら︑いわゆる海軍の反戦派は︑

四年の第一次同盟交渉のときも︑米内光政海相︑山本五十

没し︑軍馬は腹まで泥につかり︑攻撃は止まってしまった︒

ると︑秋の冷雨で前進は困難になり︑泥沼の道路は膝まで

であった︒従って兵備を軽装で︑冬将軍に備える用意はな

陛下が反対だと分っていても︑陸軍参謀本部ではあくま

モスクワにあと二十三粁の地点まで迫りながら︑零下四○

く︑将兵は夏服のままだったのである︒はたして十月に入

でも国家のために日独同盟は必要だ︑と信じ込んでいるか

度の冬将軍の前に︑独軍は惨たんたる敗走を強いられたの

て知っていたから︑日独同盟に抵抗したのである︒

ら︑昭和十四年五月九日︑閑院宮は︑同盟を結ぶよう天皇

が︑十二月初旬である︒

陛下の平和意志を侍従武官の平田昇海軍中将からよく聞い

そうである︒

ちょうどその頃︑日本は真珠湾攻撃を断行しようとして

三種神器とともに御覚悟

に説得しにやってくる︒しかし︑陛下は厳然と拒否された
日本陸軍はヒトラーの狂信的ゼスチュアに肢惑されてい
ーを信じこぶ︑ドイツはヨーロッ・︿の覇者になる︑仏も英

いたのである︒開戦をあと二カ月も延期していれば︑ドイ

た︒ベルリンの日本大使をしていた大島浩中将は︑ヒトラ
もダメになる︑との前提のもと︑早くドイツと同盟しない
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ワラを把むようにすがりついて︑助けてもらおうという他

って︑なんとか打開の道を︑強いドイツに︑溺れるものが

ぼこそ︑満洲事変いらい十年の日華事変の行詰りに疲れき

することはなかったのである︒ドイツが欧洲で勝つと思へ

シの敗北の情報も入り︑なにも敗けるドイツと運命を共に

は拝察するのである︒

念の涙が︑陛下の頬をつたわれたのではなかろうか︑と私

ない︑との思いが︑陛下の胸におありになって︑残念・無

は明らかになって︑日本は対米戦争を中止できたかもしれ

時期を延ばそう︑と強く仰せられていたら︑ドイツの敗北

この時︑陛下がもう一︑二カ月︑様子を見よう︑開戦の

道を開いたのであって︑でなければ狂信的な撤底抗戦派の

九日の長崎原爆とつづいたことが︑ポツダム宣言受諾への

であった︒そこへ︑八月六日の広島原爆︑八日のソ連参戦︑

三種の神器とともに最後の時を迎えられる御覚悟の御様子

﹁剣﹂を用意するよう命ぜられ︑長野県松代の大本営で︑

なかった︒陛下は七月三十一日︑木戸内大臣に﹁鏡﹂と

黙殺した︒和平交渉のあてはなく︑もう本土決戦のほかは

二十年七月二十八日︑鈴木貫太郎首相はポツダム宣言を

力本願にすぎなかった︒日本だけで勝てる当てはなかった

高松宮が海軍軍令部付になって着任して承ると︑どうも

のだ ︒

空気がおかしい︒海軍省兵備局長の保科善四郎を訪ねて︑
﹁戦争できるだけの軍備はあるのか﹂と訊くと︑﹁十年も中

国と戦争したあとで︑とてもアメリカと戦えるような準備
はできません﹂という︒そこで高松宮はすぐ︵十六年十一
月三十日︶︑陛下のところへいって︑その通り奏上した︒
すると陛下は︑東条英機を呼んできくと︑

軍部を抑えきって︑和平の相談をすることなどとても出来

ない雰囲気だったのである︒﹁原爆は︑やむをえなかった﹂

﹁事ここに至っては自存自衛上︑開戦やむをえずと存じ

ます︒統帥部においては戦勝に相当の確信を有すると承

と陛下がいわれたとすれば︑そういう意味だったのであろ

れば︑マッカサー元帥の前で﹁私の身はそちらへオファー

後の日本の天皇となられるおつもりであった陛下にして承

う︒最悪の場合︑三種の神器を抱いて松代の防空濠に︑最

知いたしております︒﹂

という︒さらに︑海軍軍令部の永野修身と海軍大臣の嶋田
繁太郎を呼ばれて︑

﹁どうなのか︒予定どおりやるのか﹂

と訊かれると︑二人とも相当の自信を示したという︒そこ

う︒参考書・野村実﹃天皇・伏見宮と日本海軍﹄︵文芸春秋︶

する﹂と言われることなど︑やさしい事であったのであろ

︵本会特別会員・お茶の水女子大学名誉教授︶

で陛下も︑翌十二月一日に最終的の御前会議を開くことを︑
木戸内大臣に仰せられた︒
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月日のみめぐりて

無念さをも堪えられ︑ひたすら国民の為に平和を︑との大

神州不滅と云われるこの輝かしい歴史に敗戦の刻印を打つ

でおります︒

御心が︑声涙共に下るご決断のお言葉になったと聞き及ん

又︑同年九月二十七日のマ元帥との会見の模様は︑同元

見た﹂と驚き︑その勇気ある態度に﹁骨の髄までふるえる

神戸光子
昭和六十四年睦月七日の朝まだき︑天皇はついに神去り

は敵将であった筈の同元帥が︑自ら天皇の肩を抱いて送り

程の感動を受けた﹂と述べられ︑終了後は︑数十日前まで

帥の回想記によれば﹁身を捨てて国民を庇う君主を始めて
まして︑云い知れぬ寂塞の内に昭和の御代はここにその終

出したとの報道は︑いかに天皇の真筆など態度がその心を

駕を告げたのでございました︒

天皇が世に激動期と云われるこの時代に︑長年在位され
たことは︑それだけでもなゑな承ならぬことで御座います

戦後の疲弊と自失の中にある国民を︑自ら見舞って力付

打つたかのあらわれで御座いましょう︒

あまねく知られる所で御座います︒わけても後の世にまで

たにも拘らず︑二十一年二月より延べ百六十五日︑計三万

けなくてはとの御発案は︑それが全く前例のない事であっ

が︑その温いお人柄やご治績の数々についても︑巳に世上
も永く語り伝えられる事の一つは︑第二次大戦の終戦のご
もともと開戦などより他の手だてを︑との大御心をよそ

これを目のあたりにした人びとは︑戦後の厳しい現実さえ

め励まされるご様子は︑時には傷々しくまでに見受けられ︑

あろうと進んで群衆の中へわけ入られ︑人びとを気遣い慰

三千粁に及ぶ地方巡幸の実現となり︑お出かけ先が何処で

に︑滑滑たる時勢の流れはいつしか国を挙げての戦いとな

決断のことで御座いましょう︒

り︑併し時の運に恵まれず︑やがて敗色は濃く迫って来て︑

は︑全国で数百万名余りにのぼったとの由︒これもひとえ

ご不例が伝えられて以来︑お見舞その他の為の記帳の数

に天皇が︑その温い律気なお人柄のゆえに︑国民に対して

も暫し忘れて感激に浸ったひとときだった由で御座います︒

救うにはポ宣言受諾あるの承とのご見地から︑二十年八月

本土にも及ぶ空襲等の為その稀有の戦禍に人びとの瑞ぎが

九日深夜の宮中防空壕内での御前会議で︑なお戦争継続を

も︑単なる君主と臣下の間と云うよりも︑すべての人びと

高まり︑滅亡の危機も予測されるに及んで︑天皇は日本を

主張する一部の人達の必死の奏上をも退けられ︑又︑古来︑
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に︑より深い親し承と心のつながりを覚えていらした為に︑

人びとの心の中にもおのずから天皇を仰ぎ慕う思いがあっ
て︑この度︑期せずして記帳の形のまごころとなって︑全
国各地に溢れたに外ならないと存じます︒

お事のお集りの折にも︑皆様の昭和天皇とその御代を惜

二世を経る

昭和天皇は︑戦争と平和︑大日本帝国憲法と日本国憲法

つとむ

佐久間彊

ないので御座いますが︑ご大喪の日も︑それぞれまどころ

を経る﹂御生涯を送られた︒

という価値体系の異なる世界を︑まさにコ身にして二世

しむ心はひとしお深くて︑思いの溢れるままにお話は尽き
をこめての心積もりがお有りの由との事ゆえ︑私も皆様に

私は︑昭和に生きた国民の一人として︑私なりに．身

かた

倣い︑その日の宵には武蔵陵の方へ向けて置いたお事の前

にして二世を経る﹂貴重な体験をした︒私は︑昭和十六年

だん

に坐り︑襟を正して︑﹁残月﹂と﹁薙露調﹂の二つの曲を

東京大学を卒業して内務省に入った︒太平洋戦争開戦の詔

弾じ︑限りない追慕の思いを捧げるせめてものよすがに致
さ

勅は内務省の屋上で︑東条大将の口からじかに聞いた︒東

したいと存じております︒

尚﹁残月﹂は︑この夢の世を覚めて月の世界へと去った

条大将は︑内閣総理大臣兼陸軍大臣で内務大臣も兼任して

旬召集令状を受け︑四月十日東部第十七部隊に入隊した︒

私は︑翌十七年一月長崎県学務課長となったが︑三月下

いた︒

故人を偲び︑なお巡り来るの承の月日の空しさをしみじゑ

うたかい

と詠い述べ﹁証露調﹂は︑蕊の葉陰に消えた露は︑ついに

とわしら

再びもとの葉に宿ることもないゆえに︑それになぞらえて
ささ

故人との永久の別れの嘆きを︑そのまま調べにうつしたと

上官の勧めによって︑幹部候補生を志願し︑十八年十二月
︵本会特別会員・会祖西村茂樹先生の愛孫︶

候補生隊の区隊長を命ぜられ︑以後終戦まで勤務した︒

に少尉に任官︑翌年三月︑目黒にある陸軍報重兵学校幹部

伝えられ︑いずれも追悼の折に弾き献げる曲とされており
ます ︒

私は︑いわゆる学徒出陣で出征してきた学生たちの教育

にあたった︒二十年一月に入校してきたのは︑特別甲種幹

部候補生といい︑大学や専門学校在学中に︑幹部候補生の
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試験を受けて入校してきたので︑古兵にいじめられる内務

た︒時間が経って︑さっきのは終戦の詔勅であることが知

しかし︑武器はなくても祖国は再建できる︒スターリンを

本は戦いに敗れた︒一切の武器は取り上げられるであろう︒

営庭の一隅の夏草の上に車座になって︑こう語った︒﹁日

その翌日の夕方であったか︑私は︑私の区隊の候補生と

らされた︒

て学生生活の延長のようであった︒

班の生活を知らず︑軸重兵学校での生活は︑かれらにとっ

東京の空襲が激しくなってから︑幹部候補生隊は︑福島
の高原で︑美しい自然に抱かれていたが︑食糧事情は悪く

ガンジーを見よ︑彼は非暴力主義で大英帝国をてこずらせ

見よ︑彼は思想をもって他国を征服しつつあるではないか︒

県の白河廠舎に疎開した︒白河駅から甲子温泉へ向う途中
なり︑栄養失調になる者も出て来た︒そのような者には︑

ソ連参戦の一三−スが入った時︑いつも区隊の先頭に立

戦争は終った︒これからは︑われわれ文官が国家再建の

康や大石良雄のような行きかたを学ばなければならない︒﹂

えられてきた︒しかし︑これからは︑もう一つの型︑徳川家

ているではないか︒われわれは︑これまで楠正成や明治維

演習を休ませて︑川魚や蛇をとらせて栄養の補いにした︒

って頑張っていたある候補生から︑会食の折︑﹁区隊長殿︑

ため働かねばならない︑私は︑こう考えて︑召集解除の日

新の志士たちのように︑潔よく命を捨てることをよしと教

日本は戦争に勝てるのですか﹂という思いつめた表情の質

を待った︒しかし︑他の将校は︑何かと前途に不安をもつ

自動車隊であったが︑ガソリンが欠乏し︑アルコールや木

問を受けた︒﹁歴史からふると︑世界の二大強国を同時に

人達が多かった︒士官学校出身のＫ中尉は︑附近の森の中

炭を代用燃料に使用した︒

相手に戦って勝つことは難しいのではなかろうか︒﹂私は︑

私は︑復員後静岡県厚生課長として勤務したが︑その年

で拳銃自殺をした︒

の暮れ︑内閣法制局参事官に転任を命ぜられ︑正月早々赴

それから数日後︑天皇陛下の放送があるというので︑全

こう答えるほかなかった︒

とりにくかったので︑﹁ソ連が参戦したから︑一層しっか

員営庭に集合を命ぜられた︒陛下のお声ははっきりと聞き

いた︒三月に憲法改正草案要綱が決まってからは︑各参事

任した︒法制局では︑首脳部は憲法改正問題に取り組んで

官がそれぞれ担当の分野で︑新憲法施行に備えて︑関係法

しかし︑私には︑お声が全体として非常に沈痛な調子であ
ったし︑たしか︑﹁堪へ難キヲ堪へ忍上難キヲ忍上﹂とい

令の制定改廃の作業に大童になった︒私は︑参議院制度や

りやれ﹂というお言葉ではなかったか︑と言う将校もいた︒

うお言葉もあったので︑来るべきものが来たのだと直感し
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地方自治法などを担当した︒帰宅はや終電車かその一つ前
になることが多かった︒二十二年五月二日︑新憲法施行の

憲法は︑天皇を﹁日本国の象徴﹂﹁日本国民統合の象徴﹂

もっている︒

と規定している︒この二つの語は同義語であり︑重複的に

規定したという解釈が学者の間に多いが︑私は︑両語の意

前日は︑地方自治法施行規程の審査で夜を徹した︒

幹部候補生隊で一緒に生活した諸君で︑白河会という会

見るとき︑﹁日本国の象徴﹂である以上に﹁日本国民統合

味は区別されるべきだと考えている︒昭和天皇の御生涯を

ったと思う︒終戦は︑天皇の御決断によってもたらされた︒

の象徴﹂を体現されていたので︑そこに天皇の偉大さがあ

ができている︒昨秋何年ぶりかで出席した時︑私は︑終戦
んだ話をしたところ︑後で︑某君から︑戦争から平和憲法

時の思い出とその後内閣法制局で憲法関係の仕事に打ち込
への道行きに矛盾を感じなかったか︑という意味の質問を

国民は︑天皇を信頼し敬愛し︑天皇の御在位によって︑国

家の連続性を信じた︒戦後の日本の復興と繁栄は︑国内の

その安定性は︑天皇が﹁国民統合の象徴﹂たる役割を立派

政治的・社会的安定があったれぱこそ実現できたのであり︑

い蛍一ものにち唖

﹁大喪の礼﹂徒歩葬列・主要用語全頁の図参照︶唖

師

唾呂言邑葛さｇ言呂ｇ罵言呂口ｇｇｇｇ●ｇ呂呂呂呂呂呂ｇ一言弓言ｇ罵言呂言苦言画豊呂呂罵呂ｇｇｇｇｇ呂呂呂弓呂目言ｇ一言ｇｇ言や言呂ｇｇｇｇ言一言呂呂言呂﹄言ｇｇｇ急ｇｇ苦言弓曾目︾

︵本会特別会員・千葉経済大学長︶

に果されたことに由来すると思う︒

軍人としての純粋な教育を受け︑一途にその道を進んだ

思索︑それに短期間ではあったが︑行政官として国家的立

余裕がもてたのは︑旧制高校・大学における自由な読書と

戦後の生き方についての所見を候補生に語るだけの精神的

人には︑敗戦は死を意味したのであろうか︒私の場合︑敗

いた人である︒

受けた︒某君は︑拳銃自殺をしたＫ中尉の区隊に所属して

唖師

皿

︑おうばんはくばんたてほこ

︾黄膳・白膳・楯︒枠︵儀式に威厳を添える威儀物︶日唖

場で物を考える経験が︑その素地にあったからであろう︒

学者の中には︑帝国憲法と日本国憲法との間には連続性

そうかれん

︾弓呂呂ｇ二目言ｇ弓呂画呂呂弓ｇｇｇロ言ｇｇｇ二言ｇ二言言言苫口言言弓弓君君弓一言ｇ一目言弓二二弓呂﹃弓ｇｇｇ二言弓冨二言三弓二弓一言弓二言二言言三一二二二ｇｇｇｚ二二二一言三二呂副

翻りの輿︶御挿鮭︵天皇の束帯着用時の履物︶

皿こしごそうかい

︾胡床に倣った椅子の一種︶葱華筆︵枢を運ぶ総ひのき作唖

︑

耐箱︶御幣楯︵神への貢物を入れた箱︶呉床︵中国の岬

ごへいびつくれとこ

唖げつしようとうばん︲おおま岬

がなく︑革命であるから︑帝国憲法の改正という手続で日

月像慧膳︵太陽と月の陰陽を象徴する威儀物︶大真皿
︑唖︾・榊さ
かき要正せんぴつ
︵神に供える大榊︶御霞植︵神へ供える食物を入れた岬

本国憲法を制定したのは誤りである︑との説が有力である︒

しかし︑法学的にはどうか知らないが︑私だけでなく多く
の国民は︑戦前の日本も戦後の日本も同一の国家であり︑

戦争の反省に立って︑国家再建の方途として︑平和と民主
主義をめざす新憲法を採択したのだ︑という意識を根強く
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皇統の美しさ

森の中から現れた陛下

堀賢次

昭和天皇にお目にかかったのは︑たったの一回である︒
それも多数の列の中から︑陛下を仰ぎゑた経験である︒

しかし︑この日の印象は私にとっては強烈で︑おそらく
自分の生涯から消し去ることの出来ないものであろう︒

昭和二十二年の晩春︒復員軍人の就職禁止令が解けたば
ていた︒

かりの私は︑瀬戸内海に臨む温泉町の県立女学校に奉職し
敗戦直後︑二年目の新学期であった︒

当時はインフレの絶頂期で︑私の初任給は三百円︒白米
代である︒

五升︵一五・五キ巳を買えば︑一円も残らないという時

だったことを覚えている︒

終戦まで人口四万人足らずであった温泉町には外地から

の引揚者が殺到し︑復員軍人と第三国人がおしかけた上に︑

米軍が星条旗をかかげて進駐してきたので︑人口は倍以上

の十二万人に膨れ上がった︒進駐軍の兵舎工事は突貫作業

で進んでいたが︑夜半には湯煙りの街に不気味なピストル

わるいことに︑その工事現場の隣りが女学校である︒授

の音が響いていた︒

ッと騒いで︑授業も何もあったものではない︒

業をしていると︑ＧＩの顔が窓からのぞく︒生徒がキャー

昼食の鐘が鳴ると︑教員室の大火鉢で︑教師たちが副食

の目刺しを焼く︒私も一緒に焼きながら︑これが敗戦国の

その日の朝礼で︑校長から陛下の御巡幸が伝えられ︑午

現実かと天井に漂いのぼる青い煙を眺めたものだ︒

後二時までに指定された小学校に生徒を引卒していくこと

占領と飢餓と生活不安の中で︑誰も彼もが激しい虚脱感

を指示されたが︑先生たちの顔は無表情であった︒

午後二時十分前︒私たちは数百人の生徒を引卒して︑小

におちいっていたのであろう︒

体も入ってくる︒広い校庭が一杯になった︒が︑不思議な

学校の校庭に入った︒中学校の生徒も到着する︒市民の団

ことに︑中学生も女学生も︑一般の大人たちも︑しんと静

街の中心街にはバラックの闇市が並び︑ふかし芋一皿五
ぶように売れていた︒未復員の軍人を待つ家庭はラジオの

円︑牛乳一杯も五円︑そしてラーメンは一杯二十五円で飛

まり返って私語する者もいない︒初めてお目にかかる陛下
１

尋ね人﹂の時間に耳を傾け︑その聴取料が十五円五十銭
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への緊張感であろうか︒

私は最前列にいて陛下の御到着を待っていた︒すぐ眼の

﹁陛下︑私共軍人は陛下の御為に戦ってまいりました︒

沢山の戦友が死にました︒そして日本は戦争に負けました︒

います︒陛下︑日本は復興しましょうか︒私たちはどうし

街にはパンパンが溢れ︑日本人は乞食のような生活をして

て生きたらよいのでしょうか︒陛下︑お教えください！﹂

前が︑陛下のお立ちになる﹁司令台﹂である︒

二分︑三分と腕時計の長針は過ぎていくが︑前方の森の

午後二時︒定刻である︒

私は心の中で︑夢中で叫んでいた︒

従の方灸が︑小走りに後を追っていく︒

台を降りて︑石ころだらけの坂道をお下りになられた︒侍

陛下は中折帽をとってゆっくりとお振りになられ︑司令

女生徒の鳴きがうしろで聞える︒

﹁おそいわね﹂﹁ホントねえ！﹂

中の小径には人影も見えない︒

﹁どうしたのだろう︒お着きの方が先に見えそうなもの

﹁万才！﹂の声が起ったかどうか︑私の耳には一切の物音

それはわずか一分足らずの︑極めて短かい時間であった︒

隣りの教師が云う︒その時であった︒

だね ﹂

が聞えなかった︒

たのだろう︒誰に訴えようのない敗戦の口惜しさ︑情なさ︑

声だけが聞えていた︒私はあの時︑心の中で何を叫んでい

弾に貫通されて︑瞬時に化石のようになった戦友の無言の

りました︒とってください！﹂と叫ぶ若い兵隊の声や︑敵

私の耳には爆弾の破片痕を受けて﹁軍医殿ハラに石が入

若葉の木下道をぬけて︑スタスタとこちらに歩いてくる
人影が見えた︒

中折帽に紺の背広のその人は︑私たちの列に近づいてく
ｚ︾○

瞬間ｌ︑強い電流が私の脳天を突き上げた︒︵陛下だ！︶

陛下は無造作に︑校庭の﹁司令台﹂にお立ちになられた︒
ひたと陛下のお顔に目をすえ︑不動の姿勢をとっていた︒

にし承るような笑顔の中で︑それを受けとめ︑言葉になら

訴えつづけていたように思われる︒そして陛下は︑あの心

切った奔流のように︑子供が父親に訴えるように︑夢中で

それにも増した戦後の同胞の不甲斐なさのすべてを︑堰を

陛下のお顔は心もち蒼ざめておられ︑頬はお渚せになっ

ぬお言葉で︑一言﹁しのべよ！﹂と仰せられたような気が

何か仰せられたようだが︑私の耳は聴覚を失なっていた︒

感した︒

する︒

ておられた︒ながいながい戦争のお苦しゑと疲れを私は直
とたんに︑私の眼から涙が溢れた︒
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御仁慈の恩流
皇室には美しい伝統がある︒

奈良朝第二代の天正天皇︵女帝︶は︑奈良の興福寺に施
薬院︑悲田院を設け︑民衆に医薬を給された︒平安時代の

私にとっての昭和天皇

また︑戦国時代の皇室式微時代にも︑代左の天皇は飢鐘︑

ろであった︒詳しく言えば︑昭和天皇陛下が摂政におわし

私どもがものごこるついたのは︑ちょうど昭和が始まるこ

水沢

疫病流行の際には︑国民の身を案じて仏天の冥助をお祈り

た時分であったろう︒それ以来︑世には多くの転変があり︑

醍醐天皇は︑寒夜に御衣を脱いで窮民の貧苦を体験された︒

の時にはしばしば御内帯金を下賜され︑社会事業にお心を

になり︑写経供養を行われている︒明治天皇は天災︑疫病

数える今︑昭和が終ってしまった︒これは︑私どもにとっ

に巡回救療班を組織され︑東京︑横浜等の被災地に派遣さ
れた︒

昭和天皇は︑皇室のこの美しい伝統を身をもってお守り
になり︑一身を犠牲にして勇敢に行動された方である︒
この国の興亡の岐路に当っては︑戦争に終止符に打たれ︑

った一般的なことではない︒その中でだけ生きて来た﹁昭

ないような心細さを覚えしめるのである︒かつて︑明治天

和﹂が︑今はもはやないということは︑身の置きどころの

品中の人物の口を仮りて間接になり︑そのことに関する感

皇が崩御された際︑激石や鴎外が直接になり︑あるいは作

て︑幾分は儀礼的な要素を含むものかと思ったりもしたこ

慨を述べているのを読んだ折︑何か不自然なような感もし

とであるが︑今や︑そうではなかったことが︑はっきりわ

れた︒

その伝統の上に立つ無私の尊いお姿を︑この眼でふり仰

私たちの時代であったのであり︑その中でだけ私たちは生

かる︒これまで強くは自覚していなかったが︑昭和こそは
︵本会特別会員・恩賜財団済生会広報室長︶

いだ青年の日の思い出は︑永久に消えることがないと思う︒

打ちひしがれた国民に︑無言の慰めと激励をお与えになら

また戦後八年間にわたって全国御巡幸を敢行され︑敗戦に

ては︑単に一つの時代が去ったとか︑新時代を迎えるとかい

そそがれた︒そして大正天皇は関東大震災に当り︑宮内省

私の一生にも多少の曲折はあったが︑長らえて七十の齢を

忠

きて来たのである︒ああ︑その昭和が︑終ってしまったで
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利

はないか：⁝・・

歴史の扱いに︑時代区分ということがある︒元・明・清

が徒党化した場合︑他の何人の意志にも従わず独走し︑善

としては教祖であれ司祭であれ︑十字架であれ︑御旗・楯

ある︒その独走にあたって︑神仏であれ︑君主であれ︑時

悪いずれにせよ︑国家の命運を左右するのは︑歴史の常で

無であれ︑人々の意志統一のよすがとなる誰か︑何かが︑

というのは王朝による区分で︑奈良・平安は都の所在に︑

鎌倉・室町・江戸は政権の所在により︑古代・中世・近世

君主が専制独裁し得た古代であればともかく︑徒党化した

掲げられるのも︑また︑歴史に常に見られるところである︒

軍隊を君主が抑制する力には限度があり︑結果として利用

ごとに時代を区分することは︑どの程度にか各国にあって︑

ローマ帝国でも英・仏・独・露でも︑古代中国でも例がな

などは各論者の設けた視点からの区分である︒君主の御代

いわけではないが︑わが国の歴史では︑﹁明治時代﹂が最

まれつつ︑不本意にも戦争への経過を阻止され得なかった

されたということになるのは︑巳むを得ない仕儀である︒

昭和天皇陛下に︑悲劇的であったあの戦争の恨承言を申し

﹁四方の海ゑな同胞と思ふ世に﹂の明治天皇御製を口ずさ

﹁明治時代﹂とは誰でも普通にいう言い方である︒外国の

い方はしても︑天智時代・天武時代とはあまり言わない︒

例も含めて︑君主の御一代がそのまま時代区分の単位にな

上げるのは︑筋違いであろう︒

初であろう︒天智天皇の御代・天武天皇の御治世という言

り得るのは︑どういう場合かと考えてみるに︑一にはその

私の心にある昭和天皇陛下は︑そういう理窟の世界とは

しせき

御代がかなり長期にわたり︑さらにはその御代が繁栄して

別な処におわします︒胆尺の問に御姿を拝したことはなく︑

ひ

﹃いる必要があろう︒その国の国民・民族にとって︑重大か

確か昭和八年であったか︑北海道で大演習のあった際︑狼

かと言えば否定的な論が多い︒私はそれらの論者と論争す

昭和時代の評価については︑諸説があるようで︑どちら

欄間に両陛下の御写真が掲げられていたし︑折柄御即位・

とおりの心である︒私どもの育った頃には︑どこの家でも

は知らねどもかたじけなさに涙こぽるる﹂と古人の詠んだ

が︑唯一の直接経験なのである︒﹁何ごとのおはしますか

樹し給うた陛下を遥かに拝して胸がいっぱいになったの

歌そなわ

きゅう

つ記念すべき意味があって︑永久に記憶したい御代なので

赫承つ島松の原頭に︑愛馬白雪に召されて︑三軍の師を

る意志を全く持たないが︑昭和年代の国の盛衰を︑すべて

御成婚の当時であったからか︑今で言えば皇室アルバムと

時代として大切に伝えたい︑と︒

ある︒そこで私は思う︑﹁昭和時代﹂という時代を︑よき

ば︑極端な天皇中心主義というべきであろうと思う︒軍隊

陛下の御責任だと考えるのは︑もしこじつけでないとすれ
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いったような御写真集があったものである︒木馬か何かに
召されたお小さい頃の御写真に︑うっとりと見入ったこと

﹃大鏡﹄にはこの村上天皇について︑こういう話を伝え

ことに愛される梅であるので︑天皇はこれを借しとして︑

ている︒たまたま清涼殿の御前の梅の木が枯れた︒天皇の

近侍を諸方に派し︑この梅に代る梅を京中の諸処に求めし

が思い出される︒あの心情は︑たとえば﹁あこがれ﹂に似
たものであったろうか︑純粋であった︒あの印象︑あの記

めたのであるが︑枝ぶりもよく気品も高い梅となると容易

には得られない︒西の京のそこそこなる家に︑色濃く咲き

憶が︑私にとっての天皇の原点であり︑その後の時代の推
移によってほとんど動いていない︒

けたるところ︑その家のあるじ︑御所の仰せなればと心よ

たる艶にして貴きを見出で︑これを御所にまいれと申しつ

いました︑さぞやお疲れの御事と存じ上げます︑どうか御

昭和が終るに当り︑心から︑陛下長い間ありがとうござ
安らかに御静まり遊ぱしますように︑と︑祈念申し上げる

ある︒この歌には︑この梅を愛しいとしむあるじの心が︑

たならば︑なんと答えたらよろしいでしょう︑というので

うが︑この梅を宿として訪ねてくる鴬が︑私の宿はと問う

とあった︒よい歌である︒勅なれば御所にさしあげましょ

宿はと間はぱいかが答へむ

勅なればいともかしこし鴬の

御前へ進めた︒御覧になると︑

た︒短冊である︒その近侍この短冊を持って御所に一戻り︑

く応じ﹁木にこれ結びつけてもてまゐれ﹂というのであっ

︵本会特別会員・文教大学文学部教授︶

森田康之助

年号延喜と︑第五十二代村上天皇の御代の年号天暦︑それ

れたというのである︒この歌のあるじは︑古今集の撰者紀

のま上にせよと申されて︑この紅梅の移植はこれを中止さ

とった天皇は︑この梅を御所にもたらさずともよい︑もと

直裁に歌いあげられている︒そこでこのあるじの心をよゑ

ぞれがわが国で最もよく治まった時代だというので︑延喜

貫之の女で︑当時内侍であったという︒さすが貫之が女で

あるょと︑この話は当時世に広く讃えられ︑﹃西公談抄﹄

の治︑天暦の治といってこれを讃えるのであるが︑この延
喜天暦を通してまた﹁延天の治﹂ともいうのである︒
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ばかりで︑これより他に何と申しようもない︒

天皇のみ
ろ

延天の治という言葉がある︒第五十代醍醐天皇の御代の

こ
こ

天皇の御心のやさしさ︑その高き徳を欽仰する心でもある

とり貫之が女の歌才の賞美であるの承ならず︑同時に村上

や﹃十訓抄﹄にも収められた説話であるが︑このことはひ

て天地雲壌のひらきがある︑といってよい︒

とである︒さきの紅梅を求めた村上天皇とは︑その心に於

いとアトの仕返しがおそろしい︒泥棒に追い銭とはこのこ

し︑珍味をととのえて饗応しなければならない︒こうしな

びとのこの苦難を憂えて後奈良天皇は親しく般若心経を書

く窮迫した︒天文年間は別けてはげしき飢鐘と疾疫で︑国

この足利将軍の季世︑皇室御料は武家に押領されて著し

のである︒武力を誇る武家ならば︑権柄づくででも姿よき
現にこういうことがあった︒足利高氏の執事の高師直︑

梅を奪いとることであろう︒

虎の威を借りる何がしそのままの飽くなき権勢を誇り︑強

れる︑﹁朕︑民の父母として徳覆ふ能はず︑甚だ自ら痛む﹂

と︒世が世なれば救伽の米薬を施すことができるであろう︑

写され︑ひたすら災厄の終煽を祈られた︒その奥書に申さ

式微のそのときに当っては︑筒るべきはただ神仏の冥助の

欲を逼しくし︑事もあろうに塩冶判官高貞の妻女に懸想し︑

し︑どうしても扉かい妻女には討手をかける︒竹田出雲の

兼好法師に恋文を代筆させるのであるが︑遂に高貞を訣殺
﹃仮名手本忠臣蔵﹄の大序︑鶴が岡の段は︑こうした高師

承︒それだけに今日この奥書を拝して吾人の胸は痛むので

るというそうした世相をよそに︑義政は東山に花の御所を

東京の東郊も荒川から江戸川までの間は一面の水びたしと

栗橋の堤防の欠壊である︒濁流は関東の平野一円に溢れ︑

ここに思い合わされるのは︑昭和二十二年の利根川中流︑

ある︒

直の厚顔さを写し出して遺憾がない︒

足利八代将軍義政の世は︑寛正元年よりうちつ堂く飢謹

営承︑猿楽に興じ酒宴に明け暮れする︒ときの後花園天皇

れた︒占領下の当時である︒早急に救伽の手をさし伸べた

なった︒天皇は災害地をポートで巡視して擢災民を励まさ

と疾疫の椙職で︑都だけでも日に五百人︑七百人と死亡す

きびしくこれをたしなめられ︑御製の漢詩を賜わったこと

もとの内帯を窮民に頒つということが許されない︒もどか

くとも︑占領政策は皇室経費にきびしい措置を加え︑御手

は︑むかしの国定教科書にもあって︑人のよく知るところ︑

この義政は東山の庭園を造るために︑諸方に人を派して銘

かけるということだけしかできない︒このときの陛下の御

しい天皇の御気もちは︑擢災地を訪ねて励ましのお言葉を

ないど

樹銘木を次灸と取り寄せた︒といえば体裁はよいが︑実は
奪いとるのである︒代価代償を以てつぐなうということは

胸中を拝察して国たゑは︑はからずも戦国の皇室式微の時

さらに思いもよらぬ︒南都奈良の神社であれ寺院であれ︑

次灸と被害を蒙る︒うけとりに来た者には社寺では酒を供
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代の︑後奈良天皇の般若心経奥書の御心を思ったのである︒

濁流の中を天皇旗を掲げてゆっくりと進むボート︑ポー
トの上で御手を振る天皇︑このポートを迎え擢災民は︑水
ついた家の屋根に辛くも立ちあがりながら︑ある者は避難
できた堤防の高承から︑歓呼して天皇を迎え︑天皇のお励
ましの言葉に一様に大声で︑頑張ります︑挫けませんと答
えるのであった︒君民合応の姿である︒心なき占領軍当局
の随行将校や外国のプレスマンたちも︑ひとしく眼を見は
り心うたれて︑ここにわが国がらの︑言葉にはならぬ深さ
と美わしさを︑思いしらされたのであった︒
︵本会会員・国阜院大学教授︶

古代からの大いなる継承

の注目の的になった︒

ら継承されてきた昭和天皇のご存在唾天皇の崩御で世界

﹁不思議な国日本﹂の奇跡もここにある︒

昭和天皇のご生涯は昭和の不況から戦争︑破産して世界

の富裕国までになった日本を見届けられたのである︒人間

としての生涯からも立派なものであるが︑見落とされるの

は祭祁される天皇を忘れてはならない︒天皇のお言葉に

﹁種子が残りさえすれば﹂ということを敗戦のときに言わ

の中に永遠なものを常に見ていられる︒神々と対話をされ

れているが﹁種子﹂こそ古代からの継承で︑生まれ死ぬ世

ているから奇跡が起こるのである︒こういうと︑神がかり

のように思われるが︑そうではないのである︒神を自然と

置き換えれば解かると思う︒

教育は無力だったのか

昭和天皇のご容体の急変は昨年九月十九日深夜に起きた︒

以後百十一日間︑輸血と点滴だけで凄絶な闘病生活をされ

が絶えなかった︒しかも︑若い人たちが多いのである︒三

入江孝一郎
昭和天皇の即位に始まり︑その崩御で幕を閉じた昭和史

た︒国民はご病気平愈を祈願するため皇居前に記帳の参列
はまさに激動の時代であった︒昭和初期の不況から出発し

よる天皇反対の教育をされた年齢である︒

受けたことのない人たちである︒そればかりか︑日教組に

ている︒この人たちは学校で︑戦前のように天皇の教育を

十代︑四十代の夫婦も多く︑子どもを連れてお見舞いにき

て︑戦争と平和︑焦土と復興︑経済成長︑石油ショック︑

高度技術革新︑経済大国へ発展した日本は世界史上でも例
のない波乱と犠牲と激変のドラマであった︒神話の時代か
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昭和二十年八月十五日︑このような日本が来ると誰が想

まさにこれは奇跡である︒

像したであろうか︒しかし︑これを奇跡と感じ︑ミラクル

もしも教育の効果があるならば︑皇居前には六十歳以上
の老人ばかりになるはずなのに実際はその反対である︒戦

けいるであろうか︒これは日本が経済大国になった証拠だ

とし︑聖なるものに感動を覚えることができる者がどれだ

後教育を嘆いていた人も多かったが︑嘆くのはむしろ日教
組の先生方ではなかろうか︒昭和天皇の前には如何に知識
教育が無力なものであるかを知らされた︒それは日教組だ

たばかりか昭和天皇が日本の未来の行く道を黙示されたの

と説明する人が多いが︑これは御遺徳であり︑奇跡が起き

である︒日本国民は︑昭和天皇のご冥福を祈りに︑地球の

けではなく人の教育︑まして純真な子どもの教育というも

すべての国灸から来て頂いたことに感謝するとともに︑す

のを真剣に考えなくてはいけないことを教えている︒ゥソ
はいけない︑という教育の基本を教師が実践しないことに

チュク国王が弔問に承えた︒九州よりやや大きい国土に百

ヒマラヤの麓にある小王国ブータンから三十二歳のワイ

くことを御示しになったといえる︒

とを尊重して昭和天皇のような無垢・無私の心で接してい

いう名の植物はない﹂と言われたように︑相手の国や人び

からずも地球の国々との糸が繋がったのである︒﹁雑草と

言葉だけではなんにもならないが︑昭和天皇の大喪で︑は

れも文字や言葉で綴られているだけのものが多い︒文字や

今︑国際化とか国際教育の時代だと言われているが︑そ

奇跡としかいいようがない︒

ばれたことである︒どんな名外交官でもできないことで︑

それを昭和天皇は︑世界百六十四カ国の代表を新天皇へ結

べての国を尊敬し︑平和と繁栄を願わなければならない︒

ある︒無私でなくてはならない︑ということを示された昭
和天皇がご病気になったとき国民は心配したのである︒

日本人の中に流れる血は︑戦後教育の影響を受けつけな
かった︒それは昭和天皇のお言葉にある﹁種子﹂の継承に
ほかならない︒

奇跡が起こった

冷雨の中を︑昭和天皇の﹁大喪﹂は皇居︑新宿御苑︑武
蔵御陵墓地へと会場を移しながら十三時間余にわたり厳粛
に営まれた︒葬列が通る沿道では約七十五万人がお見送り
をしてお別れをした︒葬場殿の儀につづく大喪の礼には︑

百六十三カ国︑あとから国交のない南アを発表して百六十

二十万の山の民が住んでいる︒国民の約八割がラマ教と呼

四カ国︑二十八国際機関の弔問使節が参列した︒あとは国
昭和天皇の葬儀に参列したことである︒

交のない北朝鮮などを除くところの地球の国灸の代表が︑
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の保持を大切にし︑これを国の儀式となるべく国民の合意

伝統儀式の間に国の行事を入れるのではなく︑伝統儀式

は怠慢といえよう︒

世界百六十四カ国︑そのうち五十五カ国の元首︑国王が

をえる努力を今までしなかったのか︒面倒なことを政治は

式というものをもっと確りと位置づけておかなかったこと

来日したのであるから弔問外交が行われるのは当然である

さけて通っていたからであろう︒地球のほとんどの国から

として王宮に祭壇を設けて特別法要にあたった︒

し︑その場と機会をおつくりになったことになる︒その遺

ばれる密教の国である︒昭和天皇の崩御には国王自ら喪主

徳には頭が下がる︒これは日本国民は本当に感じなければ

弔問に来たときに宗教と儀式の区別が出来ない無知をしめ

と︑古式を保持する事に不思議な思いをいだき︑天皇と日

る儀式に見入っていたという︒近代技術の先端を行く日本

弔問使節の方灸は︑日本的な平安時代からの古式を伝え

したものである︒

ならない︒

ブータン国王は︑﹁盛大な大喪を通じて︑亡き天皇の偉

たい﹂と語られている︒聖なるヒマラヤの峯に住んでいる

本に学ぶ点が多く︑ブータンの資源調査などで協力を求め

それぞれの宗教や無宗教の国もあるけれども相手を尊重す

本人の関係を直接に感じたようである︒弔問使節の国左は

大さに敬服した︒武力によらず今日の経済発展をとげた日

る日本人には︑それが忘れてしまい︑逆に物や金へ直感が

と︑聖なるものへの直感がはたらく︑経済成長に浸ってい

象徴たる天皇家の儀式にしたがって︑これを国の行事で行

日本国の象徴と憲法に定められている昭和天皇の大喪は︑

る︒

れば︑それを問うところではないのが礼儀というものであ

力の座にいる人はなおさらである︒

鋭くなっていることを反省しなければならない︒ことに権

宗教と儀式

であろう︒何処の国においても︑元首の葬儀は故人の信仰

うことは憲法違反ではなく︑むしろ人間の礼儀というもの

やその家の習慣に基づいて実施されている︒宗教活動と宗

昭和天皇の大喪は︑憲法にある政教分離について考えさ

儀式︑葬場の儀は皇室行事︑大喪中の礼は国の儀式︑武蔵

これを明確にしないままに︑違憲の疑いがあるのであろう

教儀式の区別を明確に認識すべきときにきている︒与党も

せられるものがある︒皇居から新宿御苑までの葬列は国の

にして繰り広げられた︒政教分離の憲法にしたがった︑と

ぐらいしか認識していなかったことが問題である︒

陵墓地での陵所の儀式は皇室行事と分離しながら一本の線
いうが︑あまりにも弁解がましい︒こうなる前に宗教と儀
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会議員が出てくるという恥ずかしいことが起きたのである︒

地球のほとんどの国々から弔問使節が参列しているのに︑

しい東洋やヨーロッにはないことで︑奇跡の存在としか写

自身が天皇になろうとしなかった︒これは王朝の交替の激

る実力者があらわれたが︑それらは︑身代わりを立てても

した﹃日本書紀﹄初の神武天皇から数えると今年は二千六

確立は七世紀初頭ともいわれているが︑八世紀初頭に成立

日本は上代にこれをうつしとって継承してきた︒天皇家の

帥権は名目的なものとして横取りされ︑昭和の悲劇の時代

不興をかい田中首相は総辞職をした︒軍閥により天皇の統

任者の河本大佐の厳罰処分の上奏と違うので︑若き天皇の

る︒天皇に即位され間もなく張作震爆破事件が起きた︒責

昭和天皇は︑生まれながらこれを継承されてきたのであ

皇になろうとしなかったのである︒

あることを忘れてはならない︒だから︑実力者が出ても天

神を畏敬し祁る古代の祭祁を継承してきたのが︑天皇で

らない︒

大喪の皇室行事は欠席し︑国の儀式には出席するという国
今後速やかに明確にすることが望まれる︒

万世一系の継承
昭和天皇は昭和三年十一月十日︑京都御所で即位式をさ

百四十九になる︒以来︑一系で継承されている︒万世一系

った︒昭和天皇の重臣はほとんどいなかったので︑軍閥の

に入った︒明治以後︑天皇親政の憲法による立憲君主とな

れた︒践昨といい︑即位は中国古代王朝の儀式であるが︑

の永続性について納得できる学説は出ていないが︑代を天

をおくられたことと思われる︒閣議で決定したことしかご

暴走を抑止することができず︑昭和史を見ても辛酸の日食

皇は継承され新天皇の平成天皇は百二十五代になる︒千数
のようなことが存在することは世界の国灸から承れば不思

百年の系統の重承が天皇の神格を備えてきたのであり︑こ

本の勢力が強まり︑やがて古代国家が形成されたのである︒

た︒そして︑二・二六事件︑終戦を決定する決断をされた

における日本の方向をご心配になるとともに神に祈願され

が言われている︒昭和の風雪の時代に︑耐えに耐えて世界

裁可されない立場であった︒ご裁可ということで戦争責任

国灸が集まった合衆国にも等しいともいえる︒アメリカ合

を仰いだのだった︒戦時中︑神風が吹くといわれてきたが︑

ｅである︒この時ばかりは︑閣議の決定がなされず御裁可

日本国は古代に国左がつくられ︑その国灸に対し西南日

議であり︑貴重なことである︒

天皇による祭政一致が行われ︑天皇が祭祁をしてきた︒権

こういうかたちの神風があったのである︒その時の天皇の

衆国と違うのは神話からはじまり︑神を祁る日嗣の御子の
力者と本質的に違うのである︒いつの時代にも天皇を超え
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お言葉は︑無垢無私から発せられたものである︒

﹁国体問題についてはいろいろ疑義があるところである

ので涙をのんで国民の種をのこすべくつとめたのであ

器を守ることも出来ず国民をも殺さねばならなくなった

が感じられて有難いお言葉である︒三種神器は古代の継承

古代から継承されてきたのを次代に継承することの重承

る﹂

っているものと解釈する︒先方の態度に一抹の不安がある

の証である︒

が︑私はこの回答文の文意を通じて︑先方は相当好意を持
というのも一応はもっともだがへ私はそう疑いたくない︒

と言われ︑なお︑国民に呼びかけることがよければマイク

そして自分はいかになろうとも︑万民の生命を助けたい

使館に訪問され︑第一回の会見が行われた︒伝えられると

の九月二十七日︑昭和天皇は︑マッカー元帥をアメリカ大

いるが︑昭和天皇がすでに明言されているのである︒敗戦

昭和天皇が崩御されてから天皇の戦争責任が論議されて

戦争責任

要は︑我が国民全体の信念と覚悟の問題であると思うから︑

この際先方の申入れを受諾してよろしいと考える︒どうか

の前に立つとまでいわれて終戦の詔勅をラジオを通じての

皆もそう考えて貫いたい︒﹂

玉音放送が実現したのである︒これに対しての妨害する軍

ころによると︑天皇は︑

﹁自分は今度の戦争に関して重大なる責任を感じている︒

部の動きがあった︒

よいから︑どうか日本国民をこの上苦しめないでもらいた

従って絞首刑も覚悟している︒自分の一身はどうなっても

古代天皇を継承されてきた御神格は︑昭和の軍閥には通
じなかったが︑国民や兵士は直接天皇の玉音放送を聞いて

い﹂

号泣した︒中国大陸をはじめ占領地より数百万の日本兵士

と言われ︑食糧不足の時代に﹁国民を食べさせてやってく

が無条件に武装解除に応じて日本本土へ引き揚げたのであ
る︒これが︑総理大臣や陸海軍大臣の名では混乱が起きた

ださい﹂と願われたのである︒

略︶このような間柄にもかかわらず︑今世紀の一時期にお

﹁我が国は貴国との交流によって多くを学びました︒︵中

餐会でも︑

昭和五十九年九月六日︑韓国の全斗換大統領夫妻との晩

ことは間違いない︒

昭和天皇のお心は︑昭和二十年九月九月︑日光に学童疎
開中の皇太子にあてた手紙に温もりと真実が伝わっている︒

﹁軍人がバッコして大局を考えず進むを知って退く
ことを知らなかったからです︒戦争をつづければ三種神
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いて︑両国の間に不幸な過去が存したことは誠に遺憾であ

がなされたことは軍隊経験者は知るところである︒戦争で

軍隊も兵士に対して︑天皇の名で︑訓練と称して殴る蹴る

昭和二十一年一月一日の年頭の詔書は﹁人間宣言﹂とし

室一句０

欲す﹂昭和天皇の終戦の詔勅の言葉を噛承しめることであ

てはならない︒未来に向かい﹁万世の為に太平を開かむと

像できる︒過去のことの過ちは素直に認める気持ちがなく

他国に侵入すれば︑この悲しむべき行為があったことは想

り︑再び繰り返されてはならないと思います﹂

また︑昭和六十一年十一月十日のアキノ・フィリピン大
統領との会見の席で︑

﹁第二次大戦中に︑日本人がフィリピンにかけた迷惑に
ついてお詫びを言い続けた﹂とフィリピン側から報道され
た︒宮内庁は︑会見内容は非公開が慣例として真偽につい

て知られている︒その初めに明治天皇の国是としての五箇

人間官一言

て国体の精華を発揚し︑世界の進運に後れざらむことを期

終戦の詔勅にも﹁道義を篤くし︑志操をかたくし︑誓っ

ての言及を避けている︒

すべし﹂と述べていられる天皇のお心を察しると︑無垢︑

﹁且つ徹頭徹尾文明を平和に求めるの決意固く︑克くそ

条の御誓文を掲げられている︒そして︑

ろ︑補佐すべき権力を握っていた者の責任回避が真実を不

の結束を全うせば︑独り我が国の承ならず︑全人類の為に

無私なる天皇は戦争の責任を一貫して通されている︒むし

輝かしい前途の展開せらるることを疑わず︒

夫れ家を愛する心と国を愛する心とは︑我が国に於いて︑

明にしているのではないだろうかと思われる︒素直に昭和

特に熱烈なるを見る︒今や実に︑この心を拡充し︑人類愛

天皇のお言葉をとりたくない取り巻き連中が︑かつての軍
閥であり︑今も天皇の清さを前面に出して自分たちの汚れ
い︒

を隠そうとしている人たちの天皇利用以外の何ものでもな

﹁単なる神話と伝説とに依りて生ぜるものに非ず︒天皇

の完成に向かい献身的努力をいたすべきときなり︒﹂

る民族にして︑ひいて世界を支配すべき運命を有すとの架

を以て現御神とし︑且つ日本国民を以て他の民族に優越せ

戦争は侵略が伴うものである︒他国に進出するのである
から︑どんなに大義名分をかかげても︑その地の人々に迷

そして︑この年の春から神奈川県下への地方巡幸が始ま

空なる観念に基づくものに非ず︒﹂

惑をかけることは当然である︒天皇の統帥権をも名目的な
ものにした軍は︑虚偽の報告をして天皇を欺き︑国民をだ
ましたことが︑天皇の崩御とともに明らかになってきた︒
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﹁さきの大戦において︑戦陣に散り︑戦禍にたおれた数

ある︒

を回られた︒戦災の傷跡が残り治安も悪い状態で警護も不

多くの人々やその遺族を思い︑今なお︑胸がいたみます︒﹂

った︒以後︑昭和二十九年八月まで︑沖縄を除く全都府県
十分な時代に直接国民の前に出られたのである︒その裏に

このお言葉は︑全国戦没者追悼式で言われたが︑これは︑

﹃弘道﹄三︑四月号を︑昭和天皇崩御特別号とすること

四度賜謁の栄に浴す

います﹂と沖縄訪問を望まれ︑十月二十三日から沖縄訪問

について︑原稿を送るよう通知を受けたが︑草深い田舎の

菅谷敏夫

︵本会会員・細日本移動教室協会理事長︶

神去りましたのである︒

お示しになっている︒古代を継承され︑次代に継続されて

の平和のために尽くさなければならない︒その道をすでに

国になった日本は︑昭和天皇のお気持ちを噛承しめて世界

すべての国の人々へのお気持ちをあらわしている︒経済大

国民に詫びたいというお気持ちが非常ににじゑ出ておられ
たのであろう︒

﹁戦争中はご苦労であった﹂

﹁あつそう﹂と天皇の口癖が出て国民に気軽に話かけら
れたのである︒大喪の厳戒なる警備とくらべると当時の巡
幸の警備は問題にならない︒他を思いやる昭和天皇の無垢︑
無私が地方巡幸を成功させたのである︒

天皇の熱烈歓迎を危倶したＧＨＱは︑昭和二十三年だけ
中止させた︒沖純へ行かれなかったお気持ちは最後まで残
る︒昭和六十二年の天皇誕生日の前に︑

﹁実現することになりましたらば︑戦没者の霊を慰め︑
長年県民が味わった苦労をねぎらいたいと思っています︒

これからも県民が力を合わせ︑困難を乗り越えて︑県の発

を予定されていたが︑手術のため中止になった︒なお︑闘

老夫︑身分を弁えぬ誹りを免れないと思い︑篇曙していた︑

展と県民の幸福のために努めてくれるよう励ましたいと思

病生活をされているとき︑三笠宮殿下に台風二十四号につ

是非にというので私なりに筆を執ることにした︒

﹁皇室を敬愛すること︑国法を守ること﹂

日本弘道会綱領甲号の初めに︑

いて︑﹁沖縄はどうか﹂とお尋ねになる︒

﹁思わざる病となりぬ沖縄をたづねて申さむつとめあり
しを﹂昭和天皇八十七歳の新年にあたり発表されたお歌で
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という箇条が掲げられてある︑日本国民たる者は誰でも心

私は明治の末に生を享け︑大正時代に生長し︑昭和の初

か︑呆れて物が云えなかった︒この人達は口を開けば︑福

の戦争責任を云々した︒その非常識というか︑非情という

御病状が重大段階になられた時︑某政党の党首が︑陛下

たい︒

めに成人に達したもので︑人生の大部分は昭和と共に生き

恕︵おもいやり︶の心を持たなくては達成できるものではな

祉︑福祉というが︑真の福祉社会は︑人々が皆側隠の情︑

の中に︑何物にも優先してこの気持を持つべきであろう︒

て来た︒従って︑六十二年に及ぶ昭和史は︑この目で具さ

棺を蓋︵おおう︶て事定る︑と云うが︑来る二十四日の大

い︒

喪の礼には︑世界百六十ヵ国以上から弔問使節が来朝する

ス︺Ｏ

に見て来た︒その結果︑綱領の精神は更に強まったのであ
昭和天皇の御治世は満六十二年になる︒大正天皇が御病

上︑王族︑副大統領︑首相級四十ヵ国以上とのことで︑曾

身の為︑満二十歳になると︑摂政となられ︑父陛下の政務

ての交戦国︑体制の異なる国からも勿論来るので︑世界中

という通知が来ているそうだ︒その内︑元首が五十ヵ国以

摂政時代に関東大震災に遇はれ︑即位の後は︑深刻な経

過去に例の無い程の大喪になると云う︒

を代行せられた︒この年数を合せると︑六十七年になる︒

那事変︑遂に太平洋戦争に突入︑原爆の惨禍を被り︑刀折

十一月に行われ︑それに関連した行事の一つで︑第一師団

第一回は昭和三年十二月十五日である︒御即位の大礼が

謁の栄に浴した︒

私は︑草深い田舎に住承ながら︑公式の場に於て四度賜

している者があるようだが︑恥かしくはないのだろうか︒

では︑国会議員の中にも参列するとか︑しないとか論議を

以て昭和天皇の偉大さがわかるというものである︒我国

済不況︑相次ぐ重臣の暗殺︑満洲事変︑二・二六事件︑支
れ矢尽きて尚本土決戦︑焦土決戦を呼号する軍部を抑さえ︑
ポツダム宣言受諾の聖断を下された︒

このことが今日我国の存在する所以である︒又︑戦後ア
ついては私が負う︑如何なる処罰をされても差支ないが︑

メリカ大使館にマッカーサー元帥を訪問︑﹁戦争の責任に

って最初の占領政策が大きく変更された︒

国民を飢餓から救って欲しい﹂と申入れた︒このことによ

二重橋前広場に於て︑御親閲が行われたのである︒私は青

管下の在郷軍人・青年団・青年訓練所生徒の何れも代表を︑

年訓練所生徒代表に選ばれ︑旗手として参加︑陛下の御前

又全国を廻り国民を励す等︑一点私心のない明鏡の如き
牢上げるのは畏れ多いことながら︑不世出の大帝と申上げ

御心境の陛下は︑このことだけを以てしても︑田夫野人が
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を分列式の中に在って賜謁の栄に浴した︒この日は︑朝か

凧用勲章謁至尊︒

ら氷雨の降る寒い日であったが︑この間一時間と五分︑陛

野翁何んの幸ぞ再び参内し・勲章を侃用して至尊に謁

読曾て新棄を奉して帝閤に上る︒農人の栄審殊恩を感す︒

以上のような次第で畏れ多いことながら︑皇恩を身近に

すとは︒

下は雨具も用いず︑部隊の敬礼に一々答礼されていた︒青
年天皇の堀爽とした御姿に︑感激したのである︒

第二回は献穀田奉仕である︒戦後米の事情が悪く︑宮中

感ずるようになった︒

昨年九月御不例発表の直後︑坂下門にて︑御見舞の記帳

のお祭りに用いる米も思うにまかせない時があった︒宮内
庁長官から︑香取神宮宮司に対し︑神餓用の新米の心配を

をして︑御平癒の一日も早からんことを祈って来た︒その
時の詩に

して欲しいという要請があった︒神宮では氏子総代︑崇敬
三名位を指名して献穀田を奉仕させて献

至尊玉体病魔侵︒憂催不禁臣子心︒敢以衰朗候宮顕︒

会総代︑年に二

納した︒私が指名されたのは昭和三十一年で︑十月十四日

崩祈平癒表微枕︒

︵本会会員・千葉県干潟町支会長︶

しい哉闘病百余日︒聖上登遥す吹上の宮︒

読国手精を傾けて匪朗を致す︒寓民祈願葵衷を表す︒哀

聖上登遥吹上宮︒

国手傾精致匪期︒寓民祈願表葵衷︒哀哉闘病百除日︒

奉悼天皇崩御

ばされた︒この上は只御冥福を祈るばかりである︒

侍医団の献身的奉仕も国民の願いも空しく遂に︑崩御遊

朗を以て宮闘に候し︒平癒を崩祈して微枕を表す︒

読至尊の玉体病魔侵す︒憂催禁じえず臣子の心︒敢て衰

参内︑賢所参集所にて献納を済し︑宮内庁裏庭にて拝謁し
た︒この日は数県より献穀者があり︑二十名位は居た︒陛
下から稲の作況について︑御下問があり︑香取神宮額賀宮
司が奉答申上げ︑次いで宮中三殿を参拝して退出した︒

第三回は昭和四十八年十月十六日︑天皇皇后両陛下︑本
県に於て行われた若潮国体へ御臨幸の際︑香取神宮に御参
拝になられた︒この日特別奉迎者として︑境内に於て奉迎
送申上げた︒

第四回は昭和五十八年十一月三日︑私の叙勲にて勲六等
に叙し単光旭日章を授与され︑同十六日皇居に参内︑新宮
殿︵長和殿︶春秋の間に於
於て天皇陛下に拝謁︑優渥なる御
曾奉新棄上帝闇︒農
農人
人栄署感殊恩︒野翁何幸再参内︒

言葉を賜った︒感激詩あり
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陛下への思い出

長谷川治一

センターでお迎えいたしました︒

定刻お着きになると︑お車の前へ進象﹁ご先導申し上げ

でご小憩の後︑鴨川市の現状と施設の概況について︑言上

ます﹂と申し上げ︑ご案内いたしました︒場内のご休憩所

の皆さんの幸せのため努力してください﹂という意味のお

そして︑﹁このたびはお世話になります︒その気持で市民

きましたことは︑筆舌に尽くし得ない感激でありました︒

申し上げました︒温顔慈父のような面立ちでご聴取いただ
昭和五十九年二月二十二日︑昭和天皇・皇太后両陛下に

続いて︑場内をご案内申し上げました︒まず︑展示室の

言葉をいただきました︒

は︑南房総をご旅行の際︑鴨川市の太海フラワーセンター
と鴨川シーワールードでお楽し承になられました︒昭和二

っているのか﹂とのご下問がありました︒﹁年間三十万人

入口では﹁この施設はどのくらいの利用があるのか︑役立

十八年のご旅行から三回目︑前回よりは十一年ぶりのご旅
行でありますので︑鴨川市民一同︑指折り数えてのお迎え

問をいただきました︒﹁実はなりますが︑甘くありません﹂

立ち止まられ︑﹁実がなるのか︑実は甘くないか﹂とご質

次いで︑熱帯果樹の温室では︑マンゴーの木のふもとに

答えいたしました︒

ぐらいの利用で︑地域の観光拠点となっております﹂とお

でありました︒

このたびのお成りは︑私的なご旅行であられましたので︑

両陛下のお出ましについて市長としては︑ご先導申し上

りましたので︑気軽な気持でお迎常することができました︒

とお答えいたしました︒すかさず﹁日照時間が不足するか

特別な準備などは必要なく︑平常のままでということであ

げること︑市政の状況報告︑そして︑施設の説明を申し上

いかと拝察いたしました︒陛下のご質問の奥の深さには︑

糖度がでないであろう︑というご推論からのご質問ではな

ので高くできるが︑日照時間は人工では加えられないため

で︑これを温室で栽培しております︒温度は暖房している

らか﹂とのご質問でありました︒マンゴーは︑南方の植物

げることでありました︒
﹁マンゴーの実は甘くないか﹂

Ｉ植物学者の天皇Ｉ
二十二日午前︑原宿駅から特別列車でご出発︑安房鴨川
駅へは午後一時ごろお着きになり︑私は市営太海フラワー
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お方であると拝察いたしました︒

殖させます﹂とお答えいたしました︒実に探究心のお深い

温室を次々と見てお回りながら︑絶えず皇后様のお足を

驚き入った次第でありました︒私ども施設側の随行には︑

を見合せ︑結論として﹁わかりません﹂とお答え申し上げ

千葉県暖地園芸試験場長︵農学博士︶もおりましたが︑顔
ました︒多分想像では南の国と異って︑日照が弱いので糖

しかけられ︑いろいろとお話しされ︑仲睦まじくご観賞さ

気づかわれ︑お待ちになりながら﹁きれいですね﹂とお話

比較資料もありませんので︑﹁わかりません﹂とお答えす

分の形成が少ないと考えられますが︑実際の試験データや

っては葉の裏をご覧になられる場面もおありになり︑植物

れました︒場所によってはていねいに観察され︑植物によ

ｌ平和主義者の天皇Ｉ

﹁弱肉強食の心配はないか﹂

激いたしたところであります︒

学者としての陛下のご一面を拝することができまして︑感

るほかなく︑恐れ入った次第でありました︒

次のカーネーション栽培温室では︑暖地園芸試験場長が
栽植してあるカーネーションの品種の説明をされました︒
〃エンゼル〃という比較的小輪の︑湿気に強い︑水田裏作

に適する実用種の説明です︒﹁この品種は在来のカーネー
ションにツクバナデシコという野草を交配させて︑丈夫で

統は出ているか﹂とご下問されました︒さすがの農業試験

陛下はすかさず﹁ツクバナデシコは欠刻が多いが︑その系

けて︑第二十三次南極地域観測隊が︑南極で採取した﹁シ

示しになられましたのは︑昭和五十六年から五十七年にか

水族館をご視察されました︒特にここで︑陛下が興味をお

太海フラワーセンターに引き続いて︑鴨川シーワールド

場長も︑ツクバナデシコの薯︵がく︶のきざ承が欠けてい

一種﹂﹁ヒモムシ﹂の五種が︑東京国立極地研究所の委託

ョーッギス﹂﹁ポーズハゲギス﹂﹁ウニの一種﹂﹁ヒトデの

湿気に強い品種を育成しました﹂とご説明申し上げました︒

ることは頭になかったと見えまして︑一瞬とまどわれまし

ここでの飼育の説明を受けられた陛下は︑展示してある

を受けて︑飼育観察されているものでありました︒

たが﹁その系統はどこにも見られません﹂とお答えいたし
ました︒私などは︑どれがツクバナデシコであるかわから
ないぐらいであります︒陛下のご造詣の深さには続いて恐

というご質問でありました︒﹁水温がマイナスニ度の特別

ありましょうか︑﹁南極の魚類を常温で飼育して大丈夫か﹂

水槽が︑日本の魚類と同様のものと見受けられてのことで

また︑﹁この花が咲いて︑次にはまた同じ花が咲くのか﹂

れ入った次第であります︒

というご質問もありました︒﹁これは株分けや挿し芽で繁
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水槽で飼育しておりますので︾大丈夫です﹂と鳥羽山館長

．緒に飼育しても︑餌さえ十分与えれば︑かえって大き

と二回おっしゃられ︑安心したようなお姿でご乗車なされ

せん﹂とお答えいたしました︒陛下は︑﹁そうか︑そうか﹂

ました︒動物の世界にも平和をお考えなされ︑平和を愛さ

な魚が小さな魚をかばうような一面が見られ︑心配ありま

また︑﹁南極の貝類は軟かく︑軟体のようにぐにゃぐに

れる人間天皇のお姿を間近に拝見いたし︑深く感銘いたし

されたようなご様子でした︒

ゃしております︒これを日本に持ち帰り飼育すると硬くな

がお答えいたしました︒﹁そうか﹂とおっしゃられ︑安心

ります﹂とご説明申し上げましたら﹁南極の海の餌︵えさ︶

たところであります︒

だきました︒﹁このたびは大変お世話になりました︒元気

ました︒両陛下もお立ちになり︑親しくお声をおかけいた

あくる日︑お立ちになられるとぎ︑再び拝謁をいただき

はカルシウムが少ないからか﹂とご質問されました︒これ
も餌の実験をしたわけではありませんでしたので﹁多分さ
生物学にご造詣の深い陛下であられますので︑館内を親

ようでありましょう﹂とお答えいたしました︒

想えば︑昭和十六年︑皇居前広場で青少年学徒に賜りた

賜りました︒

る勅語奉体のご親閲を受けました白馬の大元帥陛下の御前

で市民の幸せのためがんばるように﹂このようなお言葉を

され︑お車のドアをあけ︑足をかけられようとされたとき︑

を分列行進したあのときの感激︒そして昭和二十八年︑戦

しく予定以上の時間をかけられてご視察なされました︒

急に振りかえられ︑二︑三歩あと一戻りをされました︒何事

後復興のご激励をされてのご巡幸︑このときは︑高齢者を

特に印象に残りましたのは︑鴨川シーワールドをご視察な

ッといたしましたが︑﹁水槽に大きな魚と小さな魚を一緒

のご巡幸を教育長としてご奉迎︒そして︑このたびのお出

ご案内してご奉迎︒さらに昭和四十八年︑若潮国体ご臨席

が起こったのだろうと一瞬︑同館に居合せた者たちはドキ
に飼って︑弱肉強食にならないか﹂というご質問をなされ

び︑平和で豊かな地域づくりに励ゑたいと思います︒

まし︒慈父のような昭和天皇今は亡し︑心からご高徳を偲

ました︒鴨川シーワールド水族館は︑なるべく海の中の自
と小さな魚が同居の状態であり︑大きな魚が小さな魚を食

︵本会会員・千葉県鴨川市長︶

然の姿を再現するようにして飼育しているので︑大きな魚
べてしまうのではないか︑という現象を想像されたのでご
りやしまいか︑とご心配されたと思います︒鳥羽山館長は︑

ざいましょう︒いわゆる弱肉強食の世界が︑水槽の中であ
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教育は国のもとい

日千葉県御巡幸

山岡俊明

の兆を見せるようになりました︒

天皇皇后両陛下御製集﹃あけぼの集﹄を拝調いたします

と︑千葉県巡幸の年の十月二十二日︑四国四県の国体開会

四国復興

式にご出席されたときの御歌として

いぐ︑式一

なほりたり

戦のあとしるく見えしを今来ればいとををしくもたち

が拝講され︑復興をおよろこびになられた陛下の御心が伝

昭和天皇が戦災復興状況などのご視察のため︑千葉県巡
幸のありました二十一年六月六日は︑まだ終戦直後の混乱

視察になりました︒その折︑この地は﹃古語拾遺﹄の﹁房

和天皇は︑館山市内にあります県立安房水産高等学校をご

二十八年五月六日︑千葉県下の安房地方に巡幸された昭

ロ教育は国のもとい

わってまいります︒

き

が続いていたときで︑銚子で列車にご一泊されるなどのご
苦労がありました︒

この年十月三十一日の新聞紙上に発表された御製
災害地を視察した折に

戦のわざはひうけし国民をおもふ心にいでたちて来ぬ

総開拓神話﹂に記録される官幣大社安房神社が鎮坐し︑さ
を拝諦いたしますと︑どんなにか国民のために御心を砕い

で︑水産関係の標本類のほかに歴史資料を天覧賜わること

らに﹃高橋氏氏文集﹄に景行天皇巡幸のことも承えますの

た︒

て居られたか︑ひしひしと迫ってくるのを覚えたものでし

古資料をご説明申し上げるために︑竜顔を腿尺に拝するの

行幸の佳日︑学校の展示室に準備しました約八十点の考

になりました︒

光栄に浴しましたが︑学校長より水産教育の現況を奏上申

その後︑二十八年五月六日︑産業振興並びに教育事情ご
ますと︑全国被災地の復興もすすゑ︑国民生活も漸く安定

視察のため︑千葉県巡幸がありましたが︑このころになり
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し上げましたところ
﹁教育は国の基であるから︑今後とも︑十分な努力を
尽くすように﹂

との︑お言葉があり︑教育に身を奉ず者の喜びと︑その任

務の重大さに思わず襟を正したものでございます︒

白陛下と老翁

千葉県立安房水産高等学校への行幸啓のことは︑その後︑

その中の﹁人間天皇を拝して﹂という一文中に

学校が編集・発行した﹃記念誌﹄に詳録されていますが︑

いよいよ︑お帰りというときに︑真紅なちゃんちゃん

こを着た高齢者が︑お車のドアのところに︑ひょろひ

ょろと︑出掛け︑手を合わせて拝んでいる︒天皇陛下

は︑その姿をお目にとめられ︑にこやかにお笑いにな

って︑ちょっと︑なにかお話をされていたようだ⁝⁝

という記録があります︒この﹃行幸啓記念誌﹄は︑私が責
地方巡幸の御製に

任者として編集したものですが︑暫くあとになりまして︑

わざはひをわすれてわれを出むかふる民の心をうれし

とぞ思ふ︵﹃承やまきりしま﹄︶

ざいます︒

とありますのを拝調し︑大御心の深さに感泣したものでご

この日︑被爆の跡の残る建物の近くで︑手を合わせてお

召車を見送る老翁と︑振り返られつつ手をおふりになられ

る昭和天皇の慈しゑに溢れた眼差しは︑三十有余年を経た
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今日でも鮮明に蘇がえってまいります︒

㈲お別れ

なお国民の幸せをねがわれた昭和天皇は︑六十四年一月七

してから幾多の歳月が流れ︑長く苦しいご闘病のなかで︑

光陰矢の如しとか︑竜顔を腿尺に拝するの光栄に浴しま
昭和天皇は︑黒潮の打ち寄せる一房総の自然を愛され︑海

四陛下と房州

辺にさき乱れる花や︑海沿いのなだらかな丘で草をはむ乳

さがるばかりでした︒

所の前に立った私は︑側側とし込承上げる悲しぷに胸がふ

日本中が悲し承に沈んだこの日︑皇居坂下門の弔問記帳

日︑崩御されました︒

ております︒

牛の群れをご覧になり︑御心をやすませられたとうかがっ
四十八年十月十三日︑安房地方へ行幸のありましたとき

平成元年一月二十四日︑﹁蹟宮一般拝礼﹂に際して︑国

は︑特別天然記念物﹁鯛の浦タイ生息地﹂︵安房郡天津小湊

町︶をご視察になり︑皇后陛下とご一諸に小型の遊覧船に

ました︒夜来の雨に濡れた玉砂利を踏んで二重橋に至り︑

民の一人として︑亡き陛下にお別れするため皇居に参上し

正門・中門を経て︑宮殿東庭に入場しますと︑長和殿﹁春

お乗りになって︑内浦湾の伊貝島・弁天島近くに生息する

秋の間﹂の廊下に掲げられた遺影が拝されます︒両手を合

真鯛の群れを︑皇后陛下に指さされつつ︑にこやかにお話
をされていました︒このとき︑両陛下のおそばでご説明役

陛下の心にし承るような笑顔が思い起され︑惜別の念を禁

わせ︑亡き陛下のご冥福を静かに祈りますと︑在りし日の︑

を務めておりました沼野玄昌組合長は
した﹂

﹁御仲の甚だ睦まじいご夫婦を拝見するような思いで

におこたえになっておられました︒心にし承るような陛下

にして送迎する地元民に手をお振りになりつつ︑にこやか

記帳の列が続きましたが︑今はまた︑亡き陛下とお別れす

秋︑陛下が病の床につかれた後︑ご平癒を願う数百万人の

ますと︑拝礼者の列が途切れることなく続いています︒昨

帰路︑坂下門から内濠通りに至って︑再び皇居を遥拝し

じ得ませんでした︒

の笑顔を拝した人々は︑﹁私達の天皇さま﹂という敬愛の

るための国民の長い列が︑粛公と皇居に向っています︒国

にお優しく︑ねぎらいのお言葉があり︑日の丸の小旗を手

と私に話してくれました︒この折の行幸でも︑ご案内の者

念を抱かずにはいられませんでした︒

民から敬愛された昭和天皇のご聖徳がしのばれ︑深い悲し
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ゑのなかで︑陛下とその転変の時代を思いつつ︑新たな前

絶対の責はかしこし言挙げするさかしら人のはからふべし

ただたま

ひじり

身を捨てていくさとどめたまひしゑこころの忘らるくしや

く

古き葉の落つるすなはち新たなる若芽は萌えていのち栄ゆ

かなし承のひと夜明くれば新しき天つ光は生れいでにけり

平成改元の日

しかりけり

み代とともにありへしわれのひと代とぞ思へぱいょょかな

虚空に承つ大和の国にあれましし聖の君を仰ぐたふとさ

そら

ｈソ

ためしなき大き敗戦にも日の本の国のもとゐは揺がざりけ

つつ

くに民のまこと親にてましませし承心かしこぶぬゑ歌よみ

大御歌よゑつぎゆけぱゑ言葉は直にしたしく魂に触りくる

とかしこゑまつる

すめるきも人にしませぱいかばかり悩承あらせたまひしか

私の心まじへず天皇は虚空のごとくあらせたまひき

すめろぎ

や

︵本会会員・元千葉県立安房博物館長︶

進をお誓い申し上げたのでございます︒

斎藤知正

昭和天皇をしのびまつりて

昭和天皇をしのびまつりて

の﹇月に

手鏡にうつして月をめでたまひし大君をしのびまつる今宵
十三夜の月は年ごとにめぐりくれど帰りきまさぬわが大君

この世のかぎり

あめつちのなりの主にまにはからひのなくてつがるるいの

あ

立憲の君主の分をただ一度の承越えたまひにき和平の御裁

かも

断

ちすがしも

︵本会会員・愛知学院大学教授︶

一切のせめを身に負ひて一筋に民を救はむと出でまし給へ
せめ

り︵昭和二十・九・廿七︶

世の責を越えしゑ位のゆゑにこそ負ひたまひけれ絶対の責
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◎会費領収報告書
︿頚秤剛流斡皿朋鍛叩一

１︑この報告を以って領収書に代えさせてい
ただきます︒

２︑○印は新入会員です︒
３︑お名前の下の数字は会費最終年度です︒
︵・印は平成年度︑無印は昭和年度︶

︹東京都︺

花岡

平賀

藤田

○阿部

西村英二ｏ④
有地一郎︒②

0 0 0 0 ○

○小林雅雄ｏ⑨

佐倉支会︵剛名分︶御
︹神奈川県︺

︹埼玉県︺

室伏武ｏ①高木正一Ｏ①
○池野和己Ｏ④○安部利平Ｏ①
川越支会︵小学校弘校分︶
︹石川県︺

︹静岡県︺

三谷博︒①

田内龍治御大塚洋次郎ｏ①
︹岐阜県︺

○今井和男ｏの○長谷川泰典ｏ①
︹京都府︺

○石井新太郎︒①

︹大阪府︺

辰巳忠一Ｏ①
長谷紀雄Ｏ①
︹宮崎県︺

菊池博慶Ｏ③
︹沖蝿県︺

沖維支会︵別名分︶御
︹インドネシア︺

井上弘毅鋤

◎新入会員芳名︵敬称略︶

平成元年２月ｌ平成元年３月

︵府県名︶︵入会者︶︵紹介者︶

東京阿部光夫渡辺蕪
″中田貴志男〃

″岡田年弘〃

埼玉池野和己尾田幸雄

千葉小林雅雄〃

″安部利平長谷川惣平

岐阜今井和男石原太紀

″長谷川泰典〃
″石井新太郎〃

事務局短信

去る四月七日︵金︶︑千葉県香取郡干潟

町支会の菅谷敏夫会長をはじめ︑会員二十

当日は︑会議室で鈴木勲会長のご挨拶を

五名が本部を訪問されました︒

受けられたあと︑展示室を見学︑玄関前で

宮を参拝してお帰りになりました︒

記念写真を撮影︑終って靖国神社︑明治神
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保坂夏夫燭

三間二郎御
○岡田

年 増 光
弘博美忠夫

関益太郎㈹
青柳直次
高木冨美
可瀬治ｏ①

○中田貴志男︒④

︹千葉県︺

加瀬正治郎ｏ①

宇井藤司燭
宮内整一鋤
木内勝美︒①
高梨武夫○①
池谷秀夫Ｏ①
小倉正高Ｏ③
野田支会︵Ｍ名分︶
平川支会︵如名分︶

御

(
1
)
(
1
)
(
1
)
(
1
)
（
1
）

なく︑常に国民の幸福と世界の平和を

置かれても︑その奔流に流されること

御製こそ︑激動する世情の中に御身を

製百五十首を謹選していただきました︒

られている夜久正雄先生に︑陛下の御

﹃歌人今上天皇﹄の著者として広く知

として︑亜細亜大学名誉教授であり︑

く拝読いたしました︒なお︑特別寄稿

憶いが込められており︑全篇を感銘深

和の時代を過して来られたそれぞれの

する限りない思慕と︑陛下とともに昭

ご追悼文には︑執筆者各位の陛下に対

ご追悼文を中心に構成いたしました︒

・会員の方々三十一氏から寄せられた

長をはじめ︑理事・評議員・特別会員

び奉る﹁特別号﹂といたし︑鈴木勲会

鯵本号を︑今は亡ぎ昭和天皇陛下を偲

いて︑特別のご高配をいただいた宮内

両陛下御三方の御肖像写真の下付につ

鯵口絵の︑昭和天皇陛下︑天皇・皇后

いくことを希ってやゑません︒

御事績とともに後の世に受け継がれて

が︑光り輝く陛下の御聖徳︑余りある

の童報なども収載いたしました︒本号

二月二十四日に行われた﹁大喪の礼﹂

までの御年譜を抄録し︑加えて︑去る

闘病の経過や︑御誕生から崩御に至る

不屈のご気力でご病気に立向われた御

跡を永く記録にとどめておくために︑

鯵また本号には︑偉大なる陛下の御足

し上げます︒

下さった先生に対し︑心から御礼を申

ります︒ご繁忙の中を快よくお引受け

ことができるようご配慮いただいてあ

て﹁御製﹂に接する方にもすぐ親しむ

社会的背景にも触れられており︑初め

語句の解説や訓承方を添え︑各時代の

録を担当いたしました︒︵藤下昌信記︶

事務局長がお聞き役となり︑藤下が記

ました︒当日は︑鈴木勲会長と渡辺薫

お側に仕えたおこ方に語っていただき

された逸話などについて︑直接陛下の

陛下をご追憶して︑陛下のお人柄や隠

彦評議員にお出でいただき︑昭和天皇

木一理事と︑元宮内省総務課長の寛素

鯵去る四月三日︵月︶︑元侍従次長の鈴

めて御礼を申し上げます︒

発本部開発室の関係者各位に対し︑改

作者の穂積和夫氏︑朝日新聞社事業開

の転載について︑ご配意をいただいた

それに﹁大喪の礼﹂葬列図のイラスト

男氏並びにフォトサービス部の皆さん︑

編集後記

希求なされておられた陛下のご心情や

庁総務課の担当官諸氏︑また︑スナッ

鈴木勲
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のものであろうと思惟いたします︒

お人柄を偲びまつることのできる唯一

ただいた共同通信社整理部長の宮島光

プ写真の提供について種々ご便宜をい

﹁お歌﹂百五十首については︑とくに︑

清泉女子大学教授

高橋昌郎著
人物叢書新装版

社会機能の相違の比較を通して︑両国近代化の歩承を

と変容した歴史をえがき︑中日両国儒学の思想内容・

日本人がどのように中国儒学を摂取したか︑その受容

の比較﹂という課題に対して積極的な取組承を示し︑

再生された経緯が語られている︒著者は︑﹁日中儒学

を取上げ︑儒教思想が﹃日本道徳論﹄によって変貌し︑

第５巻であり︑書中第九章第一節で会祖西村茂樹先生

本書は︑﹃東アジアのなかの日本歴史﹄昭巻の中の

定評ある吉川弘文館の伝記シリーズ﹃人物叢書﹄に
取上げられている人々は︑いずれも日本史を飾る歴史
上の人物ばかりである︒今回γ洋学者であり儒学者で︑
現実を重視した思想家として︑会祖西村茂樹先生が加
えられたことは極めて意義深い︒著者は︑﹁西村の道
徳教育運動は︑一般人を対象とした点において︑現在︑
とくにその必要性が叫ばれている生涯教育の先例であ
る﹂とし︑儒教を西洋哲学の方法をもって修正して再
生を図った点に注目している︒また︑儒教的発想や藩
政を担当した経世家であり︑洋学者でもある泊翁の生
四六判三○四頁 き 方 に 共 鳴 し ︑ 高 い 評 価 を 与 え る と と も に ︑ 独 自 の 史
定価一︑七○○円〒剛観によってまとめている点興味深い︒

西村茂樹
︑

南開大学歴史研究所助教授
︑

おうカカ

王家騨著
東アジアのなかの日本歴史５

日中儒学の比較

異ならしめた思想的要因と︑日本文化の特色を究明し

Ａ５判変形三五四頁ている︒この書は︑中国の歴史研究者の目に映し出さ

定価三︑○○○円〒伽れた日本の歴史像を知り得る画期的な企画と言えよう︒

､吉川弘文館
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