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「即位の礼」「大嘗祭」関係写真
慶祝平成の御大礼を慶祝申しあげます…会長鈴木勲
天皇家の御系譜

御年譜（天皇皇后両陛下の御誕生から現在まで）

即位の礼・大嘗祭童報（諸儀式一覧・諸儀式の記録）
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書家による御製・御歌の謹書………(財)全国書美術振興会提供
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即位の礼・弓や矛、盾を持って「即位礼正殿の砿」にのぞむ威儀の者
（共同通信社提供）

即位の礼・「即位礼正殿の儀」にのぞまれる天皇陛下
（共同通信社提供）
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即位の礼・高御座にてお言葉を述べられる天皇陛下（即位礼正殿の儀）
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即位の礼・沿道の人々の歓呼におこたえになる天皇皇后両陛下（｢祝賀御列の儀｣）
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即位の礼・外国の賓客とご歓談の天皇皇后両陛下（｢饗宴の儀｣）
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大嘗祭・「大嘗宮の儀」を前にして、配置につく参役者たち（大嘗宮にて）
（共同通信社提供）

大嘗祭・悠紀殿に向われる天皇陛下
（共同通信社提供）
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︵昭五一・一○・三○︶

乙号︵社会道徳︶

日本弘道会綱領
甲号︵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

礼・福沢諭吉・西周・加藤

弘之・中村正直らと相図り

﹁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

その後明治九年三月には︑国民の道義向上を

動を精力的に展開いたしました︒

めの道徳教化団体として︑﹁東京修身学社﹂を

目指し︑さらに国家社会の基礎を強固にするた

の前身であります︒明治十九年には﹃日本道徳

創設しました︒これが現在の﹁日本弘道会﹂

始していた社会の風潮と政治の在り方を厳しく

論﹄を公にして︑当時︑西欧の模倣と追随に終

西村茂樹先生は︑明治時代における卓越した

批判し︑日本道徳の確立を訴えました︒

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

涯教育の先駆的役割を果たされました︒

脚して社会道徳の高揚に一身を捧げ︑今日の生
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平成の 御大礼を慶祝申しあげます

天皇陛下は︑昨秋︑﹁即位の礼﹂と﹁大嘗祭﹂の皇位継承儀礼をあげられました︒

即位の礼の中心的儀式である﹁即位礼正殿の儀﹂は︑平成二年十一月十二日︑澄承渡る秋空

の下︑皇居正殿松の間において︑古式床しく︑荘重に挙行され︑天皇陛下は︑即位を内外に宣

明されました︒さらに︑十一月二十二日から二十三日にかけて︑大嘗祭の中心的儀式である

﹁大嘗宮の儀﹂が皇居東御苑内に設けられた大嘗宮において︑古式にのっとり︑厳粛にとり行

われました︒

これら一連の皇位継承儀礼を通じて︑日本の皇室を守ってこられた文化・伝統の深さが︑改

めて︑我殉国民に強い感銘を与え︑日本の文化の中核としての皇室に対し一層深い敬愛の念を

覚えたのであります︒

天皇陛下は︑ 皇太子として︑戦争と戦後の復興という激動の時代を︑先帝陛下と共に過ごさ
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れ︑文字どおり苦楽を共にしてこられました︒

ゑこころ

即位礼正殿の儀のお言葉として︑天皇陛下は︑御父昭和天皇の六十余年にわたる御在位の間

いかなるときも国民と苦楽を共にされた御心を心として︑常に国民の幸福を願いつつ日本国憲

法を遵守し︑日本国及び日本国民統合の象徴としてのつとめを果たすことを誓うへと述べられ︑
平明かつ簡潔に平成の天皇の在り方を示されました︒

我々会員一同は︑この陛下の御心を体し︑我が国の今日の繁栄と平和を誤りなく子孫に伝え

るべき責務を自覚し︑本会の使命である道義立国の理想に向って一層の精進をすべく決意を新
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たにするものであります︒

ここに︑平成の御大礼のとどこおりなくとり行われたことを慶祝申しあげるとともに︑天皇
陛下の弥栄と皇室の御繁栄を心からお祈り申しあげます︒
平成三年一月十五日

社団法人日本弘道会

会長鈴木

勲
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皇太后︵良子︶

色こ

なるひと

︵徳仁︶

昭弱・２．認

ふみひと

昭㈹・皿・鋤

︵川島︶

昭弧・９．︑
さやこ

昭 ・４．肥

紀宮︵ 清子︶

のｎヶのみや

紀子

礼宮︵ 文仁︶

あやのみや

皇太

厩世羅薮驚厚氏夫人︶

かずこ

国闇山︵昭３．３．８︶

昭４．９．釦

和子︵故膳司平通氏夫人︶

あつこ

厚子︵池田隆政氏夫人︶

︼王︵

自王ロ︵

昭Ｍ・３．２

昭弱・吃・加
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勢津子明竿９．９

閲潤霊

撒予︵近衛忠輝氏夫人︶

あ８こ

昭鯛・７・翠

25

恩

内

這塞 逼鍾
ていめい

直后︵雲︶
貞明皇
︑︵昭配・５．Ⅳ︶

昭四・４．配

●

喜久子明争平妬

●

彬子

10

ともひと

錘完候Ｌ願

§こ

瑞子

58

昭副・３．８

昭

・三笠宮︵崇仁︶

ゆりこ

昭認・２︒︑

機醗︵蔵側︶

§こ

昭妬・加・鰯

昭認・７．ｍ

典W承？
子こ子こ

容子︵千政之氏夫人︶

︾﹄

たかまどの糸やのりひと

、 ‐

百合子大平６４

砿確
︵昭侭・５・鯛︶

高

久：

︵明妬・７・訓︶

注
，

︑ｕ内は故人
年月日は御誕聖日︒︵
崩御・莞去年月日︒

ー

Ｉ上側間開聞回睦厚

天皇家の御系譜

一天皇皇后両陛下

御年Ｊ譜︵抄録︶
︾ｂｂｂｂ■ｑｑｂｑｂ■ｑｂＱｑｂｂｂ■ｂｂｂＱＱ■ｑｑｑｂ町町■■ｑｂｂｂｂ■■ｂｂｂｑｂｂｑｂｂｂｂｂｂ■ｂｂｂｑｂｈ■ごｂｂｑｂｂｑｂｂｂｂｂ■耳ｂｂｂ町ｂｂｑｂｂｑｂｂ■■ｑＱｂｂｑｂ■ｑｑｂＱｂｂ■ｂｂｂ−

この﹁御年譜﹂は︑朝日新聞社刊﹃平成即位の礼﹄中に
ある﹁年譜﹂︑岩波書店刊の﹃近代日本総合年表﹄︑その他
で︑ある︒

の関係図書を参照させていただき︑編集部で作成したもの

︻昭和︼
８年︵一九三三︶

勉・鯛午前６時胡分昭和天皇陛下・皇太后陛下の第
一男子としてご誕生︒
咽・羽総潔蝋燭ど言﹂命名︒

２．︐皇太子殿下誕生祝賀の恩赦実施︒

９年︵一九三四︶

︵貴族院本会議︶

２・肥美濃部達吉博士の﹁天皇機関説﹂が問題になる︒
３．１満州国に帝政実施︵執政博儀皇帝となり︑康徳と改

一元︶

でお出迎え︒

４．６博儀満州国皇帝日本へ︑昭和天皇陛下東京駅ま

よしのみやまさひと

皿・別正田英三郎氏の長女として︑美智子さまご誕生︒

ｕ・肥弟宮の義宮正仁親王ご誕生︒

吻・２澄宮崇仁親王︑三笠宮家を創設︒

２．朋皇道派の青年将校らがクーデターを図り︑斎藤

加年︵一九三六︶

実内大臣︑高橋是清蔵相らを殺害︒

４・加東宮博育官制公布︒

ｕ・妬日独防共協定調印︒

咽・加赤坂離宮内の東宮仮御所竣工︒
旭年︵一九三七︶

りになる︒

３．羽両陛下のもとから赤坂離宮内東宮仮御所へお移

７．７慮溝橋事件勃発︵のちに日中戦争に発展︶
旧年︵一九三八︶

５．５国家総動員法施行︒

突︵張鼓峰事件︶

７．通朝鮮・満州・ソ連国境紛争をめぐる日ソ軍の衝

３．２妹宮の清宮貴子内親王ご誕生︒

脚年︵一九三九︶

５．︑ソ連・満州国境ノモンハンで日ソ両軍衝突︒
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９．１第二次世界大戦始まる︵ドイツ軍ポーランドへ進
撃︶

月邪日にも被災︒

３．皿東京大空襲︒

３・釦王兆銘主席の南京政府樹立︒

６．朗沖純戦終結︒

５・妬東京空襲で宮殿の一部が焼失︒

３．岨昭和天皇陛下︑東京下町地区の戦災地をご視察︒

４．８学習院初等科にご入学︒

８．６広島に原子爆弾投下︒

旧年︵一九四○︶

９．〃日独伊三国同盟成立︒

８．９長崎に原子爆弾投下︒

８．皿宮内省に東宮職設置︒

ご聖断を仰ぐ︒

鈴木貫太郎首相が︑終戦につき昭和天皇陛下の

加・咽大政翼賛会発会式挙行︵総裁近衛文麿首相︶

ｕ・別皇居前広場で︑紀元二千六百年記念式典を行う︒

８．Ｍポツダム宣言受諾︑終戦の詔書を発布︒

相年︵一九四一︶

岨・８太平洋戦争始まる︵米・英両国に宣戦布告︶

剛年︵一九四六︶

岨・助昭和天皇陛下︑日本記者団と初めてご会見︒

指令︒

ｕ・鴫ＧＨＱ︵連合軍総司令部︶が︑皇室財産の凍結を

問︶

ー元帥を︑米国大使館にご訪問︵以後ｎ回のご訪

９．町昭和天皇陛下︑連合軍最高司令官のマッカーサ

９．筋昭和天皇陛下︑初めて外国人記者団とご会見︒

降伏文書調印式行われる︒

９．２東京湾上に浮ぶ米戦艦ミズーリ号の甲板上で︑

終戦を国民に告げる玉音放送を行う︒

８・妬終戦詔書︑録音盤奪取未遂事件おきる︒正午︑

４．美智子さま︑隻葉小学校にご入学︒

４・肥米軍機による東京初空襲︒

〃年︵一九四二︶

皿・略姉宮照宮成子内親王︑東久迩宮盛厚親王とご結

旧年︵一九四三︶

婚︒

岨・１第一回学徒出陣︒
旧年︵一九四四︶

撃始まる︒

皿・型マリアナを発進した米空軍のＢ羽による本土爆
レイテ沖海戦︒
釦年︵一九四五︶

２．妬宮城内に初めて焼夷弾が落ちる︒３月加日︑５
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宣言﹂の年頭詔書をご発表︒

１．１昭和天皇陛下︑天皇の神格化を否定する﹁人間

神奈川県下へ︒全国ご巡行の初め︵ご巡行は︑朗

２・的昭和天皇陛下︑戦災復興状況をご視察のため︑
年８月まで続いた︶

３．別学習院初等科をご卒業︑４月︑学習院中等科に
ご進学︒

６．焔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︒

加・躯家庭教師としてアメリカから︑ヴァイニング夫
人来日︒

７．１宮城を皇居と改称︒
四年︵一九四九︶

信三氏を任命︒

２・邪東宮大夫に野村行一氏︑東宮御教育参与に小泉

ご進学︒

３．邪学習院中等科をご卒業︒４月︑学習院高等科に

６．１宮内府を宮内庁に改称︑総理府の管轄下に入る︒
６・ ヴァイニング夫人とともにマッカーサー元帥を
ご訪問︒

ｎ．３湯川秀樹博士︑ノーベル物理学賞受賞︑
閲年︵一九五○︶

１．３志賀高原で︑猪谷六合雄・千春氏の父子からス
キーを習う１９
４．美智子さま︑聖心女子学院高等科にご進学︒

加・肥安倍能成氏︑学習院院長に就任︒
１．賂新皇室典範︑皇室経済法公布︒

理年︵一九四七︶

５・別孝宮和子内親王︑騰司平通氏とご結婚︒

夫人の後任に︑普連士学園長ローズ女史が就任︒

学習院高等科馬術部主将となる︒ヴァイニング

５．Ⅳ貞明皇太后陛下崩御︒

等学校トーナメントに出場して優勝︒

１．ｍ学習院高等科馬術部の主将として第一回関東高

邪年︵一九五一︶

岨・３ヴァイニング夫人帰国︒

０
１

６．妬朝鮮戦争はじまる︒

３．正田美智子さま隻葉小学校ご卒業︒４月︑聖心
女子学院中等科にご入学︒

５．３日本国憲法施行︑天皇は︑国民統合の象徴にな
られる︒

宮内省を廃止︑宮内府と改称︒

を除く十一家五十一人の皇籍離脱を決定︒

皿・皿皇室会議において︑秩父︑高松︑三笠の三宮家
皿・邪改正刑法公布︵不敬罪廃止︶
朗年︵一九四八︶
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この間︑イギリスほか十三ヵ国︵アメリカ︑カナ

ルギー︑オランダ︑西ドイツ︑デンマーク︑ノルウェ

ダ︑フランス︑スペイン︑イタリア︑ヴァチカン︑ベ

ー︑スウェーデン︑スイス︶をご訪問︒

調印式︒

９・８サンフランシスコ平和条約︑日米安全保障条約

岨・躯皇太子成年を機に博育官を廃し︑東宮侍従長︑

四年︵一九五四︶

ｎ．５東宮御所で戦後初めての園遊会を開く︒

皿・略宮内庁詰記者団と初の記者会見︒

にご入学︒

４．美智子さま︑聖心女子大学文学部︵英文学専攻︶

ｕ・邪対早大馬術大会に主将で出場︑優勝︒
東宮侍従の特別職を設置︒

岨・朋満十八歳となり︑皇太子としての成年式︑立太
子の礼は︑貞明皇太后陛下の御喪中につぎ延期︒
刀年︵一九五二︶

学部政治学科にご入学︒

３．坊学習院高等科をご卒業︒４月︑学習院大学政経

乱︑死者賂名︑重軽傷者

名︶起る︒

１．２二重橋事件︵皇居一般参賀の群衆が二重橋上で大混

３．賂自動車運転免許を取得される︒

４．邪日米講和条約発効︒
加・加姉宮の順宮厚子内親王︑池田隆政氏とご結婚︒

４．１学習院大学の聴講生となられる︒

魂年︵一九五七︶

胆・咽日本の国連加盟が決まる︒

イレ・セラシェ皇帝とご会見︒

ｕ・別戦後初の国賓として来日されたエチオピアのハ

３．恥学習院大学卒業式に来賓としてご出席︒

訓年︵一九五六︶

皿．東宮仮御所内に魚類学研究のための実験室完成︒

日目︶

５・別蔵前国技館で初めて大相撲をご観戦︵５月場所皿

帥年︵一九五五︶

ｎ．皿成年式・立太子の礼を挙行︒

Ⅱ︒Ⅳ立太子の礼ご報告のため︑伊勢神宮︑神武天皇

陵へＩ姐
朋年︵一九五三︶

１．４秩父宮潅仁親王莞去︒

２．１ＮＨＫがテレビ本放送開始︒
３．帥昭和天皇のご名代として︑英国エリザベス女王
戴冠式へのご参列と︑欧米十四ヵ国歴訪のため
横浜港をご出発︵如月遡日にご帰国︶

６月２日︑ウェストミンスター寺院の女王戴冠
式にご参列︒
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６．羽新日米安全保障条約が自然成立︒

６．Ⅳ完成した元赤坂の東宮御所にご入居︒

的年︵一九六四︶

発表︒

岨．﹃魚類学雑誌﹄にヌゼ科魚類の肩岬骨﹂をご

胡年︵一九六三︶

ｕ・５フィリピンを公式にご訪問ｌ加

妻として初めてご出席︒

９・肥岡山市での第十七回国民体育大会開会式にご夫

ンドへも︶１２・加

１．躯︒ハキスタン︑インドネシアを公式にご訪問︵イ

師年︵一九六二︶

ｕ・町吹上御所完成︒

７・閉姉宮の東久迩成子さまご逝去︵弱歳︶

功︒

２．８ご夫妻が東宮御所で記者団とご会見︒
４．通ソ連の人間衛星船ポストークー号が打上げに成

記年︵一九六一︶

問ｌ岨・９

ｕ・岨イラン︑エチオピア︑インド︑ネパールをご訪

９．躯日米修好百年を記念してアメリカを公式にご訪
問なされるｌ加・７

８．９広島の原爆慰霊式にご参列︒

３︒美智子さま︑聖心女子大学をご卒業︒
誉総裁のご就任が決定︒

３．邪初めての民間団体役職として︑日本赤十字社名
８・的軽井沢のテニス場で初めて美智子さまとご対面︒
記年︵一九五八︶

５．型第三回アジア競技大会総裁として開会式にご出
席︒

皇室会議で美智子さまとのご婚約決定︒

づき欧米各国をご旅行ｌ如月

界聖心同窓会に日本代表としてご出席︑ひきつ

９︒美智子さま︑ブリュッセルで開かれた第一回世

ｎ．

１．皿美智子さまとご婚約︵納采の儀︶

別年︵一九五九︶

４・加美智子さまとご結婚︒
９．船伊勢湾台風で死者・不明者五○四名︒
加・４伊勢湾台風のお見舞いのため︑昭和天皇のお使
いとして名古屋へ︒
ひろの承やなるひと

弱年︵一九六○︶

２．朋浩宮徳仁親王ご誕生︒
３．加妹宮の清宮貴子内親王︑島津久永氏とご結婚︒
３．釦美智子妃殿下︑日本赤十字社名誉副総裁にご就
任が決定︒

６．略安保阻止のデモ隊国会へ突入︒
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４・蝿浩宮さま︑学習院幼稚園にご入園︒

５・加メキシコを公式にご訪問︵アメリカへも︶ＩⅣ
９・妬国際身体障害者スポーツ大会︵パラリンピック︶
の名誉総裁にご就任︒

９．釦義宮正仁親玉津軽華子さまとご結婚︑常陸宮
家を創設︒

加・１東海道新幹線開業︒
皿・的オリンピック東京大会開会式にご出席︒

岨・皿タイを公式にご訪問Ｉ別
あやのみやふみひと

佃年︵一九六五︶

ｕ・釦礼宮文仁親王ご誕生︒
刺年︵一九六六︶

２︒美智子妃殿下高校時代の作詞﹁ねむの木の子
由児協会にご寄付︵ねむの木賞を設立︶

守歌﹂がレコード化され︑印税は日本肢体不自

２．Ⅳ８月に東京で開かれる第十一回太平洋学術会議
の名誉総裁にご就任︒

５．９ペルー︑アルゼンチン︑ブラジルを公式にご訪

問︵アメリカへも︶ｌ瓢
鞘年︵一九六八︶

１．羽東大紛争はじまる︒

ｕ・皿皇居・新宮殿完成︒

３．羽﹁皇太子ご一家の記録おめでとう十年﹂︵毎日

糾年︵一九六九︶

のりのゑやさやこ

映画社︶が︑松竹系で公開される︒

７．Ｍ東京文化会館でのチャリティーコンサートに︑

４・肥紀宮清子内親王ご誕生︒

︵宮崎湖処子作詞︶が発表される︒

美智子妃殿下の初めての作曲歌﹁おもひ子﹂

７．別アメリカのアポロ−号︑月面に着陸︒

９．９国民体育大会ご出席のため長崎入りのご夫妻︑

長崎原爆病院を慰問なされる︒
妬年︵一九七○︶

総裁としてご出席︒９月過日閉会式にもご出席

３．Ｍ大阪で開かれた日本万国博覧会の開会式に名誉

２．岨マレーシア︑シンガポールを公式にご訪問ｌ邪

される︒

４．８浩宮さま︑学習院初等科にご入学︒
５．Ⅱ元東宮御教育参与︑小泉信三氏逝去︒

６．３アフガニスタンを公式にご訪問︵イラン︑タイへ

稲年︵一九七一︶

６．型東宮御所で記者団とご会見︒

６．７元学習院院長︑安倍能成氏逝去︒

８．船三スシアード東京大会の名誉総裁ご就任が決
定︒

岨年︵一九六七︶
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も︶ｌｕ
時代行をつとめられるｌ皿・皿

９．妬昭和天皇陛下ご訪欧のため︑初めて国事行為臨
９．町昭和天皇︑皇后両陛下が訪欧旅行へご出発︵公
式訪問国ベルギー︑イギリス︑西ドイツ︒非公式訪問
国デンマーク︑オランダ︑フランス︑スイス︒９．町

アンカレッジでニクソン米大統領とご会見︶加月Ｍ
日ご帰国︒

１．別グアム島で︑元日本兵の横井庄一さんが発見さ

岬年︵一九七二︶

れる︵２．２帰国︶

４．２皇太子殿下御結婚記念館が︑こどもの国に完成︒
学習院初等科にご入学︒

４．８浩宮さま︑学習院中等科にご進学︒礼宮さま︑

７．５第一回日米大学野球選手権大会開会式で︑始球

５．妬アメリカに占領されていた沖純が本土へ復帰︒
式のポールを投げられる︒

８・略浩宮さま︑オーストラリアへ初の海外旅行にご

出発ｌ別

さん会に初めてテレビカメラが持込まれ︑晩さ

ｕｌ肥アメリカのフォード大統領訪日︑翌日の宮中晩

ん会の模様は宇宙中継で全米に放映される︒
印年︵一九七五︶

２・加ネパールを公式にご訪問︵●ハングラデシュ︑イン

ドへも︶ｌ肥

４．７浩宮さま︑学習院高等科にご進学︒

５．７英国エリザベス女王︑ご夫君エジンバラ公来日︒
６．別登頂に成功したエベレスト日本女子隊十二人と

東宮御所でご歓談︒

出席のため沖純へ︒過激派が火災ピンを投げる︒

７．Ⅳ沖細国際海洋博覧会名誉総裁として開会式にご

時代行をお勤めになるｌ皿・妬

９．釦昭和天皇︑皇后両陛下ご訪米の間︑国事行為臨
引年︵一九七六︶

１・岨沖綴国際海洋博覧会閉会式にご出席︒

４．８紀宮さま学習院初等科にご入学︒

岨年︵一九七三︶

５．６オーストラリア︑一三１ジーランドを親善ご訪

４︒紀宮さま︑私立柿ノ木坂幼稚園にご入園︒

ｕ・加昭和天皇陛下御在位五十年記念式典にご出席︒

７．町ロッキード事件で田中角栄首相逮捕さる・

ご訪問︵タイへも︶ｌ妬

６．８ヨルダン︑ユーゴスラビア︑イギリスを公式に

問１羽
加︒ｕスペインを親善ご訪問︵ベルギーへも︶ｌ蛇
組年︵一九七四︶
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盟年︵一九七七︶

智子妃殿下作曲﹁歌声の響﹂が被露される︒

６．筋貞明皇太后陛下をたたえ︑皇太子殿下作詞・美
弱年︵一九七八︶

礼宮さま︑学習院中等科にご進学︒

４．８浩宮さま︑学習院大学文学部史学科にご進学︒

５・妬国賓のネパール国王ご夫妻歓迎晩餐会に︑病気
の昭和天皇陛下に代わってご出席︒

６．岨ブラジル︑パラグアイを親善ご訪問︵ブラジル移
民七十年祭記念式典にご出席︒アメリカへも︶１町

１・路日中平和友好条約発効︒来日中の都小平副首相
とご会見︒
別年︵一九七九︶

６・肥東京サミット歓迎晩餐会にご出席︒

皿・５ルーマニア︑ブルガリアを親善ご訪問︵オラン
ダ︑ベルギーへも︶ｌ必
弱年︵一九八○︶

２・朗浩宮さま︑成年式をあげられる︒

なされるｌ別

８．ｕ礼宮さま︑一三−ジーランドに初の海外旅行を
記年︵一九八一︶

２．町サウジアラビア︑スリランカを公式にご訪問
︵タイ︑シンガポールへも︶︑く３．７

の結婚式にご参列︵ベルギーへも︶

４．７礼宮さま︑学習院高等科にご進学︒
７．邪イギリスを公式にご訪問し︑チャールズ皇太子

ビリンピック︶開会式に︑名誉総裁としてご出席︒

皿・別世界初の国際身体障害者技能競技大会︵国際ア
師年︵一九八二︶

︵史学専攻︶にご進学︒紀宮さま︑学習院女子中

４．８浩宮さま︑学習院大学大学院人文科学研究科

等科にご進学︒

加・３浩宮さま︑初の海外公式ご訪問でブラジルへご

出発ｌ略

３・的ザンビア︑タンザニア︑ケニアを公式にご訪問

記年︵一九八三︶

︵ベルギー︑ルクセンブルグ︑タイへも︶１筋

妻が︑ひめゆりの塔を再訪なされる︒

６．別浩宮さま︑オックスフォード大学にご留学︒
７・咽献血運動推進全国大会ご出席のため訪沖のご夫
弱年︵一九八四︶

イギリスへも︶１３．８

２．妬セネガル︑ザイールを公式にご訪問︵ベルギー︑

４．８礼宮さま︑学習院大学法学部政治学科にご進学︒

７．朋紀宮さま︑初の海外旅行でイギリスへご出発
１８．岨

（15）

オリンピック・ロサンゼルス大会開幕︒

９．６全斗燥韓国大統領歓迎晩餐会にご出席︒

２．鯛スペイン︑アイルランドを公式にご訪問︵ポル

帥年︵一九八五︶

トガル︑イギリスへも︶１３．皿

紀宮さま︑学習院女子高等科にご進学︒

席︒

３．班科学万国博覧会の名誉総裁として開会式にご出
４

５．６こどもの国開園二十周年記念式典にご出席︒
６．１スウェーデン︑デンマーク︑ノルウェー︑フィ
ンランドを公式にご訪問ｌ妬
８．皿礼宮さま︑タイ旅行へご出発︒
青年海外協力隊発足二十周年記念式典にご出席︒

９．羽入江相政侍従長︑現職で逝去︒
０
１

授賞式にご出席︒

︐・巧上野の日本学士院会館での第一回国際生物学賞
ｕ・釦礼宮さま︑成年式をあげられる︒
馴年︵一九八六︶

４．釦国技館で︑昭和天皇陛下ご在位六十年記念式典
が開催される︒

７．朗浩宮さま︑アンドリュー英国王子の結婚式にご
参列︒

８．昭礼宮さま︑タイ︑シンガポール︑マレーシアを

ご旅行ｌ朗

基金︶日本委員会総裁にご就任︒

加・９礼宮さま︑世界野生生物基金︵現・世界自然保護

胆・朗ご夫妻による初の歌集﹃ともしび﹄をご出版︒

２．３高松宮宣仁親王莞去︒

腿年︵一九八七︶

３．ｍ浩宮さま︑ネパール︑ブータン︑インドを公式
に親善ご訪問ｌ妬

７．８浩宮さま︑日本山岳会会員になられる︒
８・略礼宮さま︑ナマズ研究のためにタイをご訪問
ｌ記
９・別浩宮さま︑沖細の夏季国民体育大会開会式にご
出席︒

となられる︒

９．躯昭和天皇陛下ご入院のため︑国事行為臨時代行

皿・３アメリカを公式にご訪問︑留守中は浩宮さまが

初めて国事行為臨時代行となられるｌ加

加・妬国民体育大会︵沖縄︶開会式に昭和天皇陛下の
を代読︒

昭

ご名代としてご出席︑昭和天皇陛下のおことば

浩宮さま︑西ドイツを公式にご訪問

︑・６臨時国会開会式にご出席︒
闘年︵一九八八︶
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３・別礼宮さま︑学習院大学法学部政治学科ご卒業︒

２・加第百十通常国会開会式に︑天皇陛下として初め
てご臨席︒

２．筋昭和天皇陛下に対する服喪︵五十日間︶が明ける︒

３

４．略大喪後の初の外部行事として︑第五回日本国際

２．別昭和天皇陛下の﹁大喪の礼﹂が挙行される︒

４．８紀宮さま︑学習院大学文学部国文学科へご入学︒

士課程を修了される︒

浩宮さま︑学習院大学大学院人文科学研究科修

５・館美智子妃殿下の御母堂正田富美子さん逝去︒

４．肥昭和天皇陛下への百日間の服喪が明ける︒

賞授賞式にご臨席︒李鵬・中国首相とご会見︒

６．Ｍ礼宮さま︑ブラジルを公式にご訪問１町
６． 宮内庁︑秋の京都国民体育大会から開会式には

５．別徳島県の植樹祭にご出席︒

８．４内外記者団と即位後初の公式記者会見︒

５．妬姉宮の麿司和子さまご逝去︒

明仁皇太子殿下がご出席︑と発表︒

８．７礼宮さま︑オックスフォード大学留学へご出発︒

ｎ．蛇﹁大嘗祭﹂を挙行︒

ｕ・岨﹁即位の礼﹂を挙行︒

使夫妻百七十五人を招き茶会を開く︒

６．帥秋篠宮ご夫妻のご結婚を祝い︑百六ヵ国の大公

創設︒

６．羽礼宮さま︑川嶋紀子さまとご結婚︒秋篠宮家を

てご出席︒

５．虹赤坂御苑で春の園遊会に︑天皇陛下として初め

５．型慮泰愚韓国大統領歓迎の宮中晩餐会にご出席︒

﹁期日奉告の儀﹂が行われる︒

１．邪即位の礼︑大嘗祭の期日を宮中三殿に報告する

１．７皇室の服喪があける︒

２年︵一九九○︶

８．岨紀宮さま︑スイス︑リヒテンシュタインをご旅

行ｌ躯
なり︑国事行為を全面委任される︒

９．躯昭和天皇陛下重体に陥り︑国事行為臨時代行と

︻平成︼

例年・平成元年︵一九八九︶

１．７昭和天皇陛下崩御︒
明仁皇太子殿下ご即位︒美智子妃殿下は皇后陛
下に︑浩宮さまは皇太子殿下となられる︒政府
は新元号を﹁平成﹂と制定︑８日から施行︒

１．９﹁朝見の儀﹂が行われる︒
として初めてご臨席︒

１・肥駐ブラジル大使らの認証官任命式に︑天皇陛下
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神殿

賢所に期日報告の儀
皇居・賢所
皇霊殿・神殿に期日報告の儀 皇居・神霊殿
伊勢神宮︑神武天皇山陵及び
皇居・宮殿

前四代の天皇山陵に勅使発遣
の儀

伊勢神宮

各山陵

伊勢神宮に奉幣の儀
神武天皇山陵及び前四代の天
皇山陵に奉幣の儀

︸斎田抜穂前一日大赦

大嘗宮地鎮祭

皇居・大嘗宮

秋田・大分両県

皇居・東御苑

皇居・神殿

悠紀︑主基両地方新穀供納

皇居・賢所
皇居・皇霊殿

斎殿点定の儀

即位礼当日賢所大前の儀
即位礼当日皇霊殿・神殿に

皇居・宮殿

︲神殿ｉ

皇居・宮殿ｌ

報告の儀ｉ

即位礼正殿の儀

饗宴の儀

ホテルオークラ

赤坂御苑

皇居・宮殿

赤坂御所

祝賀御列の儀

園遊会

皇居・宮殿

海部首相主催晩さん会

皇居・東庭

皇居

神宮に勅使発遣の儀

皇居

一般参賀

大嘗祭前二日御旗

皇居・大嘗宮

大嘗祭前二日大赦

伊勢神宮

皇居

大嘗祭前一日大嘗宮鎮祭

大嘗祭前一日鎮魂の儀

大嘗祭当日神宮に奉幣の儀

告の儀

神殿

大嘗祭当日賢所大御撰供進の
皇居・賢所
儀
大嘗祭当日皇霊殿・神殿に報 皇居・皇霊殿

大饗の儀

皇居・大嘗宮

皇居・宮殿

大嘗宮の儀・悠紀殿供撰の儀 皇居・大嘗宮
大嘗宮の儀・主基殿供撰の儀 皇居・大嘗宮

大嘗祭後一日大嘗宮鎮祭
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即位礼及び大嘗祭後神宮に親伊勢神宮
謁の儀
即位礼及び大嘗祭後神武天皇

山陵及び前四代の天皇山陵に各山陵

天皇皇后両陛下出御

即位礼正殿の儀式次第

天皇陛下高御座昇御

天皇皇后両陛下入御

万歳三名

内閣総理大臣寿詞

天皇陛下おことば

敬礼

皇后陛下御帳台昇御

天皇陛下御即位記念祝賀会ホテル

される儀式であり︑﹁即位礼正殿の儀﹂︑﹁祝賀御列の儀﹂

天皇陛下が︑正式に皇位を継承されたことを内外に宣言

大嘗祭後大嘗宮地鎮祭皇居・東御苑

楽の儀

即位礼及び大嘗祭後賢所御神皇居・賢所

神殿に親謁の儀神殿

即位礼及び大嘗祭後賢所に親皇居・賢所
謁の儀
即位礼及び大嘗祭後皇霊殿．皇居・皇霊殿

親謁の儀

茶会京都御所

・ ／ ・
●

〃
･ 〃

﹁饗宴の儀﹂の三部から構成されている︒

ｎ月⑫日
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I

天皇陛下のお言葉

注前ページ下段の﹁儀式次第﹂はも即位礼正殿の儀の参

列者に配布されたものである︒

午後一時から︑宮殿松の間において行われたが︑儀式に

先立ち︑腰に剣を手挟さんだ束帯姿の男子皇族︑十二単に

の海部首相をはじめ︑桜内義雄衆議院議長︑土屋義彦参議

身を包まれた女子皇族が入室なされ︑その後に︑燕尾服姿

中庭をはさんだ長和殿︑豊明殿には︑一五八ヵ国二機関︑

院議長︑草場良八最高裁判所長官の三権の長四人が入室︒

さきに︑日本国憲法及び皇室典範の定める
ところによって皇位を継承しましたが︑ここ

ころく

総理府の職員による庭上参役者が︑威儀の者を最前列にし

議膳︑月像識膳︑菊花大錦撫︶が立てられ︑宮内庁職員や

とうばんげつしようきくかだいきんばん

中庭には︑古式にならってたくさんの膳︵万歳膳︑日像

ばんばんざいばんにつしよう

国内の各界代表ら二五○○人に及ぶ内外の賓客が参列︒

ちゆうてい

に即位礼正殿の儀を行い︑即位を内外に宣明
いたします︒

このときに当たり︑改めて︑御父昭和天皇
の六十余年にわたる御在位の間︑いかなると
ぎも︑国民と苦楽を共にされた御心を心とし

ぶ︒正に平安朝の絵巻さながらの光景である︒

て︑太刀︑弓︑胡線︑梓︑楯︑鉦︑鼓などを捧持して立並

黄櫨染御抱をお召しになられた天皇陛下は︑前後に神器

て︑常に国民の幸福を願いつつ︑日本国憲法
を遵守し︑日本国及び日本国民統合の象徴と
してのつとめを果たすことを誓い︑国民の叡

の剣と璽︵まがたま︶などを捧げ持つ侍従十人を従えて正

じ

こうろぜんのごぼう

智とたゆゑない努力によって︑我が国が一層

殿正面の廊下をお進承になり︑高御座へのぼられる︒続い

座の紫のとばりが開かれ︑陛下の御姿が現れると参列者が

けられた御帳台にのぼられる︒やがて︑侍従らにより高御

ふちようだい

て十二単姿の皇后陛下が女官とともに高御座の左わきに設

たか熟くら

の発展を遂げ︑国際社会の友好と平和︑人類
の福祉と繁栄に寄与することを切に希望いた
します︒

起立して敬礼︒海部首相が高御座の前に進承出たところで︑

（21）

陛下がお言葉を述べられた︒

そのあと︑海部首相は︑陛下のお言葉をお受けする形で︑
よどと

寿詞︵祝辞︶を朗読︒国民を代表してご即位のお慶びを申
し上げた︒

海部俊樹内閣総理大臣の寿詞
謹んで申し上げます︒

天皇陛下におかれましては︑本日ここにめ

慶び申し上げます︒

でたく即位礼正殿の儀を挙行され︑即位を内
外に宣明されました︒一同こぞって心からお
ただいまは︑天皇陛下から︑いかなるとぎ
も国民と苦楽を共にされた昭和天皇の御心を
心とされ︑常に国民の幸福を願われつつ︑日
本国憲法を遵守し︑象徴としての責務を果た
されるとのお考えと︑我が国が一層発展し︑

私たち国民一同は︑天皇陛下を日本国及び

日本国民統合の象徴と仰ぎ︑心を新たに︑世

界に開かれ︑活力に満ち︑文化の薫り豊かな

日本の建設と︑世界の平和︑人類福祉の増進

とを目指して︑最善の努力を尽くすことをお

誓い申し上げます︒

ここに︑平成の代の平安と天皇陛下の弥栄

をお祈り申し上げ︑お祝いの言葉といたしま
す︒

寿詞を申し上げたあと首相はその場から数歩下って壇上

﹁ご即位を祝して天皇陛下万歳﹂

の陛下に向い

て﹁敬礼と万歳への唱和は必要ない﹂という旨の場内放送

と発声︒参列者も万歳を三唱した︒外国の賓客には前もっ

このあと︑両陛下がご退場になり︑﹁即位礼正殿の儀﹂

をしたが︑万歳を三唱された方もおられたそうである︒

なお︑この日午前九時から︑﹁即位礼当日賢所大前の儀﹂

は︑滞りなく終了した︒

われ︑天皇陛下が︑皇祖神・天照大神に即位礼を御報告な

国際社会の友好と平和︑人類の福祉と繁栄に
寄与することを願われるお気持ちとを伺い︑
改めて感銘を覚え︑敬愛の念を深くいたしま

された︒

﹁即位礼当日皇霊殿・神殿に報告の儀﹂が︑宮中三殿で行

した︒
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御即位を御

披露する祝賀
パレードは︑

皇居から赤坂

︑月哩日

者も︑赤坂御所の近くで︑身動きもできないような人混蕊の

御座席から終始にこやかな表情で︑手を振っておられた︒筆

で万歳を叫んだ当時のことが思い出され︑感無量であった︒

中で奉迎したが︑昭和三十四年の御結婚︒︿レードにも沿道

祝賀パレードは︑午後三時三十分皇居・宮殿の南車寄を

スタ︲卜︑祝田橋交差点ｌ国会前Ｉ三宅坂ｌ青山通

りｌ青山一丁目交差点ｌ権田原交差点を通り赤坂御所

オープンカーは︑黒のロールスロイス︒燕尾服に勲章を

まで時速一○キロであったという︒

つけられた天皇陛下は︑後部右御座席に︑ダイヤをちりば

めた宝冠をつけられた皇后陛下は︑左御座席にあられて︑

お祝いに馳けつけた人々の打振る日の丸の旗と歓呼の波に

笑顔を絶やさず応えておられた︒また︑所為で警視庁や自

衛隊などの音楽隊が︑﹁祝典行進曲﹂︵園伊玖磨氏作曲︶が演

奏され︑祝賀気分を盛り上げていた︒

ｕ月哩日

皇居・

豊明殿

即位の礼初日に行われた第一回の饗宴の儀は︑正殿の儀

（23）

御所までの四
・七キロメー

トルで行われ
た︒この日は︑

東京の最高気
温一九・一度︑

さわやかな秋
晴れの中を︑

両陛下のお姿
を一目拝そう
と集まった人
々に︑オープ
ンカーの後部

｢祝賀御列の儀｣のコース

に参列した各国の元首ら内外の賓客約三○○人をお迎えし
て︑皇居・豊明殿で行われた︒饗宴の儀は十二日から十五
は約三千五百人という︒

日までの四日間︑七回にわたって開催されており︑出席者

演奏曲目
平成二年十一月十四日・饗宴の儀

曲目解説
ひょうぢようのねとり

唐楽には六つの調子があり︑平調はＥ音を基音と

○平調音取

音取は各楽器の音律を整えるために各音器の音頭

する調子です︒

︵主奏者︶により奏される短い曲で︑その調子の旋
法を知らせ︑雰囲気を醸し出します︒
ごしようらくのきゅう

○五常楽急

儒教の五常︵人の常に守るべき五徳すなわち仁・
たものといわれています︒

義・礼・智・信︶を雅楽の五音に当てはめて作曲し

おうじようのきゅう

○皇霊急

古くから即位の際に奏されて来た曲です︒

えてんらく

○越殿楽

簡潔︑優雅な旋律で知られ︑最も親しまれている
雅楽の名曲です︒

注この﹁演奏曲目﹂は︑十一月十四日に開催された﹁饗宴の

儀匡の参列者に配布されたものである︒

翌十三日の各社朝刊によれば︑荘重な雅楽の調べの流れ

の中︑天皇皇后両陛下は︑松風の間で次灸に入ってくる各

国の代表や国内の出席者を笑顔でお迎えになられた︒お国

柄を表す民族衣装に身を包んだ世界のファーストレディー

Ｊ

達が華やかさを一段と盛り上げていた︒有難いことに︑Ｔ別
Ｖ放映のおかげでその様子を拝見することができ︑自分自く
畠ノＯ

身が晴れやかな宴に出席しているような錯覚に陥ってしま

今回の﹁饗宴の儀﹂には︑世界のＶＩＰが空前の規模で

一つは︑両陛下がお出ましになると︑慣例として︑列席者

参集したが︑通常の宮中晩餐会とは異なる点が三つあった︒

は起立してお迎えするのが通例であるが︑﹁対等の相手に

起立させるのは失礼に当る﹂という宮内庁の見解により︑

も︑国歌の吹奏や出席者全員による乾杯もなかったこと︒

着席のままお迎えしたこと︒二つ目は︑天皇陛下のお言葉

三つ目は︑当日のメ一三−が和食であったこと︑などであ

る︒これまでは︑外国の賓客には︑フランス料理でもてな

平成二年十一月十四日宮殿

とにかく︑異例づくめで始まった第一回の﹁饗宴の儀﹂

すのが通例であった︑という︒

は︑外国の賓客との話がはずんで︑予定時間を大きくオー

バーして深夜まで続いたそうである︒

日日

饗宴の儀献立

胎幸醤開口

月

かいりゅう

にいなめさい

で︑床や壁︑天井には畳表が張られている︒筆者も︑大嘗

黒木づくりと呼ばれる丸太が使われており︑屋根は茅ぶき

大嘗宮の悠紀・主基両殿と廻立殿の主要三殿の柱には︑

伝統的な儀式である︒

家・国民のための安寧と平和︑五穀豊穣をご祈念なされる

に︑斎田からの新穀をお供えし︑ご自身も召上られて︑国

のもので︑悠紀・主基両殿で︑皇祖天照大神及び天神地祇

その内容は︑天皇陛下が毎年執り行われる新嘗祭と同様

大嘗祭の中核的な儀式である︒

る主基殿供謹の儀を合せて大嘗宮の儀と呼ぶ︒両儀式は︑

すきでん

宮で行われる悠紀殿供霞の儀と二十三日の未明から始ま

ゆきでんきようせん

十一月二十二日の夕方から皇居東御苑に建てられた大嘗

2322

一汁物白味噌巻鯉粉山槻
一作身鯛樵躍椛象蝿貼手綱紅葬大極山葵
一取肴釦射蝿峠鉾栗錘蝿焼鑑︾

一焼物塩焼姿鯛酢取生美
一温物茶碗蒸鰻請合根銀杏波蓑草
一酢の物柚子釜篭誹柿貝壷柑独詫海苔胡瓜

一加薬飯鯛曾保呂碓鶏符癖︾華子

一温酒
注この﹁饗宴の儀献立﹂は︑十一月十四日開催された饗
宴の儀に配布されたものである︒
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宮の公開時に拝観︵十二月十四日︶したが︑予想よりもはる

おくことにする︒

社の報道記事や特集を参照してその模様を記録にとどめて

悠紀殿供撰の儀は︑午後六時半から始まった︒以下︑各

けんじ

は大嘗祭に先立ち︑記者団に対して供撰の儀式について︑

この供撰の儀式は︑今まで秘儀とされていたが︑宮内庁

ら午前三時すぎまで行われた︒

主基殿供撰の儀も同じ形式で︑二十三日の午前零時半か

上がられて︑午後九時二十四分滞りなく儀式が終了した︒

陛下が御告文をお読承になり︑ご自身で芯ご飯や酒を召し

ピンセット状の箸で食物を一つ一つ神座の前に供えられ︑

儀式︶そのあと︑内陣において供撰の儀式が始まる︒陛下が︑

飯・アワビやワカメの煮物︑調理されたタイやイカ︑白酒︑
め
くろき
黒
酒などを采うね女
や掌典らが内陣へ次灸と運ぶ︒融灘橘劃ば

しろき

着になると︑神にお供えし︑陛下ご自身でも召し上がるご

続いて皇后陛下が同じく純白の十二単で帳殿の御座にご到

やがて︑天皇陛下が悠紀殿外陣の御座にお着きになり︑

が続く︒

その後には侍従長︑皇太子殿下︑礼宮親王︑大礼副委員長

の裾を持ち︑鳳鳳の装飾のついた菅蓋を持つ侍従が従う︒

燭を持ち︑剣璽を捧持した侍従が︑陛下の後ろには御祭服

しょく

悠紀殿へお進承になる︒前には式部官長︑宮内庁長官︑脂

し

に身を包まれた天皇陛下は︑回廊の中央にある神門を通り

お湯で身をお清めになり︑純白の御祭服︵白い生糸の束帯︶

かに質素で︑あたかも平安の世に引き一民されたような錯覚

に守り伝えている皇室の儀式に相応しい舞台であることを

同日扇加■■■

塁国禽

睡畦鯉一蘭門飼

麺煙告ココ蜘一制超．旺埋向

釦
I
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を覚える程であった︒古来の伝統的な文化を尊重し︑大切
つくづく実感した︒

I

ら行われた収穫儀礼に根ざしている︒天皇が神格を得ると

酌して行われます︒

皇室の行事として︑皇室の伝統に従い︑先例等を参

大嘗宮の儀

及び二十五日に行われます︒

として﹁大饗の儀﹂が宮殿において十一月二十四日

理を賜り︑共に召し上がって安寧と豊作を祝う節会

列者に斎田から産した新穀をもって調製した酒と料

また︑大嘗宮の儀終了後︑天皇陛下が大嘗祭の参

儀はその翌日の十一月二十三日の暁前に行われます︒

十二日の夕方から夜にかけて行われ︑主基殿供撰の

ります︒今回︑悠紀殿供撰の儀は平成二年十一月二

﹁悠紀殿供撰の儀﹂と﹁主基殿供撰の儀﹂から成

ゆきでんきようせんぎすきでんきようせんぎ

大嘗祭の中心的儀式である﹁大嘗宮の儀﹂は︑

﹁大嘗祭は︑稲作農業を中心としたわが国の社会に古くか
いうものではなく︑五穀豊穣や国民の安寧を陛下が神に願
次に︑大嘗祭の当日︑参列者に配布された﹁大嘗祭﹂に

う儀式である﹂という内容説明を行っている︒
ついての説明資料を掲載しておくことにする︒

大嘗祭について

大嘗祭は︑稲作農業を中心とした我が国の社会に
古くから伝承されてきた収穫儀礼に根ざしたもので
あり︑天皇が即位の後︑初めて︑大嘗宮において︑

大嘗宮

平成二年十一月二十二日︑二十三日

悠紀主基両地方の斎田から産した新穀を皇祖及び天

ゆきすきさいでん

になり︑皇祖及び天神地祇に対し︑安寧と五穀豊穣

いなつきうたしんせん

参列者が参進して握舎に着床する︒

あくしや

悠紀殿供鍵の儀

神地祇にお供えになって︑ゑずからもお召し上がり
などを感謝されるとともに︑国家・国民のために安
寧と五穀豊穣などを祈念される儀式であります︒

掌典長が祝詞を奏する︒

庭積の机代物を置く︒

にわづ砿つくえしろもの

稲春歌を歌い︑稲春を行い︑神撰を調理する︒

べきものとされ︑皇室の長い伝統を受け継いだ皇位

それは︑皇位の継承があったときは︑必ず挙行す
継承に伴う一世に一度の重要な儀式であり︑今回も︑
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天皇陛下が本殿にお進象になり︑御座にお着きにな
ちようでん

どじょうめまち

ぴは悠紀地方である秋田県については歌人窪田章一

郎が悠紀斎田が所在する五城目町の地名を詠承込ん

だ歌詞に︑また︑主基地方である大分県については

る︒

皇后陛下が帳殿にお進承になり︑御座にお着きに

承込んだ歌詞に︑宮内庁楽部がそれぞれの地方の僅

歌人香川進が主基斎田が所在する玖珠町の地名を詠

︵主基地方︶

五城目の御田に承のりしうまし稲つく杵
の音今宵すがしき

︵悠紀地方︶

謡を参考として作曲をしました︒
この歌にあわせて稲を琴きますｏ

くす童ち

なる︒
ふぞくうた

くずいにしえぶり

国栖の古風を奏する︒
風俗歌を奏する︒

皇后陛下が御拝礼になる︒
参列者が拝礼する︒

皇族殿下が拝礼される︒

しんせん髭﹄ようりゆう

皇后陛下が御退出になる︒

神撰を行立する︒

こがれなす垂穂をたばね玖珠の人むつゑ

ごしんく

あひつつ稲や春くらむ

おつげ夢み

天皇陛下が神撰を御親供になる︒

﹁庭積の机代物﹂

天皇陛下が御拝礼の上︑御告文をお奏しになる︒
おんなおらい

各種農林水産物の収穫を感謝するため︑大嘗宮の
いいます︒

庭積帳殿において供進される各都道府県の特産物を

神撰を撤下する︒

御直会

参列者が退出する︒

事に由来すると言われています︒

圃栖の人盈が大御酒を醸して献上したとき歌った故

この歌は︑応神天皇が吉野宮に行幸になった折︑

﹁国栖の古風﹂

天皇陛下が御退出になる︒

主基殿供鍵の儀︵悠紀殿供撰の儀に同じ︶

﹁悠紀主基両地方の稲春歌﹂

この歌は︑大嘗祭の都度新作するもので︑このた
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かしふよくすつくよくすかおほ砿き
ち

橿の生に横臼を作り横臼に醸める大御酒
うま
きもを
甘らに聞こし以ち飲せまるが父

﹁悠紀主基両地方の風俗歌﹂

この歌は︑大嘗祭の都度新作するもので︑このた

﹁神鍵御親供﹂

轟けみき

天皇陛下が︑新穀をもって調製した御食・御酒な

どを皇祖及び天神地祇にお供えになります︒
﹁御告文奏上﹂

めに安寧と五穀豊穣などを祈念する御告文を奏され

穀豊穣などを感謝されるとともに︑国家・国民のた

天皇陛下が︑皇祖及び天神地祇に対し︑安寧と五

秋田県の地名︵太平山︶を詠承込んだ歌詞に︑また︑

びは悠紀地方である秋田県については窪田章一郎が
主基地方である大分県については香川進が大分県の

ます︒

お召し上がりになります︒

天皇陛下が︑新穀をもって調製した御食・御酒を

﹁御直会﹂

地名︵別府︶を詠承込んだ歌詞に︑宮内庁楽部がそ
︵悠紀地方︶

れぞれの地方の僅謡を参考として作曲をしました︒

秋の田の承のりゆたけしあらた代を迎へ
て仰ぐ太平の山
︵主基地方︶

いきほひのとどまらずして士よりぞ別府
はいで湯わきたちにけり
﹁神謹行立﹂

神撰などを行列を立てて本殿に持ち運びます︒
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月
日日

久米舞︵﹁大饗の儀﹂の解説を参照︶などが披露されている︒

紀・主基両斎田からの新米で造られた白酒︑黒酒が出され︑

和三年十一月十日︶と同じであるという︒参列者には︑悠

けた小机に白酒︑黒酒を置かれたのは︑昭和の御大礼︵昭

両陛下の御席の前には︑鷺足机に花足机を重ね︑白布をか

の儀は︑大嘗祭と一体で行う儀式であるといわれている︒

部首相が祝辞を述べたあと祝宴が行われた︒もともと大饗

第一回の大饗の儀では︑天皇陛下のお言葉に続いて︑海

している︒

ら三権の長をはじめ各界の代表︑斎田の所有者などが参列

たって︑天皇陛下が招いて行われたものであり︑海部首相

儀﹂が行われた︒この儀式は︑大嘗祭の参列者を三回にわ

五日の二日間にわたり︑皇居・豊明殿において﹁大饗の

大嘗祭が滞りなく終了した翌日の十一月二十四日と二十

2524

︵下段は︑﹁大饗の儀﹂第二日目の配布資料より︶

饗膳
焼維
塩引鮭

巻昆布

飯斎田米
汁物鯛鰭
白酒
黒酒

酒霞

汁物合味噌巻鰐独活

取肴恥噸雌鑑録立志鴎鑑鑑獅鶴亀型薯預葵

尾紙飾り

作身鯛細魚煎雲丹和え鵡誇大根花蛎率

焼物塩焼姿鯛鍛醍雑隷鑑癖水引

加薬飯鯛曾保呂椎茸干瓢青豆鑑識琴子

一温酒
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11

大饗の儀
平成二年十一月二十四日︑二十五日
宮殿︵豊明殿︶

天皇陛下のお言葉がある︒

けんもついろめ

天皇皇后両陛下がお出ましになる︒

しろきくろき

代表者が奉答する︒
白酒黒酒を賜る︒

式部官長が悠紀主基両地方の献物の色目を申し上げ
る︒

くさき

造したままのものが白酒︑久佐木という植物の炭を

混ぜて着色したものが黒酒です︒

﹁悠紀主基両地方の献物﹂

各種農林水産物の豊作を祝うため式場に陳列され

天皇陛下に対してこの献物の色目︵品目︶を式部

る悠紀主基両地方の代表的な特産物をいいます︒

長官が申し上げます︒

﹁久米舞﹂

この舞の参音声及び揚拍子の歌詞は︑神武天皇の

歌い舞われたという我が国で最も起源の古い歌舞で

御製と伝えられています︒大和地方の久米氏により

くめまい

饗撰
久米舞を奏する︒
おおうたごせちのまい

悠紀主基両地方の風俗舞を奏する︒

あります︒

柔おほ

後妻が魚乞はさばいちざかき実の多けくを

うはなりなこ

きしひゑね

拍子・伊麻波余︵あげぴようし・いまわよ︶
こ
な揚ゑ
なこたちみな
前妻が魚乞はさば立そばの実の無げくをこ

宇陀の高城に鴫わな張る我が待つや鴫は障
くぢらさや
らずいずくはし鯨障る

参音声︵まいりおんじよう︶

大歌及び五節舞を奏する︒

うだたかきしぎはわましぎさや

かざし

挿華を賜る︒

天皇皇后両陛下が御退出になる︒

﹁白酒・黒酒﹂

古来大嘗祭・新嘗祭に用いられる酒のことで︑醸
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いま

いま

こきたひゑね

あこいま

今はよ今はょああ
いま

退出音声︵まかでおんじよう︶
あこ

しやを今だにも吾子よ今だにも吾子よ
﹁悠紀主基両地方の風俗舞﹂

この舞は︑大嘗祭の都度新作するもので︑このた
びは悠紀地方である秋田県については窪田章一郎が

秋田県の地名を詠承込んだ歌詞に︑また︑主基地方
である大分県については香川進が大分県の地名を詠
承込んだ歌詞に︑宮内庁楽部がそれぞれの埋謡及び
郷土舞を参考として作曲及び振付をしました︒

歌及び舞は︑大饗の儀において初めて披露されま
す︒

﹁五節舞﹂

この舞は︑天武天皇の御製といわれています︒天
山の端に神女が現れ琴に合わせて舞ったことによる

皇が吉野の宮に行幸され︑日没に琴を弾じられた折︑

参音声

とされています︒

からたま

をとめ

その唐玉を

大歌
をとめ

をとめ

からたまたもとま

少女ども少女さびすも唐玉を挟に纏きて
﹁挿華﹂

少女さびすも

冠に挿す花飾りのことをいい︑大饗の儀の際︑天

皇皇后両陛下に供し︑参列者にも賜ります︒

大嘗宮について

大嘗宮は︑先例に従い︑およそ１００メートル四

かいりゅうでん

方の敷地に︑悠紀殿︵悠紀殿供撰の儀を行うための建物︶︑

主基殿︵主基殿供撰の儀を行うための建物︶︑廻立殿︵大

嘗宮の儀に先立ち天皇陛下及び皇后陛下が緋灘蘇やお召替

えをなさる建物︶の殿舎を中心に︑それに関連する建

物や参列者握舎など大小帥余の建物が設営され︑そ
います︒

の総面積は︑約３︐３００平方メートル余となって

これらの建物は︑床は竹建りの上に錘及び畳表を

きの丸太を用いるなど︑伝統的に質素なものとされ

敷き扉及び壁は畳表を張り︑柱は加工をしない皮つ
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ています︒

大饗の儀の式場

大饗の儀は︑宮殿内の豊明殿で催されますが︑式
にしきぜじよう

場には悠紀主基両地方の風俗歌扉風が立てられるほ
か︑錦の軟障︑献物が陳列される献物台︑舞が奏さ

また︑主基地方については画家高山辰雄がその絵を︑

歌人香川進がその歌をそれぞれ揮墓しました︒

︵この資料は︑大嘗祭の当日参列者に配布されたものである︒︶

﹁神宮親謁の儀﹂

天皇皇后両陛下が︑﹁即位の礼﹂﹁大嘗祭﹂に伴う一連の

儀式が滞りなく終了したことをご奉告なされる﹁神宮親謁

の儀﹂が︑十一月二十七日︑二十八日の両日︑三重県伊勢

市の伊勢神宮外宮︵豊受大神宮︶と内宮︵皇太神宮︶のご神前

において執り行われた︒

﹁山陵親謁の儀﹂

天皇皇后両陛下が︑大嘗祭の終了をご奉告なされる﹁山

二日には︑神武天皇陵︵奈良県橿原市︶︑孝明天皇陵︵京都市

陵親謁の儀﹂が︑十二月二日から五日にかけて執行された︒

大正天皇陵︑昭和天皇陵︵ともに東京都八王子市︶と︑極め

東山区︶三日には︑明治天皇陵︵京都市東山区︶五日には︑

てご多忙のご日程で行われている︒
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れる舞台などが設置されます︒
﹁錦の軟障﹂

せんねんまつさんすいず

天皇皇后両陛下の御座の後方に懸けられる帳のこ
とをいい︑千年松山水の図が描かれています︒
﹁悠紀主基両地方の風俗歌扉風﹂

悠紀主基両地方の四季の風景を描いた解風のこと
されています︒

をいい︑その地名を詠永込んだ風俗歌の色紙が貼付
このたびは悠紀地方については画家東山魁夷がそ
の絵を︑歌人窪田章一郎がその歌をそれぞれ揮室し︑

−

歴代天皇

神武天皇
緩靖天皇
安寧天皇
認徳天皇
孝昭天皇
孝安天皇
孝霊天皇
孝元天皇

践詐︒受禅︵譲位︶

辛酉歳正月朔庚辰
庚辰正月八日己卯
壬子歳七月三日乙丑

辛卯歳二月四日壬子
丙寅歳正月九日甲午
己丑歳正月七日辛卯

辛未歳正月十二日突卯

位

丁亥歳正月十四日甲申

大嘗祭

悠紀・主基

（34）

即

開化天皇
崇神天皇
垂仁天皇
景行天皇
成務天皇
仲哀天皇
応神天皇
仁徳天皇
履中天皇
反正天皇
允恭天皇
安康天皇
雄略天皇
清寧天皇
顕宗天皇
実未歳十一月十二日壬午
甲申歳正月十三日甲午
壬辰歳正月二日戊寅

辛未歳七月十一日己卯
辛未歳正月五日戊子
壬申歳正月十一日庚子
庚寅歳正月朔丁亥
実酉歳正月三日己卯
庚子歳二月朔壬午
丙午歳正月二日戊寅
壬子歳十二月

実巳歳十二月十四日壬午
丙申歳十一月十三日甲子
庚申歳正月十五日壬子
乙丑歳正月朔己巳
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仁賢天皇
武烈天皇
継体天皇
安閑天皇
宣化天皇
欽明天皇
敏達天皇
用明天皇
崇峻天皇
推古天皇
野明天皇
皇極天皇
孝徳天皇
斉明天皇
天智天皇
大化元年乙巳歳︵六四五︶
六月十四日庚戊受禅

戊辰歳正月五日乙酉
戊寅歳十二月
丁亥歳二月四日甲午
ａ巴
継体天皇廿五年辛亥二月七
日丁未
乙卯歳十二月

己未歳十二月五日甲申
壬辰歳四月三日甲戊
乙巳歳九月五日戊午
丁未歳八月二日甲辰
崇峻天皇五年壬子歳︵五九
二︶十二月八日己卯
淵珊厭胆阪畔配紐歳︵六二
皇極天皇元年壬寅歳︵六四
二︶正月十五日辛未
同日

天智天皇七年戊辰︵六六八︶

斉明天皇元年乙卯歳︵六五
五︶正月三日甲戊
正月三日戊子
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弘文天皇
天武天皇
持統天皇
文武天皇
元明天皇
元正天皇
聖武天皇
孝謙天皇
淳仁天皇
称徳天皇
光仁天皇
桓武天皇
平城天皇
嵯峨天皇
淳和天皇
文武天皇元年丁酉︵六九七︶

八月朔甲子受禅

波濃作河前勢前前幡河

磨波濃幡前磨馬江馬江張濃幡磨波磨

一︶十二月五日丁卯

播丹美因備播但遠但遠尾美因播丹播

天智天皇十年辛未︵六七
天武天皇二年美酉歳︵六七
三︶二月二十七日英未

一月

同年英酉︵六七三︶十一月
十六日丁卯
朱鳥五年辛卯︵六九一︶十

蚊藻蓋一垂融廉九

朱烏四年庚寅︵六九○︶正
月朔戊寅
同年同月十七日庚辰

九︶十一月廿五日乙卯
同年戊戊十一月二十三日辛
卯

天平勝宝元年己丑︵七四

同年十一月二十三日己卯

一月十九日辛卯

霊亀二年丙辰︵七一六︶十

和銅元年戊申︵七○八︶十
一月廿一日己卯

同日

慶雲四年丁未︵七○七︶七
月十七日壬子
霊亀元年乙卯︵七一五︶九
月二日庚辰受禅

同日

同日

同日

延暦二十五年丙戊︵八○六︶

三月十七日辛巳践詐
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神亀元年甲子︵七二四︶二
月四日甲午受禅
九︶七月二日受禅

天平勝宝元年己丑︵七四
一︶八月朔庚子受禅

天平宝字二年戊戊︵五八

宝亀二年辛亥︵七七一︶十
一月廿一日突卯

五︶十一月廿二日己卯

天平神護元年乙巳︵七六
宝亀元年庚戊︵七七○︶十
月朔己丑

同年十一月十三日丁卯

同日

同年同月十五日美卯

大同三年戊子︵八○八︶十
一月十四日辛卯

四︶十月九日壬申践詐

大同元年五月十八日辛巳

弘仁元年庚寅︵八一○︶十
一月十九日乙卯

天平宝字八年甲辰︵七六

同年同月十三日戊子

同年十一月十七日丁卯

延暦二十五年辛酉︵七八一︶

大同四年己丑︵八○九︶四
月朔丙子受禅

同年同月二十七日辛亥

四月三日辛卯受禅

弘仁十四年美卯︵八二三︶
四月十六日庚子受禅

丹美美参備伊備越因参

仁明天皇
文徳天皇
清和天皇
陽成天皇
光孝天皇
宇多天皇
醍醐天皇
朱雀天皇
村上天皇
冷泉天皇
円融天皇
花山天皇
一条天皇
三条天皇
後一条天皇

安和二年己巳︵九六九︶八
月十三日戊子受禅

康保四年丁卯︵九六七︶五
月二十五日英丑践詐

天慶九年丙午︵九四六︶四
月二十日庚辰受禅

延長八年庚寅︵九三○︶九
月二十二日壬午受禅

寛平九年丁巳︵八九七︶七
月三日丙子受禅

肱訓恒牌剛球肌馴卿七︶八

元慶八年甲辰︵八八四︶二
月四日乙未践詐

貞観十八年丙申︵八七六︶
十一月二十九日壬寅受禅

天安二年戊寅︵八五八︶八
月二十七日乙卯践詐

嘉祥三年庚午︵八五○︶三
月二十一日己亥践詐

天長十年突丑︵八三三︶二
月二十八日乙酉受禅

同年十月十日丙戊

同年九月二十三日丁卯

同年十月十一日丙寅

同年同月二十八日戊子

同年十一月二十一日庚辰

同年同月十三日丙戊

同年十一月十七日丙戊

同年同月二十三日甲寅

元慶元年丁酉︵八七七︶正
月三日乙亥

同年十一月七日甲子

同年四月十七日甲子

同年三月六日美巳

同年十一月二十二日己卯

同年十一月十八日乙卯

一月廿三日辛卯

仁寿元年辛未︵八五一︶十

一月十六日丁卯

貞観元年己卯︵八五九︶十

一月廿二日乙卯

仁和四年戊申︵八八八︶十

同年十一月二十日辛卯

一月十三日辛卯

承平二年壬辰︵九三二︶十

同年十一月十六日英卯

一月廿四日実卯

安和元年戊辰︵九六八︶十

一月十七日乙卯

天禄元年庚午︵九七○︶十

同年十月十六日乙卯

同年七月二十二日戊子

同年十一月十五日乙卯

長和元年壬子︵一○一二︶
十一月廿二日乙卯

同年十一月十五日己卯

一月廿一日辛卯

寛和元年乙酉︵九八五︶十

同年二月七日壬午
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同年十一月十五日丁卯

永観二年甲申︵九八四︶八
月二十七日甲辰受禅
寛和二年丙戊︵九八六︶六
月二十三日庚申践詐
寛弘八年辛亥︵一○二︶
六月十三日乙卯受禅
長和五年丙辰︵一○一六︶
正月二十九日甲戎受禅

備近丹近備近丹近丹近播近備近丹迎丹近播近備伊備美美参播伊備近

中江波江中江波江波江磨江中江波江波江磨江前勢中濃作河磨勢中江

後冷泉天皇

後朱雀天皇
寛徳二年乙酉︵一○四五︶
正月十六日英酉受禅

長元九年丙子︵一○三六︶
四月十七日乙丑践詐

同年七月二十一日辛卯

同年四月八日甲午

同年七月十日丙戊

同年十一月十七日辛卯

永承元年丙戊︵一○四六︶

十一年十五日辛卯

同年十一月二十二日辛卯

承保元年甲寅︵一○七四︶

寛治元年丁卯︵一○八七︶

十一月廿一日乙卯

同年十一月十八日丁卯

十一月十九日丁卯
天仁元年戊子︵二○八︶
十一月廿一日丁卯
同年二月十九日英卯

康治元年壬戊︵二四二︶
十一月十五日奏卯

同年十一月二十三日丁卯

同年十一月二十二日己卯

平治元年己卯︵二五九︶
十一月廿三日実卯
仁安元年丙戊︵二六六︶
十一月十五日乙卯
同年三月二十日壬午

同年十一月二十二日乙卯

同年十一月十八日奏卯

寿永元年壬寅︵二八二︶
十一月廿四日辛卯

同年三月三日庚子

月廿八日甲寅行二即位之礼一

寿永三年甲辰︵三八四︶七

同年四月二十二日甲辰

同年七月二十七日甲戊

同年十二月二十日丙午

同年十月二十六日庚子

同年同月二十七日辛卯

同年十二月朔壬午

同年十二月十九日奏卯

同年同月二十九日葵卯

後三条天皇
延久四年壬子︵一○七二︶

十二月八日壬午受禅
応徳三年丙寅︵一○八六︶

十一月二十六日庚辰受禅
嘉承二年丁亥︵二○七︶
七月十九日実卯践詐
保安四年葵卯︵一二一三︶

正月二十八日壬午受禅
永治元年辛酉︵二四一︶
十二月七日辛未受禅
久寿二年乙亥二一五五︶
七月二十四日己巳践詐
保元三年戊寅︵二五八︶
八月十一日戊戊受禅
永万元年乙酉︵二六五︶
六月二十五日壬寅受禅
仁安三年戊子︵二六八︶
二月十九日壬子受禅
治承四年庚子︵二八○︶
二月二十一日美卯受禅
寿永二年葵卯︵二八三︶
八月二十日践詐
建久九年戊午︵二九八︶
正月十一日己酉受禅
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治暦四年戊申︵一○六八︶
四月十九日庚申践詐

白河天皇
堀河天皇
鳥羽天皇
崇徳天皇
近衛天皇
後白河天皇

二条天皇
六条天皇
高倉天皇
安徳天皇
後鳥羽天皇
士御門天皇

備近丹近丹近備近丹近丹近丹近丹近備近丹近備近丹近備近備近丹近

中江波江波江中江江江波江波江波江中江波江中江波江中江中江波江

順徳天皇
仲恭天皇
後堀河天皇

承元四年庚午︵一二一○︶

十一月二十五日己酉受禅
承久三年辛巳︵二三一︶
四月二十日甲戊受禅

同年十二月二十八日壬午

同年十二月朔庚辰

憾摺に悼玉畔恥ルー一二︶

同年十二月五日庚辰

同年十一月十三日辛卯

十一月二十日己卯

嘉禎元年乙未︵一二三五︶

貞永元年壬辰︵一二三二︶
十月四日庚辰受禅

同年三月十八日庚子

貞応元年壬午︵二三二︶
十一月廿三日丁卯

仁治三年壬寅︵一二四二︶
正月二十日奏卯践詐

同年十一月二十四日己卯

承久三年辛巳︵一二二一︶
七月九日辛卯践詐

後嵯峨天皇

同年三月十一日庚子

四条天皇
後深草天皇

文応元年庚申︵一二六○︶

三月十五日庚子

弘安十一年戊子︵一二八八︶

同年三月二十六日英卯

同年十一月二十日英卯

正応元年戊子十一月二十二
日英卯

同年十一月十九日辛卯

十一月十六日己卯

正月二十六日甲辰受禅
弘安十年丁亥︵一二八七︶
十月二十一日戊寅受禅

同年十月十三日丁卯

同年十一月二十日乙卯

同年十二月二十八日丙寅

寛元四年丙午︵一二四六︶
正月二十九日己未受禅
正元元年己未︵一二五九︶

十一月二十六日乙丑受禅

跡肱裁惇戟賊弥恭挺蹴八︶

同年三月二十四日甲子

後伏見天皇
後二条天皇

花園天皇

十一月二十四日美卯

同年十一月二十二日己卯
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亀山天皇

正安三年辛丑︵一三○一︶
正月二十一日壬戊受禅

同年十一月十六日庚子

文永十一年甲戊︵一二七四︶

延慶元年戊申︵二一○八︶
八月二十六日壬子践詐

同年三月二十九日庚寅

後宇多天皇

文保二年戊午︵一三一八︶
二月二十六日戊午受禅

同年十月五日庚寅

伏見天皇

後醍醐天皇

延元四年己卯︵一三三九︶
八月十五日辛丑受禅

同年三月

延慶二年己酉︵一三○九︶

後村上天皇

正平二十三年戊申︵一三六
八︶三月践詐

長慶天皇

備近丹近備近丹近備近丹近備近丹近備近丹近備近

丹近

中江波江中江波江中江波江中江波江中江波江中江

波江

弘和三年葵亥︵一三八三︶

永享二年庚戊︵一四三○︶

文正元年丙戊︵一四六六︶

丹近丹近備近丹近

波江

波江波江中江波江

後亀山天皇

正平二十三年︵一三六八︶
三月十一日
弘和三年︵一三八三︶十月
同年十二月二十八日壬寅

十一月十六日乙卯

弘和三年戊申︵一三八三︶
受禅
永徳二年壬戊︵一三八二︶
四月十一日庚寅為二後円融
行二即位之礼一

十一月二十一日乙卯

後小松天皇

応永二十一年甲午︵一四一
四︶十二月十九日戊子

十一月十八日乙卯

明暦二年丙申︵一六五六︶
正月二十三日英卯

応永二十二年︵一四一五︶

八月二十九日壬午受禅

永享元年己酉︵一四二九︶
十二月二十七日己亥

院天皇皇太子一受禅
応永十九年壬辰︵一四一二︶

後花園天皇
正長元年戊申︵一四二八︶
七月二十八日戊寅践詐

十二月十八日乙卯

三月二十二日甲戊

永正十八年辛巳︵一五二一︶

明応九年庚申︵一五○○︶
十月二十五日丙午践詐

天文五年丙申︵一五三六︶
二月二十六日壬子

称光天皇
後土御門天皇

寛正六年乙酉︵一四六五︶
十二月二十七日庚子

後柏原天皇
大永六年丙戊︵一五二六︶
四月二十九日壬午践詐

永禄三年庚申︵一五六○︶
正月二十七日甲午

承応三年甲午︵一六五四︶
十一月二十八日甲寅践詐

同年四月二十七日乙丑

同年十一月六日辛卯
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寛正五年甲申︵一四六四︶
七月十九日庚午受禅

後奈良天皇

弘治三年丁巳︵一五五七︶
十月二十七日丙午践詐

同年四月十二日壬午

同年同月二十五日丙辰

慶長十六年辛亥︵一六二︶
三月二十七日丁卯受禅

寛永七年庚午︵一六三○︶
九月十二日戊子

寛文三年突卯︵一六六三︶
正月二十六日乙未受禅

同年四月二十八日辛亥

同年十月二十一日壬午

貞享四年丁卯︵一六八七︶
三月二十一日己亥受禅

十月三日甲子受禅

寛永二十年突未︵一六四三︶

寛永六年己巳︵一六二九︶
十一月八日己丑受禅

十一月七日戊戊受禅

天正十四年丙戊︵一五八六︶

正親町天皇
後陽成天皇

後水尾天皇

明正天皇
後光明天皇

後西天皇
霊元天皇
東山天皇

丹近

中御門天皇趨賊誠伸も既協幹批榊九︶
同年十一月三日戊戊

宝永七年庚寅︵一七一○︶
十一月十一日辛丑

桜町 天 皇 壷 再 諾 詔 詮 一 五 ︶

同年九月二十一日戊申

五月二日辛卯受禅

元文三年戊午︵一七三八︶

十一月十九日丁卯

寛延元年戊辰︵一七四八︶

十一月十七日丁卯

明和八年辛卯︵一七七一︶
四月二十八日戊戊

天明七年丁未︵一七八七︶

同年十一月十九日乙卯

明和元年甲申︵一七六四︶
十一月八日乙卯

安永九年庚子︵一七八○︶

十一月二十七日庚辰

宝暦十三年葵未︵一七六三︶

桃園天皇延享四年丁卯︵一七四七︶
後桜町天皇侭服計に牌旺餅誕乳雛ハニ︶

後桃園天皇棚荊貼詳恢順昨昨靴批榊︶

光格天皇按菰肌群相骸俳か跳鮎耐︶

十一月二十七日辛卯

十一月二十一日辛卯

文政元年戊寅︵一八一八︶

十二月四日戊申
同年九月二十一日壬戊

慶応四年戊辰︵一八六八︶
八月二十七日辛未

九月二十三日己亥

同年同月十四日

明治四年辛未︵一八七一︶
十一月十七日辛卯

十一月二十一日辛卯

県県県県県県房斐波江波江波江波江波江波江波江
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仁孝天皇誌誌許霊誕七︺
明治天皇噸肱拒畔町訓脇咋八六七︶

大正四年乙卯︵一九一五︶
十一月十日

同年十一月十四日

嘉永元年戊申︵一八四八︶

大正天皇敬服一訓伸旺蹄鵬一九一二︶

昭和三年戊辰︵一九二八︶
十一月十日

同年十一月二十三日

弘化四年丁未︵一八四七︶

昭和天皇冊訓耽詳柄頭俳勝航二六︶

平成二年庚午︵一九九○︶
十一月十二日

孝明天皇刻肌恒群胴許弥勝伽四六︶

今上天皇柵捌状肘棚畔配湘︵一九八
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天皇皇后両陛下のお歌について夜久正雄一

︵平成三年新年の新聞発表より︶

昭和天皇は︑元日新聞への御製・御歌の御発表には積極

ては︑ほとんどなかった︒

けで︑それ以外の御製・御歌の発表は︑特別の場合を除い

戦前は︑恒例の宮中歌会始の御製︑御歌が発表されるだ

時皇后︶陛下の御歌も同時に発表されるようになった︒

画ＯｈＱｂｂｂｂ■ＱｈＱＱｂｂｑｂｑｂｂＱｂ■ｈＱＱＱｑｂ■一ｂｈｂｂｂｂｑｂｂｂｂｂｂ■ｂｂｂｂ町ｂ日﹃ｂＱｂｈｂＥｑｂｂＱＱｈ■■財ｂＱｂｂｂ■ｂＱｑ町ｂ■■ｂｂｑｂｂ■■画ロ日ＱＱｂ■一ｂｂｂＱ同■■ｑｂｂＱｑ二■■ｂｂｂｂｑｂ■一ｂＱｂｂＱ■■一ｂｑｑｑｂ■ｑＱｈｂｂｂｂ■一ｂｑＱＱＱｂｑｂｂｂｂｂｂ■ｂＱＱｂＱｂ■ＱＱｑｂＱ■ｑＱＱＱＱＱｂｑｑｈｂｂｂｂ■ｂＱＱＱｂ■ｑｂｂｑｑＱｂｑｑＱｑｑｂ︽■■ｂＱｈｂＱｂｑｂｂｑＱｂ■■ｑｂＱＱｑｂｑＱｂＱｂｂ

ぎよせい

㈲御製御歌の元日新聞への御発表ならびに歌会始

ふうた

元日に神前で天皇陛下のお歌︵御製︶ならびに皇后陛下

ｚや○

のお歌︵御歌︶を拝謡するのが︑私の新年の事はじめであ

的で︑このことを欠かされなかったばかりか︑最後の御病

中にも︑御製の元日御発表をお心にかけて御努力になられ

当年の御製御歌が元日の新聞各紙に発表されるのである︒

このことは︑昭和天皇のおはじめになったことで︑昭和二

にわれわれは恐擢感動した︒

また︑昭和天皇には︑御在位中に︑二冊の歌集を刊行し

たのである︒平成元年︵昭和六十四年一月一日︶の御製発表

ていらっしゃる︒昭和二十六年御年満五十での﹃承やまき

十一年元日からのことである︒占領中は︑米軍の支配下で

したことが始められたのである︒当時︑われわれはすがり

たが︑天皇のお心を直接国民にお告げになる意味で︑こう

﹃あけぼの集﹄とである︒︵また︑お亡くなりになってから昨年

りしま﹄と︑昭和四十九年御年満七十三での両陛下御集

あって︑天皇のお歌が発表されることなど予期できなかっ

つくような思いで御製を拝諦し︑変らぬお心を仰いで︑生

昭和天皇が︑いかに和歌を重んじられたかは︑右にょっ

には﹃おほうなばら﹄が刊行された︒︶

きる力を得たのである︒

そして︑占領終了後︑昭和二十八年﹁独立後はじめて迎

える元日﹂の各紙から恒例となった︒やがて︑皇太后︵当
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天皇と国民との心の交流が和歌によって行なわれる︑と

ても︑はっきりと知ることができるであろう︒

る︒

いうことは︑日本文化の核心であり︑建国以来の伝統であ

すめが承

和歌は︑単なる趣味というものではなく︑人間の修養に

ひとりひとりの心を︑歌によって天皇のお手もとまでお伝

が︑国民は誰でも︑それに詠進することによって︑国民の

これが︑日本の国がらの根本である︑と︑私は信じてい

え申しあげることができる︒

新年には右のようにして天皇・皇后両陛下のお歌が新聞

る︒

して一年をすごす︒

紙上に発表される︒私などはそのお歌を折にふれては拝講

ことだま

関する﹁道﹂︵しきしまの道︶であって︑﹁皇神のいつくしき

である︒

ある︒

ない︒各紙を参照しなければならない︑というのが現状で

の御製御歌を読めばよいわけであるが︑一紙では間に合わ

しかし︑それには多少の努力がいる︒もちろん元日新聞

製御歌を神前に拝調する︒

さきに述べたように︑私は︑元日には︑当年御発表の御

ロ平成三年年頭御発表の御製・御歌

国︑言霊の幸はふ国﹂︵﹃万葉集﹄︶とは神代以来の伝統なの

いまそのことについて詳しくのべるいとまはないが︑昭

和天皇さまが︑当年のお歌を︑新年元日各紙に御発表にな
り︑それを恒例のこととなさったことを︑私は︑歴史的に
見て実に重要なことであると思っている︒

それは大東亜戦争敗戦後の国の危急存亡の時期に生れた︑
天皇と国民とを結ぶ新しい文化的な出来事であった︒
きんじよう

今上天皇は︑昭和天皇のお心をそのままお継ぎになって︑
昨年平成二年元日の新聞に︑御製の発表を行なわれた︒

つづいて︑本年も︑元日新聞紙上に御製︑御歌の発表を

の御発表は︑国民思想の形成の上で︑重要なことと考えて

前述のように︑私などは︑御製・御歌の元日新聞紙上へ

これによって我を日本国民は当年の天皇のお歌を新年の

相続されたのである︒誠にありがたいことである︒

見ることができた︒昭和天皇のはじめられたことは正しく

新聞紙上に拝することができる︒そして︑天皇陛下のお心

はかなえられないのである︒

いるものであるが︑遺憾なことに︑現状ではそれが一紙で

例えば︑今年は︑御製五首御歌三首が発表された︵東京新

をお歌を通して直接に仰ぐことができるのである︒

また新年には皇居において﹁歌会始の儀﹂が行なわれる
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聞記事︶のであるが︑各紙別に見ると︑次のようになって

新聞が御製・御歌の全部ということになるが︑各紙を参照

むように改まることを切願する︒今年は記事からして東京

さまざまの歴史を思ひ海一つ隔つる国のまれ人迎ふ

八大韓民国大統領閣下をお迎えしてＶ

天皇陛下のお歌

製御歌が掲載されている︒

首が新年にあたり宮内庁から発表された﹂として︑次の御

年中に詠まれたお歌のうち五首と︑皇后さまが詠まれた三

東京新聞は﹁両陛下のお歌﹂という題で﹁天皇陛下が昨

通りである︒

今年度御発表の御製・御歌は︑東京新聞によると︑次の

か︑ｌまだわからない．

は︑ほとんど見ることがなかった︒これが何を意味するの

時事詠などが大きな活字で発表されたものであるが︑今年

そう云えば︑昭和時代は︑新春の新聞紙上に有名歌人の

いのである︒

したとしても︑果してそれがすべてであるという保証はな

いる︒︵東京各紙︶

東京新聞︵御製五首御歌三首︶

日本経済新聞︵御製一首御歌一首︶
毎日新聞︵御製三首御歌なし︶
産経新聞︵御製五首御歌なし︶
朝日新聞︹御製五首御歌なし︶
読売新聞︵御製三首御歌一首︶

ジャパン・タイムズ︵御製英訳五首御歌英訳三首︶

昨年は日経他三紙が御製を全部かかげていた︒ジャパン
・タイムズには一首も英訳はなかった︒︵昨年は御歌の発
したがって︑どの新聞が御製・御歌の全部を発表するの

表はなかった︒︶

か︑予測することができない︒そのため︑今年は︑私は︑

まず全紙を購入することから元旦の仕事をしなければなら
なかった︒

全部で八首のお歌の発表が︑それほど紙面を圧迫すると

も思えない︒どうして︑各紙とも御製・御歌のすべてを発
表するようにならないものか︑と︑私は思う︒そのことが

行なわれないところに︑ジャーナリズムの現代の性格があ
る︑と云えばそういうことになるが︑残念なことである︒

昭和時代もこのような状態がつづいたことだが︑一紙です
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八集中豪雨Ｖ

セキレイの冬の承園に遊ぶさま告げたしと思ひ覚めて

八昭和天皇をお偲びしてＶ

新聞だからやむを得ないことかも知れないとして︑前の一

これももとのものはふり仮名であったのであろう︒これは

あろう︒ふり仮名を括弧内に入れたのも︑新聞の記載法で︑

だけの記載法であるから︑これは書き下しがもとのもので

上の句と下の句とのあきを一宇分とったのは︑東京新聞

︵承よ︶の朝あけ

ながき年目に親しふし承衣の黄丹︵おうに︶の色に御代

八ご即位を祝してＶ

宣︵の︶らしき

聖︵ひじり︶なる帝にまして越ゆるべき心の山のありと

八明治神宮ご鎮座七○周年Ｖ

さゑしむ

この年も集中豪雨のまがにより失はれたる命惜しまる
八イラク国在留邦人Ｖ

外国︵とっくに︶に留め置かれたる人々の上思はれて日
灸を過ごしぬ

八即位の礼饗宴の儀Ｖ

過ごしぬ

外国︵とっくに︶のあまたまれ人集ひ来て宴の夜を語り

八大嘗祭Ｖ

父君のにひなめまつりしのびつつ我がおほにへのまつ
り行なふ

皇后陛下のお歌

字アキは書き下しに直すべきであろう．八１Ｖは︑前書
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周年﹂は明治神宮の﹃代を木﹄誌発表のものには﹁七十周

きであろうから︑そのように書けばよいであろう︒﹁七○

二︶の疎開中の二首をはじめとして︑少年時代のお歌︑青

拝見すると︑﹁皇太子殿下御歌﹂は︑昭和二十年︵御年十

皇太子になられるまでに︑既にこのような和歌の修行を

びに側近の侍従たちが詠進する︶によるお歌が五首ある︒

の歌の会の兼題︵天皇が題を出されてその題によって皇族なら

れるまで︑十七首のお歌が掲げられている︒中に︑皇居内

年時代のお歌︑昭和二十八年︑御年二十で立太子礼を行わ

右によって始めて︑宮内庁発表の通りと思われる新年発

年﹂とあった︒

前に〃一紙ではすまない︑多少の努力がいる︒″と書い

表の御製・御歌が拝謂できることになる︒

たのは︑右のようなわけなのである︒事実の報道を使命と
する新聞としてはどういうものであろうか︒﹁歌会始﹂の

皇太子になられてからは︑また︑天皇陛下の御出題によ

積まれていらっしゃるのである︒

る皇居の歌の会への詠進に加えて︑歌会始への詠進︑東宮

報道は各紙とも同一で発表通りのものであるから︑新年発
表の御製・御歌も各紙とも全部をあげてもらいたい︒そう

御所内における歌会の主催等︑ｌ皇太子としての和歌の

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

御題・出船﹂の

皇太子時代のお歌は︑昭和二十八年御年二十の﹁歌会始

になられたのが︑﹃ともしび﹄である︒

修業をおつぷになるのである︒その中から選ばれてお示し

願うのは私ひとりだけではあるまい︒

新年のはじめに御製・御歌が発表される意味ならびに
﹁歌会始﹂の意味については︑近刊の昭和天皇御製集﹃お
ほうなばら﹄の巻末の岡野弘彦氏の﹁昭和天皇の歌風﹂に
情理を尽した解説がある︒是非読んでいただきたい︒
白﹃ともしび﹄︵皇太子・同妃両殿下時代の御歌集︶の

という勇壮無類のお歌をはじめとして︑昭和六十一年︑御

のさま

天皇・皇后両陛下には︑皇太子・同妃両殿下時代に︑す

のお歌が発表されている︒最後の昭和六十一年の﹁水﹂の

年五十三の﹁歌会始御題・水﹂のお歌まで︑約百四十二首

お歌について

でに両殿下御歌集﹃ともしび﹄が刊行されている︒︵昭和六

お歌は次の通りである︒

十一年十二月二十三日初版︑宮内庁東宮職編集︑婦人画報社発行で
ある︒︶
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とっくに
ひもとゆた
さち
外国の旅より帰り日の本の豊けき水の幸を思ひぬ

アメリカの代表的詩人ホイットマンは︑詩の極意は︑シ
ンプリシティーにある︑と言ったが︑右のお歌は︑その極
意を達成されたものであろう︒何の飾りもなくありのまま
にして万人の共感をかちうる現代名歌の一首と仰がれる︒

つい読承すごしてしまいそうになる︑そういう私自身の心

のいましめのためにも︑と思って一言した︒﹃ともしび﹄

を読んでいただければすぐわかる︒

四御製拝謂

今回御発表のお歌は︑いうまでもなく昨年中にお詠承に

なったお歌であるが︑それがだいたい月日順に発表されて

の大事を深く御体験になられるのである︒誰の歌でもそう

いて︑一年中の国の大事の記録ともなっている︒天皇は国

そのあとに﹁琉歌﹂︵琉球短歌︶六首がつづく︒

そのほか︑集中には︑連作和歌と考えられる﹁新嘗祭七

だが︑歌になってのこっているということは︑それぞれが

首﹂﹁タイ国を訪問四首﹂﹁沖縄国際海洋博覧会開会式出席
のため沖純県を訪れて三首﹂ほか二首の連作和歌もある︒

真の体験であるということになるのである︒

である︒慮泰愚大統領閣下の五月訪日の折の御製である︒

第一首目は八大韓民国大統領閣下をお迎へしてＶの一首

これも︑天皇陛下が現代和歌の修業をいかにつんでいらっ
しゃるかを示すものである︒これは形だけを言っているの
ではなく︑右の連作和歌はゑなすばらしいお歌と申上げる
﹃ともしび﹄のお歌について述べることは以上でとどめ

に弁明することもなく︑そのまま受け容れた︒韓国側の要

に謝罪を要求した韓国側の要求に対して︑日本政府が十分

ついて︑それを植民地支配という一言で極めつけて︑天皇

これは国としての大事であった︒日韓合併時代の歴史に

るが︑ともかく︑天皇陛下のお歌についての御努力は︑専

ことができるからである︒

門歌人と言われる人に劣るものではあるまい︑と思われる︒

日本の政治家やジャーナリズムが︑当時の日韓関係の歴

求は要求として︑

皇后陛下についても同じことが云えるのであって︑両陛下

史を究明することなく︑一方的に韓国民の意のままに自国

そのことを言っておきたい︑と思ったのである︒これは︑

とも︑既にすぐれた歌を沢山お作りになっていらっしゃる︑

の歴史を断罪するのを私などは実に残念に思ったものであ

る︒そして︑天皇陛下がどのようにお心をいためられたか︑

ということである︒

天皇陛下のお歌は︑お言葉づかいがあまり簡明なので︑
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とができなかったが︑今上天皇が昭和天皇の全斗換大統領

と拝察して︑憂慮にたえなかった︒結局私など何もするこ

おだやかな道が示されていることを感じるのである︒

おだやかな歌のしらべに感じられる︒そこに日韓親交への

御製には韓国大統領を成心なくお迎えなさるお気持が︑

﹁まれ人﹂は﹁国賓﹂の意味で昭和天皇のお歌の中で使

趣きのお歌である︒

英訳されて大統領につたえられた︒内容はちがうが同じ

て

大統領は冬晴の朝に立ちましぬむつゑかはせし識既を綴

だいとうりょうふゆばれあさ

ある︒

昭和天皇には﹁米国大統領の初の訪日﹂と題するお歌が

来日の折の御言葉をそのまま引用されて︑そのお心持をく
りかへすということで一段落したのであるが︑陛下の御心
痛を拝察して︑何ともつらい日灸をすごしたのである︒
その折の御製である︒︵御製・御歌にはふりがなを附した︒︶

れきしおもう熟へだくにぴとむか

さまざまの歴史を思ひ海ひとつ隔つる国のまれ人迎ふ
一首一文で︑全く自然に︑大韓民国大統領をお迎えする

おっしゃるお言葉にも︑有史以来の長い日韓関係史という

あたたかいお心がこめられている︒﹁さまざまの歴史﹂と

天皇は作歌については︑昭和天皇に範をとっていらっしゃ

われ︑今上天皇はそれをそのままお使いになられる︒今上

日韓関係は︑有史以来迂余曲折を経て来ていて︑現在の

れるのである︒

るのであろうと思う︒歌の詠歌ぶりの上で私にはそう思わ

ものが回顧される︒

いだろうが︑おたがいに︑御製にあるような︑迫らぬ態度

とししゆうちゅうごうう

うしな

第二首目は八集中豪雨Ｖのお歌である︒

韓国民の日本人に対する怨恨の情は一時代では解消しがた
で︑﹁歴史﹂をかえり象ることで︑解決されるのではある
まいか︑と思われる︒

．葦帯水﹂ともいうが︑これは何か誇張があるように

るお言葉づかいであるが︑﹁集中豪雨﹂という言葉はお歌

﹁災害﹂を﹁まがというのは︑昭和天皇のお歌によくあ

いのちを

﹁海一つ隔つる国﹂とは︑まことに適切な御表現で︑日この年も集中豪雨のまがにより失はれたる命惜しまる

思われるので︑﹁海ひとつ隔つる国﹂という自然の御表現

の中にはない︑﹁水のまが﹂というようにお使いになる歌

韓国交の重要性をも暗示する︒

に及ばない︒
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漢語を和歌の中に使うことは︑近代短歌では問題ないと

については︑昭和天皇も毎年お心にかけられ︑そうした憂

一気に述べて︑哀惜の情切実な御表現である︒風雨の災害

国果中豪雨の主がにより失はれたるいのち借し主る﹄ほ︑

されているが︑皇族方のお歌には比較的に少いように思わ

慮のお歌が多かったが︑今上天皇は同じ憂いをおつづけに

が多い︒・

れる︒明治天皇のお歌は︑発表のものが一万首ちかくある

なる︒

いので︑関心が薄いが︑陛下のお心は︑日本全国に同じよ

私など東京に住んでいる者は︑風水害からは比較的に遠

が︑漢語使用はほとんどない︒傑出した漢詩人とされてい
皇のお歌の詠風は︑万葉調に近い近代短歌風のように拝さ

﹁この年も﹂という冒頭の句に︑大きないましめのお心

うに及んでいらっしゃるのである︒

る大正天皇の和歌も漢語使用はあまり見当らない︒昭和天

めかしく感じられるのは︑そのせゐかも知れないが︑和歌

外国に留め置かれたる人灸の上思はれて日食を過しぬ

﹁人々の上思はれて﹂は〃上思ひつつ〃よりも自然な表

とっくにとおひとぴとうえおもひびすご

第三首目は八イラク抑留邦人Ｖと題するお歌である︒

を拝する︒

れるが︑漢語使用はあまり見当らない︒御製御歌が何か古
を耳で聞く︑声に出して伝えるということから考えると︑

漢語は同音語が多くて意味がはっきりしない場合が多いの
である︒過般︑私は﹁歌会始﹂に出席させていただいてよ
くわかった︒音調・語感という点で漢語使用が和歌の中で
語意で︑それなりの語感がなければならない︒前のお歌の

抑制されるのであろう︒したがって︑漢語使用は耳なれた

﹁思ひつつ﹂は︑〃心配しつづけて″の意であるが︑﹁思

現と承るべきであろう︒

ろう︒前のお歌の﹁いのち惜しまる﹂も︑自発の意味で︑

はれては﹂は︑〃心配しないではいられない〃の意味であ

今上天皇のお歌は︑﹃ともしび﹄のお歌を承る限り︑漢

﹁歴史﹂などはその例である︒

でも︑耳で聞いてすぐわかるような漢語を効果的にお使い

語使用をそう抑制していらっしゃるとは思われない○それ

﹁集中豪雨﹂という言葉などいい例である︒今日では耳

表現と︑私には︑思われる︒今上天皇のお歌には皇太子時

御表現であろうか︒少くとも慣用的な表現に流されない御

〃いのちを惜しむ″よりも弱いようで強い︑自然随順態の

慣れた言葉になっているばかりでなく︑轟音をたててふり

代のお歌から︑〃悲しい〃とか〃うれしい〃とか︑そうし

になっていらっしゃるように思える︒

つづく大雨を一語で言うのにふさわしい語感をもっている︒
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ちちぎふ

したまひっっ︑わが大嘗祭の祭事を行なうｌとの意味で

合
た感情の言葉が少い︑抑制されてい
る■
のである︒
以上三首︑ゑな一首一文で︑第一句から一気に五句まで

あるが︑上の句に追憶の情をのべられて︑下の句に現実の

﹁父君﹂昭和天皇さまの厳修された新嘗祭のことを追慕

らべに自づからお心がこもっているのである︒

述べられていて︑散文のようでもあるが︑五七五七七のし

しび

うへほすすゆいにしへおも

歌声の調べ高らかになりゆけり我は見つむる小さきとも

うたごゑしらたかわれ砿ち

ひちりきの音と合せて歌ふ声しじまの中に低くたゆたふ

おとあはうたこゑなかひく

にひなめまつりはじしんかでんおとしづなが
新嘗の祭始まりぬ神嘉殿ひちりきの音静かに流る

松明の火に照らされてすのこの上歩を進め行く古思ひて

たいまつひて

新嘗祭七首︵昭和四十五年御年三十七︶

作とも申上げられる左記の連作和歌である︒

ある︒その中でも特に我々の心を打ったのは︑御歌中の傑

天皇の新嘗祭に奉仕なさったのであって︑その折のお歌が

天皇陛下は︑三十余年にわたる皇太子時代に︑父君昭和

べのお歌と拝される︒

意志とを﹁中今﹂の現実の行動にむすばれる︑雄大なしら

行為をそのままお詠承になられたのである︒回想と前進の

その点は︑次の二首も同じである︒

第四首目は八即位の礼饗宴の儀Ｖ
外国のあまたまれ人集ひ来て宴の夜を語り過しぬ

とっくにぴとつどきうたげよるかたすご

御即位の礼は︑高御座御登極を中心とする﹁正殿の儀﹂

にはじまり︑﹁祝賀御列の儀﹂によって一般国民の祝賀を
お受けなさり︑その夜︑﹁饗宴の儀﹂にお臨承になられた
のである︒厳粛な行事を無事に終えられて外国の賓客をお
に流れるようにうかがわれる︒﹁饗宴の儀﹂というといか

きょうえんぎ

迎えになられたおよろこびのお気持が︑一首のお歌の抑揚
めしく聞えるが︑その内容をなす心持というものがすべて
日本語で詠まれている︒そこに国際親善の本当の姿があら
われているように思われて︑何ともありがたいことである︒
第四首目は八大嘗祭Ｖと題するお歌である︒

ちちぎ承わ
行なふ

おこ

父君のにひなめまつりしのびつつ我がおほにへのまつり
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うたこゑしづきこときつげぶみよ柔
声

こゑ

歌ふ声静まりて聞ゆこの時に告文読ますおほどかなる御

拝を終へ戻りて侍るしばらくを参列の人の靴音繁し

はいをもどはくさんれつひとくつおとしげ

年度には次の三首を御発表になった︒

第一首目は︑八昭和天皇をお偲びしてＶと題する次のお
歌である︒

ふゆそのあそつおもさ

セキレイの冬の承園に遊ぶさま告げたしと思ひ覚めてさ
ゑしむ

をはうたごゑひび＄ど桑ち

夕べの儀ここに終りぬ歌声のかすかに響く一戻りゆく道

例えば︑下の句〃告げたしと思ひぬ夢の中にて〃とでも

ゆうぎ

右のお歌を今回のお歌と併せて拝調しまつると︑今上陛

すれば単純であるが︑﹁覚めてさ承しむ﹂と︑眠りから覚

る︒﹁告げたしと思ひ覚めてさゑしむ﹂という御表現は︑

では内容が複雑であるが︑それを一首に統一されたのであ

めての〃さふしさ〃まで歌に詠まれたのである︒その意味

下の祭事厳修のお心がひしひしと伝わってくるのである︒

歴代御製の中でも大嘗祭のお歌は珍らしいのではあるま
いろいろ議論のあった日本国憲法下の﹁大嘗祭﹂の問題

いか ︒

されていて︑深い追慕の情が表現されているのである︒一

夢から覚めての心のゆらぎがそのままにうたの調子に表現

三千三百余首のお歌を遣されたことからしても﹁聖帝﹂

明治天皇は︑その偉大なる御統治の上からしても︑九万

ひ
じり柔かどここころやまの
聖なる帝にまして越ゆるべき心の山のありと宣らしき

お歌である︒

第二首目は︑八明治神宮ご鎮座七０周年Ｖの題下の次の

いるうちに︑だんだんお心の深さがわかってきた︒

読した折は︑複雑なお歌だな︑と思ったが︑何回か読んで

もこの一首のお歌によって定着したと承られる︒お歌のし
信念が拝されるのである︒

らべがまことに雄大であって︑将来へ向っての確固たる御

㈲皇后陛下のお歌拝調
皇后陛下のお歌には︑妻として母として皇后としてのお
やさしいお心のあふれたお歌の多いことは︑既に皇太子妃
島美代子女史を師とされ︑多年にわたって御修業になられ

殿下時代の﹃ともしび﹄によって周知のところである︒五
たのである︒昨年度の新年発表にはお歌がなかったが︑今
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心

しずちとせやま

け︵明治三十九年のお歌︶

静かなる心のおくにこえぬべき千年の山はありとこそき

﹁聖天子﹂と申上げることのできる天皇さまであって︑そ
ういう称号が新聞記事などにも使われたのである︒お歌は

おぽぞらこころおぽめ

明治天皇御製﹁天﹂︵明治三十七年︶

畠ノＯ

この御歌は次の明治天皇御製を拝講されてのお歌である

ふり仰ぐかの大空のあさ承どりかかる心と思し召しけむ

あお

明治神宮御鎮座五十年祭に献詠

﹃ともしび﹄には︑また︑皇后陛下の次のお歌がある︒

それをとって﹁聖なる帝﹂と申上げたのであるが︑内容は
天皇のお心の御修養について詠んでいらっしゃる︒

このお歌は︑明治神宮発行の﹃代を木﹄には天皇陛下の
次のお歌と並べて発表された︑﹁献詠﹂である︒︵平成二年
十一 月 号 ︶

明治神宮鎮座七十年祭御献詠御製

めいじ染よとうと

︵昭和天皇崩御後初めて明治天皇例祭に参りて︶

いまよくにもといきづ

今の世の国の基の築かれし明治の御代を尊承しのぶ
皇后さまのお歌は︑御製に並べて︑﹁皇后陛下御歌︵御製

あさ象どり澄みわたりたる大空の広きをおのが心ともが

すおほぞらひろこころ

ろう︒﹁静かなる心のおく﹂にもなお越えなければならぬ

を拝して︶﹂とある︒この﹁御製﹂は明治天皇御製の意であ

な

﹁聖帝﹂明治天皇さまさえおっしゃった︑と詠まれたので

ｚ句◎

第三首目は︑八ご即位を祝してＶと題する次のお歌であ

天皇・皇后両陛下に継承されたのである︒

昭和天皇は明治天皇を敬仰なさったが︑そのお心は今上

幾山がある︑ｌ修養とは限りないものである︑と︑あの
ある︒完成・完全などというもののない人間修養の︑尽き
ることのない努力を詠まれた明治天皇の御製を仰いでのお
歌である︒

該当する明治天皇御製は次の御製であろう︒ジャパンタ
イムズが英訳して掲載していた︒
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皇后陛下

としめしたころもおうにいろ承よあさ
ひともこひもともりさかともねが
ながき年目に親し承し承衣の黄丹の色に御代の朝あけいにしへの人の守り来し日の本の森の栄えを共に願はむ
﹁承衣﹂とは︑天皇陛下の皇太子時代からお召しになっ
た束帯姿の御衣服をいうと思われる︒そのお衣の色が﹁正
こうろぜんごほう

ひもり
まもきぎ
いつの日か森とはなりて陵︵ゑささぎ︶を守らむ木木かこ
むさしの

殿の儀﹂の折の﹁黄櫨染御抱﹂のお衣に変ったこと︑その

の武蔵野に

ひ

なお︑皇太子さまのお歌は次の通りである︒

うた

︵亜細亜大学名誉教授︶

かくして平成三年の新年は始まったのである︒

たい︒なお来年度の御題は﹁風﹂とのこと︒

和天皇のなさった通りの形で行われたことを附記しておき

﹁歌会始﹂は︑テレビ放映︑予選者の出席︑そのほか昭

に響かふこきりこの唄

ひぴ

五箇山︵ごかやま︶をおとづれし日の夕飼︵ゅうげどき︶森

もり

輝くばかりの黄丹の色に︑新時代の始まることを思われた
のである︒祝意を直接的に述べられたのでなく︑﹁承衣の

黄丹の色に﹂﹁御代の朝あけ﹂を感じとられてのお歌であ
たか雛くら

われわれは天皇さまが高御座におのぼりになった折のお

︾︿︾○

姿を︑テレビで拝見したのであるが︑そのお衣の色は︑太
陽をあらわすという︑まことにかがやかしく清らかな色で
即位を祝するうつくしいお歌である︒

あると拝した︑その色を直接御覧になれての皇后さまのご

㈹歌会始の御製御歌
一月十日︑〃平成初の﹁歌会始の儀﹂が皇居宮殿﹁松の
された︒次の通りである︒

間﹂で行われ〃︑天皇・皇后両陛下の﹁森﹂のお歌が発表

天皇陛下
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今上天皇御即位記念

雇︵欠員輝景茎臆群︲攻義孝展

出品作品より

九日︵金︶

本稿は︑︵財︶全国書美術振興会︵会長鈴木勲先生︶の全面

的なご協力により︑平成二年十一月四日︵日︶

までの六日間︑上野の森美術館において開催された﹁今上

品のうちから︑青山杉雨先生はじめ諸先生方のご承諾を得

天皇御即位記念・歴代天皇御製皇后御歌謹書展﹂の出品作

て︑その作品一八点を収載させていただいたものである

天皇陛下御製

ｑ■■〆１

青山杉雨

軸装３７×２９

●鮭瀧蕊鍵潮輔輔謝醗箭刈到翻部蛎潮鍋嬉︲．︑炉︐ｈ︲︲醐蕊梨●津為樋

父君を見舞ひて出つる晴れし日の

父君をあらきの宮に思ひつ些

宮居の道にも承ちぱは照る

日はたちゆきて梅は咲き満つ
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佐藤暁亭
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皇后陛下御歌

お地蔵さまに触れて花播く
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虫

奉祝御大礼

平成の御大礼に列して

鈴木勲
昨秋︑昭和天皇崩御による服喪が明けて︑天皇陛下は︑
﹁即位の礼﹂﹁大嘗祭﹂﹁大饗﹂という一連の皇位継承儀式
をあげられました︒

私も︑国民の一人としてこの世紀の御大典に列する栄を

おんるい

らかな式典︑聾涙下る陛下の御訣のお言葉⁝⁝

午後一時︑いつの間にかざわめきが静まって︑両陛下が

こうろぜんごほう

正殿右の回廊から梅の間の前を進んでいるお姿が眼に映り

ました︒束帯に黄櫨染御抱の天皇陛下︑十二単衣姿の皇后

られたお姿は︑形容しがたい気品に溢れていました︒

陛下が回廊を静かに歩まれ︑松の間の高御座と御帳台に上

天皇陛下のお言葉は︑即位を内外に宣明されるとともに

平成の天皇の在り方を︑平明︑簡潔に示されたものと拝し
ました︒

﹁このときに当り︑改めて︑御父昭和天皇の六十余年に
鉱こころ

わたる御在位の間︑いかなるときも国民と苦楽を共にされ

た御心を心として︑常に国民の幸福を願いつつ︑日本国憲

めを果すことを誓い﹂と述べられたお言葉には︑戦前︑戦

法を遵守し︑日本国及び日本国民統合の象徴としてのつと

即位の礼の中核儀式である﹁即位礼正殿の儀﹂は︑平成

中︑戦後の激動の時代を︑皇太子として︑昭和天皇をお輔

得て︑感銘深いものがありました︒

した︒

二年十一月十二日午後︑皇居正殿松の間において行われま

ているように思われました︒このお言葉によって︑昭和と

けして︑文字どおり苦楽を共にされた陛下の御心が惨象出

この日︑日本列島は隈なく澄象渡り︑麓かな日差しで︑

実感されました︒日本人の戦前と戦後を通ずるアイデンテ

平成の御代が両陛下を通してたしかに繋がっていることが

式典の始まるまで︑豊明殿の席に坐って︑玉砂利の内庭

ィティなるものが︑両陛下の存在によって確証されるとい

天も寿ぐかと思われる日本晴でした︒

う思いを深くいたしました︒

昨年二月の昭和天皇の御大葬の日のことでした︒今日の清

の文化の伝統を尊重しつつ︑憲法の精神に配慮した新しい

儀式は︑わずか三十分の短いものでしたが︑日本の皇室

ばん

つ鉾の刃先の輝きを眺めながら︑胸中に去来したものは︑

に林立する色鮮かな膳のはためきや武者姿の威儀の者の持

朗な天気とは対嫉的な凍るような雨の新宿御苑︑冷たく清
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ました︒庭瞭と灯ろうのうすあかりの中に︑皇居の森を背

頃握舎の淡い照明が消えて︑﹁悠起殿供撰の儀﹂が始まり

景にしてほの暗く大嘗宮が浮びあがり︑さながら太古の昔

にわび

時代の工夫が加えられ︑平成の即位の礼として︑ごく自然
ました︒

で納得のいくものであり︑今後の範例になるものと思われ

発展したこの国でかくも古い時代の儀式が保存されている

の天皇陛下が悠起殿に進まれるお姿が︑影絵のようにほの

目が慣れてくると︑廻立殿で潔斉をすまされた白い祭服

かいりゅうでん

の世界が忽然と出現したかのように思われました︒

こと︑静寂でしかも整然と行われた儀式に日本の文化伝統

て見えるように思われました︒

かな明りの中に浮んでは消え︑あたかも薄いとばりを透し

海外から参列された国賓の方盈の印象も︑経済的に最も

の深さを感じた︑という好意的なものが多かったのも当然

今︑目前で進行していることを思うと︑身ぶるいするよう

千数百年の間︑黙灸と伝えられてきた宮中の﹁秘事﹂が︑

ゆきでん

かと思います︒

この後の﹁饗宴の儀﹂にも十一月十四日にお招きを頂き
ました︒

ゆきすき

陛下が供えられる神撰は︑すべて悠起主基両地方の斎田

な感動に襲われました︒

から産した新穀をはじめ日本の土地で収穫されたものの承

即位の礼に続く御大礼のもう一つの大切な儀礼である大
嘗祭の中心的儀式である﹁大嘗宮の儀﹂は︑十一月二十二

陛下自らも召あがられ︑国家国民のために安寧と五穀豊穣

で︑これらの品左を皇祖神天照大神及び天神地祇に供えて

を祈念されるのが大嘗宮の儀です︒ここには︑祖先の恩沢

日夕刻から二十三日未明にかけて︑皇居東御苑に設けられ
即位の礼は︑なお中国の影響を残しており華麗荘重な儀

と自然の恵承に畏敬と感謝の念を抱きつつ︑国民の幸福を

た大嘗宮でとり行われました︒

式であるのに対し︑大嘗祭は︑純粋に︑日本の古来の伝統

して戦後の高度工業社会へと発展の過程で︑祖先への崇敬

て生きる心情を持ち続けてきたはずです︒それが︑敗戦そ

私たちは︑ついこの間まで︑祖先と天地の恵承に感謝し

きた心情ではなかったかと思いました︒

この畏敬と感謝の念は︑我灸の父祖たちも素朴に共有して

願われた歴代天皇の御心が脈灸と伝えられています︒また︑

を継承した素朴厳粛な祭儀であります︒

七世紀の天武天皇に始まる皇位継承儀礼で︑即位した天
皇が初めて行う新嘗祭が大嘗祭とされ︑天皇の一世一代の
重儀として伝えられ︑今回も︑その伝統に従って︑大嘗宮
私は︑二十二日夕刻から︑東の帽舎の前列に坐って︑こ

が造営され︑﹁大嘗宮の儀﹂がとり行われました︒

の神秘的な儀式の進行を見守っておりました︒午後六時半
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な印象で︑古代の人々とふるまいを共にしているような趣

と生きる源である天地の恵象をいつしか忘れ去ってしまっ

活に与えた多大の利便の反面︑一方では︑勤労や感謝の素

きがありました︒食事の間︑舞台では︑久米舞︑風俗舞︑

のがふさわしいものでしたが︑その強い素朴な味は︑強烈

朴な心が失なわれ︑自然の破壊や地球環境の悪化を招いて

五節舞などが演じられ︑王朝時代の祝宴はこうであったか

この酒はかわらけにねっとりとはりついて︑嘗めるという

いる情況の中で︑我灸は何を大切にし︑何を守るべきか︑

ているのではないでしょうか︒今日︑近代文明が我凌の生

深刻な反省を迫られてきています︒

られた文化・伝統の尊さに深い感銘を受けましたが同時に

これら一連の儀式を通して︑日本の皇室の守り伝えてこ

と思われる華かで和気に充ちたものでした︒

都で︑太古以来の祖先と自然の恵沢に感謝を捧げる祭儀が

日本文化の中核としての皇室に対して︑深い敬愛の念を新

今︑近代工業文明の成果を存分に享受している日本の首

ました︒

行われていることの象徴的な意義を︑改めて考えさせられ

︵本会会長・日本育英会理事長︶

上山春平

︵１︶日本の国家の歴史にとって︑最も基本的な画期は︑

天皇制の歴史について

天皇制と大嘗祭

たにいたした次第です︒

歴代天皇が黙々と伝え続けてこられた祭儀を︑天皇陛下
で見守っている海部総理はじめ我を国民︒古代と現代︑過

がとり行われている敬虐なお姿︑モーニング姿で握舎の内
去と現在との共存︒この夜を徹して行われる大嘗宮の儀こ
そ︑日本の誇る文化遺産であり︑それ以上に現代の世界の

文明に深い啓示を与えるものではないだろうか︑そんな思
すきでん

いを抱いて二十三日暁前の﹁主基殿供撰の儀﹂を終えて︑

その後︑十一月二十五日には︑豊明殿の﹁大饗の儀﹂に

明け方の皇居を退出し︑帰路についたのでした︒

お招きを頂きました︒陛下が神々と共に召上られたものを
並べられ︑大嘗宮の供撰の儀で用いられた斎田米の御飯と︑

きようせん

国民にふるまわれる儀式です︒テーブルには土器の御膳が
しろきくろき

同じ米から醸造された白酒︑黒酒がふるまわれました︒

（67）

西暦七○○年ころに見いだされる︒

が行われたが︑﹁立憲天皇制﹂は存続された︒

﹁天皇を頂点とする国家体制﹂という点では︑明らか

体制との断絶面が強調される傾向が強いが︑両体制は︑

今日の憲法学の通念では︑明治憲法体制と昭和憲法

正史⁝⁝日本書記︵七二○︶

公法体系⁝大宝律令︵七○一︶︑養老律令︵七一八︶

都城⁝⁝藤原京︵六九四︶︑平城京︵七一○︶
制度的な確立は大宝律令に

に連続している︒

君主称号⁝﹁天皇﹂

大嘗祭の歴史について

国号⁝⁝﹁日本﹂

年号⁝⁝﹁大宝﹂等

︵１︶大嘗祭は︑﹁律令的天皇制﹂成立のころ︵西暦七○○

年前後︶︑皇位継承儀礼の一環として制度的に確立され︑

﹁天皇﹂を頂点とする独自な君主制が確立される︒

︵２︶この時点において︑唐文明の体系的導入をふまえ︑
私は︑これを︑﹁律令的天皇制﹂とよぶ︒

昭和天皇の即位に至るまで約千二百年間︑七十代あま

だいはじめわしよう

にする意図を以て整備されたものと解される︒

の国家理念︵とくに権威と権力のあり方︶のちがいを明確

それは︑いわば︑和風の即位式として︑中国と日本

儀礼の一環にくぷこまれた︒

保つために︑唐風の即位式と併行する形で︑皇位継承

進文明の積極的受容と伝統文化の尊重との零ハランスを

︵２︶大嘗祭は︑唐文明の体系的導入の時期に当たり︑先

りの天皇によって継承されてきた︒

このぱあい︑﹁天皇制﹂とは︑﹁天皇を頂点とする国
家体制﹂を意味する︒

︵３︶﹁律令的天皇制﹂とは︑中国起源の律令を基本的公
この体制は︑さまざまな変貌をとげながら︑明治維

法とする天皇制を意味する︒

新によって西欧起源の憲法が導入されるまで︑つまり︑

奈良時代のはじめから江戸時代のおわりまで︑約千二
百年にわたって存続された︒

︵４︶明治以降︑基本的公法が律令から憲法に切りかえら

に︑﹁御即位は漢朝の礼儀をまなぶなり︒大嘗会は神

その点で︑一条兼良︵一四○一丁八一︶の﹁代始和紗﹂

代の風儀をうつす﹂とあるのが参考になろう︒

れても︑﹁天皇を頂点とする国家体制﹂は存続された︒
私は︑これを︑﹁立憲天皇制﹂とよぶ︒

︵３︶大嘗祭をその一環とする皇位継承儀礼は︑﹁律令的

これは︑立憲君主制の一形態と解される︒

︵５︶第二次大戦の敗戦を契機として︑憲法の根本的改正
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天皇制﹂のもとで︑整備され︵延喜式九二七年︶継続さ

わけではない︒

大戦乱を経たこの時期に︑大嘗祭中断のおそれもない

︵京都国立博物館長・京都大学名誉教授︶

﹃神々の体系﹄中公新書一九七二年
﹃績神々の体系﹄中公新書一九七五年
﹃埋もれた巨像﹂岩波書店一九七七年
﹃日本の国家像﹄日本放送出版協会一九八○年
﹃天皇制の深層﹄朝日新聞社一九八五年
﹃日本文明史の構想﹂角川書店一九九○年

御参照いただければ幸いと存じます︒

じますが︑私の論旨に御関心のある方には︑左記の拙著を

文字通り簡略な要旨の承で意を尽くさない点が多いと存

だく次第でございます︒

ありまして︑当日席上配布した報告要旨を公表させていた

ついて︑心ある方灸に熟考していただきたいという思いも

できれば︑印象の薄れないうちに今後の大嘗祭のあり方に

旨です︒すでに大嘗祭は蒜なく挙行されたことでもあり︑

元年十一月七日に行なわれた報告﹁大嘗祭について﹂の要

以上は︑﹁即位の礼準備委員会﹂の求めに応じて︑平成

対策を練るべきであろう︒

その上で︑今回の経験をふまえ︑じっくりと将来の

支持を得やすい形で行う道を選ぶほかはあるまい︒

の行事であれ︑内廷の祭祁であれ︑可能な限り世論の

今回は︑国事として行うことに固執せず︑宮廷の公

れ︑明治以降の﹁立憲天皇制﹂のもとでも︑再整備
され︵登極令一九○九年︶継続されてきた︒

大嘗祭の実施について

︵１︶現行憲法は︑天皇を国家体制の頂点に位置づける点
で︑律令および明治憲法を踏襲しており︑しかも︑皇
位を世襲としている︒したがって︑皇位継承儀礼は︑

たとえ成文の規定がなくとも︑千年以上の伝統を有す
る不文の慣習として︑当然︑踏襲されるべきであろう︒

憲法の第七条第十項に該当する国事として挙行される

︵２︶大嘗祭は︑伝統的皇位継承儀礼の一環として︑現行
べき儀式である︑と考えられる︒

︵３︶しかし︑以上の見解は︑今日の憲法学の通念と両立
し得ない点を多く含んでいる︒政府当局がこのような
見解を採用すれば︑いたずらに世論の紛糾をまねくお
それがあろう︒

︵４︶今回の大嘗祭は︑第二次大戦以来︑最初の大嘗祭で

大嘗祭の歴史をふりかえるとぎ︑戦国の内乱を起点

ある︒

として二百年あまり︑十代の天皇に及ぶ中断の時代が
あった︒戦国の内乱をはるかに上廻わる世界的規模の
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御即位礼大嘗祭に思う

寛素彦

ただ一言︑要点を云えば︑既に各位の御承知の如く︑御

即位式は︑いわば︑正式の御披露宴に相当するもので︑先

なったのは︑先帝崩御の際の御践詐の式によって達せられ

帝の崩御と共に︑時を移さず︑万世一系の皇位を御継承に

大嘗祭は︑御即位の礼が式典であり︑形式であるに比し︑

ていることは︑すでに一般も知悉されるところである︒

精神的なものであり︑神の信仰に基くものである︒

ＯＯ

○Ｏ

此処で一言断っておきたいことがある︒それは宗教とい

め︑従うことを強制する︑いわゆる宗教である︒日本の国

くった教義ｌドグマ︵独断︶を打ち立てて︑これに従わし

０Ｏ

何かと論議を呼び︑テロの妨害も憂慮された御即位礼︑

は︑﹁神の信仰﹂であり︑狭義の宗教は︑それぞれ教祖のつ

う言葉には広狭二義があることであって︑広い意味の宗教

よいよ此処に︑名実共に平成の大御代を迎えることとなっ

大嘗祭も︑関係各位の努力のお蔭で︑芽出たく終了し︑い
た︒

西欧では︑昔︑ローマ教会が︑教権と権力とを併有し︑

破門したり︑罰したりすることはないのである︒

ドグマ

それにしても︑この有難い︑恵まれた日本に︑先祖の血

者に属し︑教義︑独断をもたない︒教条に背いたからとて︑

教である神道は︑いわゆる﹁神ながらの信仰﹂であって前

には︑この一大家族国家の御本家である皇室︑その中心と

を承け継いだ日本人でありながら︑国の恩︑先祖の恩︑殊
先祖伝来尊崇し︑仰いでいる万世一系の天皇さまの御恩に
気付かず︑中には誹誘する者もあったことは︑まことにや

ゆる政教分離はこの弊害を除くために唱えられたもの︒わ

教義に反する者を極刑に処したりした事実もあって︑いわ

御即位式や大嘗祭の性格やデータについては︑相当以前

○○○Ｏ

りきれぬ思いである︒

教である神社神道︑しかも︑それは国教に相当するものを︑

が国の如く︑押しつける教義︑ドグマを持たない広義の宗

一派が︑占領憲法を楯に取って︑執勘に制肘︑攻撃せんと

次の段階の狭義の宗教と同一視して︑それも外来の宗教の

から紹介され論議され︑また︑其の後は︑実況報送︑写真
や報道によって紹介し尽された感があり︑大嘗宮の建物は

することは容認できない︒

暫く公開されたことでもあるので︑今さら此処に繰り返す
にも及ぶまいと考える︒
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位を賎まれた天皇が五穀の豊穣を神に祈られ五穀を神に供

大嘗祭は︑日本古来の神の信仰に基づき︑万世一系の皇

も皆︑命であると考えている︒

いるのである︒斯く考えれば︑八百万神の一人である我を

存在をも認め︑あらゆるものを通して︑その奥に神を見て

府中の別が裁然としていて︑政務は憲法︑宮務は皇室典範

だ︑戦後の占領憲法︑押しつけ憲法によると︑昔は宮中︑

私に言わせると悉く国の行事であり国の祭りである︒た

かウルサかつた︒

は皇室の私事だとか︑即位式は国事行為であるとか無いと

脱線して長々と書いたが︑昨年は︑前記祝典を︑大嘗祭

である︒

は失礼ながら︑本当の神の姿を仰ぎ見得ざる人と云うべき

排斥するのは︑客引き競争にもたとえるべく︑そう申して

じものを仰ぎ見ているので︑﹁わが仏尊し！﹂として他を

要するに︑各宗教において︑名は何と云おうとも結局同

雛こと

えて陛下御自らお祭りをなさって︑皇祖皇宗と御一体とい

う御自覚をもって︑共にこれを召し上がるという極めて重
大な意義を持ったお祭りである︒

こんなことは︑多数の人倉によって既に紹介され尽した
筈で︑今更言う必要もないことかとも思われるが︑実は︑

この御祭儀が一連の御行事中の最重要眼目であるというこ
とを特筆する必要を感じ︑敢えて強調した次第である︒
俗に︑一口で言えば︑即位式は結婚披露宴にも比すべく︑

大嘗祭は神前の結婚式にも比すべきもので︑其の重要度は
は︑大嘗祭の後の直会に相当する大饗宴である︒大嘗祭は

により︑憲法と典範は並立し︑憲法を以て典範を変えるこ

なおらい

後者の方が優るものである︒そして︑忘れてはならぬこと
天皇の承でなく国民が挙って参加する建前であって︑其の

つに集める意味がある︒裁縫でマッルと言うのも同じ意味

凡そ︑マッリとかマッルとかいう言葉は複数のものを一

の及ばざるところであった︒其の証拠には勅語には国務大

国の権威の中心と仰ぐ天皇のものであって政治家共の権限

皇室の私事にあらず︑教育勅語の如きも精神の中枢︑わが

とを許さぬ建前であり︑宮中の祭りも国の祭りであって︑

○○○○○○

代表が直会である大饗宴に参加するというわけである︒

がある︒多勢の人々が神の御もとに集まって︑神の御心を

る︒これが極めて大切である︒ところで︑日本では︑キリ

り︑お供えしたものを︑一同でいただくのが直会なのであ

はこれを総理府の一部局たる宮内庁と格下げをして︑天皇

の祭りを掌る掌典職々員を皇室の私の使用人とし︑宮内省

皇室典範を憲法の下に置き︑宮務は皇室の私事として︑国

臣の副署は無かったのである︒それを︑押しつけ憲法では︑

○○○

体し︑その御心に合体しようとするのがマッリの精神であ

スト教のゴッドと同じ一神Ⅱ抽象神としては天之御中主神
やおよるずのか柔

を認めると同時に︑これと矛盾することなく︑八百万神の
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の権威を侵し︑超越性を冒涜するに到ったのである︒これ

って︑そのよく急所を研究し尽していたことは敵ながら天

る神社に対して所謂神道指令を発して制肘を加えたのであ

ところで︑今の日本人は役人でも︑既に昔のことを知ら

晴れと︑切歯拒腕しながらも思った次第であった︒

ず︑単に︑憲法は循守しなければならぬものと考え︑一方︑

この際︑私の強調したいことは︑今日わが国の精神界の

がすべての混乱の基である︒

し付けられた現在の日本憲法ｌ占領憲法にあると考える︒

られた憲法に忠実ならんとし︑それが︑日本の弱体化を企

国の歴史についての勉強が足りないこともあって押しつけ

混乱の原因は︑終戦時︑将来の日本の弱体化を企図して押
この憲法を後生大事に信奉している限り日本の将来に望

では︑われわれは一体どうしたら良いのだろうか︒

念であり︑憂慮にたえないところである︒

うよりも知らないでいる人達が多いように思われるのは残

図して押し付けられたものであることを忘れている︑と云

象はない︒その何よりの証拠が現在わが国精神界の実情で
ある︒

ではこれを直ちに改正すべきか︑また︑それが出来るか
しかし︑これは明らかに日本の弱体化を硯って押しつけ

と云えば否である︒
たものである︒

殊に︑現在のように︑四十年余も正しく日本の姿を教えら

憲法の改正ということはそう簡単にできるものではない︒

批難することは当らない︒何故とならば︑向うは占領国で

しかし︑だからと云って連合国ｌ主としてアメリカーを
ある︒何とかして将来敵国の勢力を減殺しようと考えるこ

ではない︒しかし︑だからと云って︑このまま放置したら

れず︑愛国心も稀薄になっている現状では尚更容易なこと

斥し︑英語の辞書を焼いたり︑頁を巻く紙にしていた時︑

差し当り考えるべきことは次の二つである︒

日本はこの先どうなるのか︒

とは当然である︒日本では戦中︑米英語を敵性語として排
彼等は実に良く日本の急所について研究していた︒その結

知らしめること︒

果︑日本の強い原因は一大家族国家に在り︑其の中心に御

私共老人は︑当時︑目前に其の事実を見聞し切歯拒腕し

付けられ︑呑まされた憲法であるということを徹底的に

として国民の敬愛するところ︑しかも︑家族国家の単位は

Ｂ現行﹁日本憲法﹂は︑占領下の抗拒不能に乗じて押し

個食の家であることに着眼︑これを核家族化してバラバラ

てくやしがった者である︒現在は︑マスコミなどは一向に

本家の首長である天皇を仰ぎ︑天皇は精神界の中枢︑権威

にし︑また︑肇国以来の理想信仰を伝える中心となってい
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触れたがらないが︑当時︑占領軍から押し付けられた英文

ることは勿論であり︑主権が天皇の承に有るものでないこ

現在︑日本国憲法の第一条には︑﹁⁝主権の存する日本

主権者であり︑その主権者は天皇である︒

とは勿論であるが︑主権を其の名において行使できるのは

第九条の軍備については︑現在解釈によって若干緩和さ

の憲法原案は今日なお厳存しているので一目瞭然である︒

れているが︑他の条項についても︑公権的解釈による補正

れた不文憲法とも申すべき天孫降臨の際の御神勅がある︒

︒わが国には理想信仰の基礎として古典によって伝えら

が間違いの因であった︒これを見て︑主権は国民に在って

人﹂と訳すべきもので︑それを﹁日本国民﹂と訳したこと

図碧笥崖ｏ覧意悪名厨ごとあり︑この弓の︒豆のは﹁日本

国民⁝﹂とあるが︑向うから示して来た原文には︽ぎ蔚甲

従って天皇の御地位は大昔からの代食の日本人の総意に

などと言う者も出て来る始末︑民主主義というのは号日○︲

天皇には無いなどと考え︑国民が主人だ︑民主を義だから

についての考慮が必要である︒

総選挙などによって決まるものではない︒

上の正殿上とし︑テレビの実況放送の説明も︑いかにも主

おいて︑首相の万歳奉唱は︑前例は階下であったのを︑階

こんな考え方が影響してか︑先般の即位式の正殿の儀に

◎目旦の訳語に過ぎないのに︒

基くものであり︑決して国会の議決とか一時期の国民の
現在の若い世代は︑占領政策が尾を引いていて︑国の歴

者は率先してわが国の理想信仰︑伝統精神について勉強し︑

政策以后の歪められたものである︒これからは為政者たる

思ったことであった︒

権在民だからと言わんばかりの雰囲気だったのを苦をしく

史を教えられていない︒仮りに教えられても︑それは占領

力していただきたいものである︒

之を要するに︑私共はこの御即位式と大嘗祭を契機とし

国民に押付憲法の実態を認識せしめて改正機運の醸成に努
終戦の詔書を拝話すると
﹁朕︿舷二国篭ヲ護持シ得テ忠良ナル爾臣民ノ赤誠二信

て︑あらためて万国無比の国体の認識を深め伝統精神に目

と︑ある︒しかし︑日本国憲法を見︑現在の解釈を聞く

僑シ⁝⁝﹂

﹁日本国憲法﹂を正しい姿に還すことに努力を傾けて貰い

ざめ︑肇国の神勅による不文の立国法を遵守して︑現行

︵本会理事・元官内庁大臣官房総務課長︶

たいものと思うのである︒

と﹁主権在民﹂だとか﹁国民が主権者﹂などと云われてい
る︒天皇は主権者にあらずと言うのか︒国民は国家の構成
分子であり︑主権は国家の権利であるから国民に関係のあ
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即位礼に寄せて思う

水沢利忠

定する時期が周王朝であったのであるから︑周王朝の正当

性が説明できる論理が樹立されねばならず︑これが放伐で

聖入たるを得︑これを準用すれば︑段の湯王も亦︑聖人た

あったのであろう︒それによって︑文王・武王・周公旦は

って︑伯夷叔斉の伝は︑この点に関する問題提起でもある︒

るほかはない︒が︑このような取扱いには疑問の余地があ

さて︑かくして禅譲と放伐とによる帝位の継承が条理に

適ったこととされ︑而も禅譲こそ最上の継承であるという

ことになれば︑それ以外の譲位の場合ｌそれが普通なの

開いたのではなく︑益に禅譲したにも拘らず︑畠の喪があ

始まったとされるが︑これも馬が自身の意思で世襲王朝を

たと伝えられる︒畠の後はその喬が位を継いで︑夏王朝が

細の研究があるので︑今は略するが︑成王の死後︑太子は

られている︒これについては︑尾形勇氏・豊田久氏らに詳

にこれを記し︑その事情については﹃史記﹄周本紀に述べ

周王朝の世襲譲位については︑﹃尚書﹄顧命・康詰両篇

であるがｌは︑どう扱うべきか︒

けた時︑益が畠の子啓に帝位を譲って益が夏王朝の始祖と

た文王の徳を受継ぐ天子であり︑四方を保つ武王の権威を

成王の遺命﹁冊﹂と伝宝とを受け︑位に即く︒天命を受け

古代中国の伝説上の聖天子尭は舜に︑舜は馬に︑禅譲し

なった︑という手績きによるものである︒このような伝承

周末︑春秋・戦国の荒廃を経て発足した秦は︑始皇帝が

受継ぐ皇帝である康王になるのである︒

が存するのは︑古代中国の人灸が︑禅譲こそ本来あるべき
帝位継承の姿であると信じていたからであろう︒併しなが
ら︑尭・舜の如き禅譲はその後︑歴史に例がないのは︑自然

にあるが︑原則として周代の即位儀礼を無視したのではな

く︑﹁史記﹂李斯列伝には︑始皇帝の遺命一と璽とを超高が

その二十六年に自ら皇帝と名乗ったと﹁史記﹂始皇帝本紀

なる勢力による政権交替とも見られるが︑古代中国の人灸

立てた︑これが秦滅亡の遠因であるとする︒而して二世皇

公子扶蘇に達せしめず︑始皇帝の詔を偽作して二世皇帝を

なことである︒夏王朝から段王朝へ︑さらに周王朝への交

の意識では︑同一民族内部での王朝交替と解せられていた

替は︑発掘考古学にも裏づけられて︑民族乃至文化圏の異

ようである︒而して史実・記録や制度・礼式が成文化し固
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1

順序のわかりやすい例として︑尾形氏の所述に従って記

すと︑次の如きが記録されている︒後漢の献帝は︑御史大

帝を自殺せしめた趨高が︑璽を奪って即位せんとした時︑

宮殿が度を崩れそうになって︑天が趨高の即位を認めない

に譲り︑貌王が皇帝位についた︒その翌日︑碗王は壇に登

夫張音を遣して﹁皇帝璽綬・策書﹂を奉ぜしめ︑帝位を擁

漢の高祖は︑項羽を核下に亡ぼすや︑群臣諸将に推され

ことが示されたとされる︒

て皇帝となったと︑その本紀にあるが︑彼が元来皇帝たる

るところで︑天地・五獄・四漬を暗祭して︑上帝に対し︑

り︑公卿・列侯・諸将・旬奴単干・四夷︑数万人の陪位す

これより前に繰り返し記されている︒

以上に見る如く︑古代中国にあっては︑天子はどこまで

は重要であったであろう︒

に乞うた︒王朝交替︑易姓革命の場合には︑殊更このこと

昨日璽綬を受け皇帝となったことを報告し︑天子位を上帝

べき人物として天意を享けていたことを示唆する奇瑞は︑

従って漢代においても︑同様の思想で即位は行われたの
であり︑西嶋定生氏によれば︑前帝の枢前における﹁天子
即位﹂は︑﹃尚書﹄﹁顧命﹂を奏することにより行われ︑他

方︑百官の前では﹁策﹂が読まれ﹁伝国の玉璽綬﹂を受け

つもりはない︒仮にわかりやすく無私至善の絶対者と考え

ここで︑然らば﹁天﹂とは何かという問題に深入りする

も天命によって保障されるものでなければならなかった︒

斯くの如き儀礼が︑王朝の隆替の間︑常に正確に行なわ

ておいて多くを謬るまいが︑天の賞罰はまた畏るべきもの

る﹁皇帝即位﹂が行なわれるという二種の儀礼が確立する︒

れたわけではあるまいが︑基本原則は一貫している︒唐の

私は西洋については語ることが出来ないので︑これを避

一一

であった︒

けるが︑西洋における﹁神﹂と古代中国の天とは︑共通点

と璽綬とを受けて即位したという︒即ち︑世襲譲位に準じ︑

高祖は︑まず暗の最後の皇帝恭帝の詔を受け︑更にその冊

に添えて璽綬を授け︑また︑内乱によって都を離れていた

禅譲に擬した儀礼によっている︒その後も高祖は太宗に冊

も相違点もあるようである︒多分西洋の神のほうが︑人格

も︑遠い古代の基督教以前の神々の時代に︑王権が如何な

的な要素を多く持つのではないかと想像している︒西洋で

る権威によって支えられていたか詳かにしない︒ギリシャ

送っている︒

高祖から譲りを受けた太宗は︑即位式の当日︑南郊に告

やエジプトの王たちも︑それぞれの神話の神達の加護のも

玄宗は︑即位した粛宗に︑後で﹁冊書﹂と﹁伝国宝﹂とを

天子としては︑この告天が不可欠の行事であったであろう︒

天し即位を天に報告している︒天意天命に基いて即位する
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のとすれば︑上記の古代中国の場合と幾分類似した考え方

王は︑戴冠式というのが僧侶を通じて神から王権を戴くも

とにあったのであろうが︑それは措いて︑現在在位される

と見るものもあり︑或いは日本人乃至当時の指導者層が︑

ずはなく︑高天原は当時の人盈の架空の想像の所産である

本書紀に記されるところである︒勿論︑天空に国があるは

修史のことが始まったのであり︑皇統の伝承は古事記・日

千数百年を遡るものである︒而して︑この時期から我が国

この地に移住する以前の故国を比職的に表現したものとす

と言えないこともあるまい︒無論信仰というものは厳密な

る見方もある︒が︑いずれにしても︑当時においてこのよ

ものであって︑勝手に似ているなどと言ってよいことでは
ないが︑王権が武力争奪の結果に左右される性質のもので

そのことを少し考えて見るに︑問題を二つに分けて︑一

なく︑絶対者たる神乃至天から与えられる神聖な力である

つは︑天皇を中心とする我が民族乃至はその指導者層が︑

の所産が国家を支えることは出来まい︒

さて︑我が国の天皇の位は︑何によって保障されている

うな伝承を受容する素地基盤がなかったならば︑架空握造

かというならば︑古代中国や西洋とは根本が相違する︒高

であったのではあるまいか︒大陸から朝鮮半島を経由して

何処か他の地から渡来したという伝承は︑かなり古いもの

考え方についてである︒

天原から下り給うた神凌の宗家の子孫が継承されるのが皇

とする点を︑仮に類似と言ったのである︒王権神授という

位である︒そのような伝承がこの国にいつから存するかと

の渡来を説く人もあり︑邪馬台国の東漸を言う人もあり︑

いては︑山川草木森羅万象が神であった︒そして︑山も海

そのほかにも考え方はあろうが︑この島へどこか貴い処か

も︑至るところ神で満ちていた︒無論人々の祖先は神であ

言えば︑実は多くの説がある︑現在の天皇の系譜を︑神武

渡来人説もあるようであり︑聖徳太子・蘇我氏の辺で皇統

った︒その神々の宗主が天皇家の祖神であった︒この考え

天皇まで遡って認める歴史学者はいないようである︒専門

の混乱を説く人もいるようである︒壬申の乱が新しい皇統

は︑我が国では本来わかりやすいものであったのであるが︑

ら貴い人々が渡って来たという伝承は︑事実を反映して自

の発端だという人もあり︑敗戦前の教育を基礎にしては理

一神教の人灸には︑到底理解も容認も出来ないことであっ

然に口承されたものであろうか︒もう一つ︑我が民族に於

解し難いことが多い︒併し︑私の承知する限りでは︑現皇

たようである︒そして問題は︑現在では世界ほとんどの民

神王朝騎馬民族説というのも聞いたことがあり︑継体天皇

室の源流を天武天皇より後とする説はないようなので︑最

外で常識の範囲で言えば︑崇神王朝説というのもあり︑応

も時代を下げて考えても︑天皇を神の御畜とする認識は︑

（76）

がめられるというのは︑非道な冒涜行為とも思われたかも

うし︑人間でありながら神であると名乗り︑或いは神とあ

一神教から見れば︑汎神論は未開野蛮な風俗に見えもしよ

く例で言えば︑戦国時代の諸傑も︑決して自ら天皇に代ろ

ることこそ︑天皇の天皇たる所以なのである︒わかりやす

宗主神である祖神から︑一系を伝えて今日に至っておられ

であるからではない︒国民多くの祖先である多くの神灸の

以は︑神の子孫であるからではなく︑まして天皇が神自身

ここで再度確かめたいことは︑日本の天皇が天皇たる所

しれない︒加えて先の大戦中︑物量に劣る我が軍が精神力

族が︑基督教か回教︑すなわち一神教の信奉者なのである︒

で善戦したことが︑所謂神がかりという印象を与えた為で

のもとに一国であることを疑ったものはいない︒これを今

うとしたものはない︒如何に群雄割拠しても︑日本が天皇

風に言えば︑国家統合の象徴ということになるのである︒

あろうか︑政教分離とか天皇の人間宣言とかの占領施策が
よう︒尤も誤解の主因は︑我が国の側にあったのであろう︒

もとより国内情勢は︑常に平穏であったわけではなく︑

行われた︒これらは大半︑誤解に基くものであったといえ

平家が安徳天皇を奉じて都落ちしたあとの後鳥羽天皇の即

あった︒が︑その場合︑どちらが勝者になられても︑一系

位とか︑南北両朝の対抗とか︑天皇が並び立たれる形勢も

た明治政府は︑神祇官を設けて︑平田篤胤の流れを汲む国
学者に文教政策を委ねた︒ここに︑排仏穀釈︑神仏分離が

事は明治維新に由来する︒尊皇撰夷を掲げて倒幕を達成し

推進されるとともに︑古事記・日本書紀の神灸の系列に国

であることの尊貴性は少しも揺ぐことではなかった︒

別な言い方をすれば︑我が国の天皇は︑天なり神なりに

中のすべての神を組承込んで︑天皇家中心の神々の体系を

ったのである︒このことは︑即位に当たって︑天の承認を

その権威を保障されることなく︑そのままで元来尊貴であ

整え︑国家神道を教育の軸とした︒このことは︑当時条約
間に深く根を下ろしていた仏教勢力の反撃もあって︑必ず

改正にも関連して進められた欧化政策と抵触し︑また︑民

もよい︒だからといって︑万葉集で﹁大王︵おほきゑ︶は神

にし坐︵ま︶せば﹂と歌うときの﹁神﹂を︑ゴッドなりア

得る必要も︑神から冠を戴く必要もなかったと言い換えて

ラーなりという語に訳したなら︑誰が考えても不条理な信

しも予定通りには成功せず︑神祇官も縮小吸収されるので

調としてこの神国思想が勢力を占めた︒その結果︑愛国心

仰であろう︒

あるが︑昭和になって︑軍部の撞頭とともに国粋主義の基

とも思われたのであろう︒占領国が︑自国の文化を基準と

一一一

と天皇への忠誠とが︑外国人から見ては狂信的な天皇崇拝
して︑これを改革しようとしたのが︑占領諸施策であった︒
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さて︑以上に見たとおり︑日本の即位式が他国のそれと

るべき鏡は︑平安時代までの数度の火災で焼け︑損傷して

壇の浦以来伝わらないという説もある︒雲の上の事で︑憶

いるとも︑それゆえに再模造されたとも言われ︑安徳天皇

測するのも障られるから︑深くは問わないが︑ここで注意

とともに海底に入り︑一戻っていないとも言われる︒剣は︑

っても不思議ではない︒殊に︑先に述べた天武天皇からそ

い元首を迎える儀礼であるから︑それなりに似たことであ
の後の我が国は︑頻りに唐の文物制度を輸入していた時期

ことである︒例えば︑﹁大鏡に﹂遜位出家される花山院が︑

したいのは︑この神器が古来﹁神璽宝剣﹂と記されている

類似の形式を採る必然性はないのであるが︑さりとて新し

であるから︑かなりの部分で模倣の要素はあるはずである︒

璽・宝剣わたり給ひぬるには﹂と言うが如きである︒この

た道兼が︑﹁さりとて︑とまらせ給ふべきやう侍らず︒神

御所を出るのを跨踏されたとき︑既に春宮方に神器を移し

以下︑践詐・即位・大嘗祭のそれぞれに就いて︑少しずつ
考えたい︒

程の式典でも︑高御座に進まれる陛下の前後に︑皇位の象

践詐では︑まず当事者が正当なる継承権を有するか否か
である︒古代中国では︑正当性は﹁冊︵策︶﹂によって裏づ

今も触れた大鏡の例の如く︑神器の移動は直ちに天皇位

けられる︒冊は︑前皇帝によって発せられ︑場合によって

の移動を意味するかと見られるが︑そうとも限らない︒平

侍従が従ったと報じられた︒この剣・璽という時の璽は︑

殊に飛鳥以後平安初期までは︑廃太子の例に事欠かない︒

家没落後の後鳥羽天皇の即位には神器なく︑後醍醐天皇が

徴である剣と璽︑国事行為に使われる御璽・国璽を捧げる

が︑正当に皇位を継承したか否かは︑神器の伝世によって

懐良親王と北朝天皇とに譲られたのは︑何れが真で何れが

は群臣の総意による推挙という形で奏される︒我が国では︑

判ぜられる︒所謂三種の神器である︒ということになって

偽か︑難しいところである︒その後の推移に関し南北朝の

その部分が事前に済んでいる︒即ち︑天皇は皇子または一

はいるのであるが︑微妙な点でよくわからないこともある︒

正閏が論ぜられ︑明治に至って水戸学の主張通り神器の所

す璽の名称が用いられていることかと思う︒

三種の神器とは伊勢の神宮に奉斎する八腿鏡と︑熱田神宮

在により南朝の正系たることが認められたが︑朱子学の論

或いは勾玉のことかと拝察するが︑古代中国の皇帝位を示

の草薙剣︵天叢雲剣︶︑宮中にある八尺漠勾玉で︑前二者は

らかにする︒とは言え︑時に問題が生じないわけではなく︑

御所を離れて記られているので︑宮中にはその模造品が蔵

理の適用であったとも言える︒

族の他の一人を皇太子に立てることで︑継承権の所在を明

められている︑と承知しているのであるが︑その宮中にあ
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従って︑即位の礼は︑法的には意味のないことである︒卑

ろであって︑先代の天皇の崩御により自動的に践詐される︒

現時の我が国に在っては︑皇位の継承は法の定めるとこ

基本には古代中国の礼式を置き︑神祭の風俗を摂取し︑︒ハ

いという次第で︑いろいろと折衷した進行を案出している︒

も出来ず︑和風としては神職の祭儀以外に拠りどころがな

たいのであるが︑さりとて洋式で本格的な行事を営むこと

たいことでありや西洋人も賛嘆する程の堂をたる儀式にし

レードには西洋流を勘案するという体である︒今回の即位

の法的裏づけであるとして︑然らば結婚披露宴は何か︑と

礼で︑庭上に立ち並ぶ膳の意匠から︑四神を像った図柄が

俗な比職で恐縮であるが︑結婚式が契約手続で婚姻届がそ

て天を祭ることが不可欠の要件であった︒天に承認された

言うが如きである︒で︑古代中国にあっては︑即位礼とし

祝して﹂と一言加えたのは︑如何なる狙いであろうか︒全

即位礼で︑総理の﹁天皇陛下万歳﹂の前に︑﹁ご即位を

ろう︒

に何を示すものであるのか︒文武百官を前にして︑中国の

改められたとのことであるが︑明治以来の配慮の続きであ

天子は告天の儀を行なった︒その形を借りて︑即位を国内

めでとうございます﹂と申し上げるだけなのだという限定

面的に陛下の万歳を寿ぐのではなく︑即位式に際して﹁お

天子であることを︑万民に認めさせる要があったのである︒

外に布告するのが︑多分即位礼の意味であろうｐ従って︑

であるならば︑寧ろ失礼であろう︒

それは我が国に於いては不要なのであるから︑この礼は誰

思うに︑奈良時代あたりには︑遣唐使節の導入した中国様

調度・装束の類が古代中国の様式に似るのは自然であろう︒

安時代には他の文化全般とともに︑漸次便宜に従って和様

刈上げの祭を行うのと共通する趣旨で︑新穀感謝の祭であ

天皇が新穀をめし上がる日と承知していた︒農家において

で︑天皇が新穀を神に捧げ︑十一月二十三日が新嘗祭で︑

次に大嘗祭について考える︒戦前は十月十七日が神嘗祭

に移ったものであろう︒鎌倉以後は宮廷儀式も簡略化を余

式が︑かなり忠実に模されたこともあったであろうが︑平

儀なくされもしたであろう︒室町・戦国時代に至っては︑

の要素を無視して︑後者だけが﹁勤労感謝の日﹂として存

続している︒神道という宗教の儀礼の側面は︑国民行事と

るが︑敗戦の後の国民の祝日としては︑この日の祭として

するわけには行かないという姿勢なのであろうが︑果して

欠落した事項が多かろう︒江戸時代には︑幕府の尊崇と抑

ようとした新政府には︑一つの悩承があった︒前述した国

れる︒そして︑明治維新を迎え︑盛大に天皇親政を謡歌し

如何なものであろう︒ともかく宮中においてはその後引き

圧の間にあって︑大規模ならざる儀礼が行われたと考えら

粋思想としては︑中国様式は出来るだけその色彩を薄くし
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続きこの祭が営まれていると拝察するのであるが︑それの

って天皇の神性を体される意味のものか︑と考えたことが

峯に降臨させる場面を天皇がこの祭で具現され︑それによ

ある︒戦中にはこの説の支持者が多かったようであるが︑

最も重要な︑天皇御一代に一度の嘗祭が︑大嘗祭である︒

後に折口自身はこの説を徹回している︒今日普通に解せら

我が国が農業国家であるということか︑農耕をこの国に

潤したのが天皇家の祖先を中心とする人々であったという

で︑天皇はここで祖神と共に新穀を召し上がる︑とするも

れているのは︑この裳には祖神がお寝承になっている意味

のである︒が︑折口説の裏返しともいうべきか︑大嘗祭の

ことか︑天皇が祖先の神をと共に新穀を召し上がるという︑

現行のような行事が整備した後に記紀の神話が成立し︑墳

神人共食の儀が︑この祭の本旨であろう︒

﹁嘗﹂が︑貢納を意味する﹁ニヘ﹂であるか︑饗食を意

となるので︑現憲法下では︑斯様な解釈は採らないことに

味する﹁ナヘ﹂であるか︑という︑原義分析も︑天皇と国

宮中儀礼が︑多く秘儀であった時代︑而も新聞もテレビ

もあるようである︒とすれば︑大嘗祭が天皇神格化の儀式

さて︑天皇即位の儀の一環として嘗祭が行なわれること
の意味であるが︑三品彰英氏らによれば︑高麗○八関祭は

もなかった時代に︑大嘗会の御穣は平安京挙げての盛儀で

墳杵尊の真床追裳は大嘗祭の裳の神話化であると見る向き

即位時に王が営む収穫祭であったとのことである︒農耕社

ける祭であるか︑ということになる︒

会に共通して存在し得る祭儀であろう︒また︑古代中国で︑

されるための大行列は︑諒闇の明けた京の人々が何を措い

あった︒大嘗会に臨まれる天皇が百官を従えて賀茂川に涙

民との関係で存在する祭であるか︑天皇と神との関係にお

﹁秋祭日嘗﹂︵爾雅︶として︑秋に天子諸侯が宗廟を祭り︑

なろう︒

人灸が先祖父母を秋に祭るものを︑嘗といったという︒

これを見ずに初瀬詣でに出かける筆者に︑さるべき人灸が

ても拝観したいところであって︑更級日記にはその当日に

コ代に一度の見物にて︑田舎せかいの人だに見るものを﹂

一つの見解としては︑律令国家体制の強化に伴い︑全国

の字を宛てて︑祖先祭・収穫祭が一体化し︑即位儀礼に進

各地域から新穀が貢納される﹁ニヘ﹂に︑古代中国の﹁嘗﹂

四

が窺われる︒

灸がテレビを見続けるように心を寄せた平安時代人の心情

と非難する場面がある︒新天皇の即位の盛儀に︑今日の人

また︑かつて折口信夫は︑大嘗祭の秘儀として殿中に人

んだとするものがある︒

において高皇産霊神が填墳杵尊を真床追裳に覆って高千穂

が寝ているような形で枕や裳が整えられることから︑神話
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したのであるが︑そのことを通じておのずから我が国の天

以上︑践詐・即位礼・大嘗祭について簡単に思う処を記

という伝統こそ︑一系の天皇のもとに国家が分裂すること

たものであっても︑濫に天皇の地位を窺うことは出来ない

れよりも大切なのは︑仮令如何に徳望・知識・武力に優れ

致すことにもなる︒

か所懐を叙べたまでである︒

︵本会特別会員・文教大学教授︶

平成の新しい御代の初めに当り︑即位の大礼に因承︑聯

なく今日あることの根拠であるということである︒

皇と古代中国の天子との︑共通性と相違点の如きに思いを

最も判然としているの喚共に祭祁によってその尊貴性
を顕現している点であるが︑同時に︑その祭祁の対象が彼
に於いては天︑我に於いては祖神祖霊であるという点であ
る︒そのことによって︑如何なる相違が生ずるかといえば︑
まず第一に︑天はその選択に適った人物を天子に命ずるが︑
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祖神祖霊はその子孫たる天皇を加護するということである︒

皇室と有田

のに対し︑天皇は天祖の子孫であるという対比をすれば︑

理窟に過ぎない︒長年儒教文化の影響下にあって︑古代中

っております︒

町内外の有志の加入を薦められ︑組織強化に努め今日に至

で︑そのお志を当社重役の金ヶ江三郎雅綱さんが引継ぎ︑

国の聖天子の概念は︑十分我が国に浸透している︒が︑そ

心に組織されていますが︑当支会の先輩は︑正司恕助さん

でございます︒当支会は︑主として︑私の会社の職員を中

会長を御引受致し︑その責任の重さに身の引きしまる思い

昨年︵平成二年︶弘道会有田支会の御推挙により︑有田支

明

第二に︑天の支配する範囲は︑天下であり︑その観念は国
境を越えるが︑天皇の祖霊祖神のゑそなわすのは︑この国
の限りであるということである︒第三に︑天子は︑世襲譲

位であれ世襲伝位であれ︑更には易世革命であれ︑天の意
に適い︑天の意を承けていることを︑中外に示さねばなら
ず︑且つ︑それが出来れば誰でも天子になれるわけである︒
件である︒

これに対し天皇は︑一系の皇統の出自であることが絶体条

川

然らば天皇には有徳は要求されないのか︑と考える如きは︑

天子はその徳において天意に適う人物であるはずである

深

ただき︑菊花御紋章入りの御料食器の調達︑賜盃を調製上

いなる感激を覚えました︒その間に宮内庁よりご注文をい
納致しております︒

さて︑私は昨年十二月十日海部総理大臣主催の天皇陛下
御即位記念祝賀会に御招待を賜る光栄に浴し︑大変恐縮︑

団地︑ならびに県立窯業試験場︑同六十二年有田の佐賀県

尚︑昭和天皇に於かせられては︑昭和五十一年有田焼卸

感激いたしている次第でございます︒この機会を得まして︑

以下有田地方と皇室とのかかわりあいをご披露させて頂き
ます︒

仙台の伊達侯より有田焼をお買上げ頂き︑宮中へ献上の栄

じく今右衛門氏を始め︑香蘭社︑辻製磁の品物を来日する

又︑当地には︑他の著名なる人間国宝の柿右衛門氏︑同

巡幸賜っております︒

立窯業大学校に︑合わせて四回の多きにわたり当有田に御

を賜ったことに始まり︑幾多の御買上げの歴史がございま

を賜っておりまして今日に至っております︒

外国の賓客の方灸に︑お土産記念品として御調製の御下命

最初のかかわりあいは︑寛文年間︵約三百三十年前︶に︑

す︒その後鍋島家藩窯にて製造された品物や辻製磁常陸大

︵佐賀県有田支会長・深川製磁株式会社社長︶

力いたしております︒

もの資格保持者が従事し︑より優れた有田焼を作るべく努

にはその数少ない﹁伊万里・有田焼伝統工芸士﹂の内七名

によって︑古よりの美しさを今に伝えています︒深川製磁

有田焼は︑卓越した技を誇る限られた伝統工芸士たちの手

なお︑昭和五十二年十月に国の伝統工芸品に指定された

励せねばならないと覚悟を新たにするものでございます︒

御関係を賜る有田人といたしましては︑今後一層業務に精

以上の如く皇室と有田地方有田焼とは︑非常に緊密なる

橡︑香蘭社︑並びに当深川製磁株式会社にて御下命があり︑
謹んで御調製上納申し上げております︒

更に︑大正五年肥筑地方陸軍大演習の翻りには︑松浦侍
従御差遣の栄を賜りたるを始め︑大正年間には︑北白川宮
殿下︑山階宮殿下︑伏見宮殿下︑久迩宮殿下︑朝香宮殿下
が御成りになる光栄を頂いております︒

特に昭和二十四年には︑昭和天皇に於かせられては︑弊
社工場に御巡幸遊ばされ︑工場従業員の作業を天覧賜りま
した︒その後も︑直宮殿下方麦の御成りがあり︑昭和三十
六年には昭和天皇︑皇后両陛下の御巡幸を賜り︑同四十四

時に︑親しく工場に行啓遊ばされ︑先代社長ともども︑大

年には︑現在の天皇陛下が当時皇太子殿下であらせられる

（82）

奉祝今上天皇即位大礼三

菅谷敏夫

汗得営年鼎革映制稽民主戴天皇依然大燈循先例登極如今宣
八荒

主悠雨殿餐中空構架膳観千古風新帝通宵親祭迩老槍拝得大
嘗宮

今上天皇即位大薩を祝し奉る

ふせぎわざわい

を戴く︒依然大鰐︑先例に循ひ︒登極如今八荒に宣

拝得たり営年鼎革の狭を︒制︑民主と穂するも天皇
す︒

即位宣昭大薩辰皇州天地瑞光新最歎盛典駕前度寓圃衣冠朝
紫辰

即位宣昭す大薩の辰︒皇州の天地瑞光新たなり︒最も

音粛爽新天子︒友好和平の優詔宣ふ

のたま

寓圃の衣冠︑敬虚を致し︒千官百群

羽儀全たし︒玉

獣ぶ盛典前度に駕し︒寓圃の衣冠︑紫辰に朝す︒

寓国衣冠致敬虐千官百鮮羽儀全玉音粛爽新天子友好和平優
罰四一具

大嘗宮拝観
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し

大嘗宮拝観

あと

童さ

主悠の雨殿︑中空に鐸ゆ︒構架膳に観るべし︑千古の
風︒新帝︑通宵親祭の通︒老億拝得たり大嘗宮
︵本会評議員・干潟町支会長︶

今上天皇の御即位を
寿ぎまつりて

斎藤知正
たかぞら

高御座のぼらせたまふ日の御子を仰ぎまつりぬテレビに向
ひ

さちすめるぎ

百二十五代承代をかさねてつぎつぎに受け継ぎきつる日嗣
尊き

ひぬ

くに民の幸福を願ひて天皇のつとめはたきむと誓はせたま

天成りて地は平らけき大御代を開かせたまふことのかしこ
さ

き砿てふり

大嘗の祭おごそかに日の御子は霜夜の斎庭を歩ませたまふ

おほ庭へゆには

ひきと

ことよ

すめ承おやの

神ながら昭和の大君の承手振をまもりて祭おこなはせたま

か染

︵斎庭の稲穂の神敷︶

青人草の食ひて生くべき稲の穂を言寄さしまつりき皇御祖
神

す
めかみこときみよよさきは
皇神の承言受けもち大君は代々稲作もて民を幸ひたまへり

おきなしあはせ

柳田︵国男︶の翁申さく米のよくとるるが日本人の幸なり
きと
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尋
﹈系の天子あらたしきこの朝け富士は高空を衝きてさやけ

三

す
めおぼかみこと狼かへ
皇大神言寄さしたまひし稲穂もて復りごと申す祭尊ぎ
天祖と共に稲食すときし皇大神の象霊かょはむ天皇に

みおやをすめおほか柔たますめらふこと

つぎよさを

すめろき

平成二年十一月十二日天皇陛下御即位の大礼行わせらる
たかみくら

高御座天つ日嗣と天皇は国の内外に宣らせたまへり

ひんがしの日いづる国に生れきてかしこし今日のよき日に

薙溌呼鵬脈舟鍔﹂とは日の神の﹁給寄し賜ひし稲穂を食高光る日の御子しらす日の本はゆるぎなき国万代までも

すめか雛き難を

す﹂義が本なる︵﹃古事記伝﹄十四の巻により︶
うま

日の本は美し稲穂を皇神と大君と民とが共に食す国ぞあふ

同十一月十八日皇居一般参賀

平成の御代をよろこびことほぎて大前たかく日の御旗ふる
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大嘗の祭のすがたをもととしてまこと福祉の国も成るべし
天地の寄りあふきは承一筋につらなるはてゆ昇る天津日

か

清浄の大嘗宮にこよひせす大にへのまつりかしこくもある

同十一月二十三日大嘗宮の儀

戦ひはやめよとの大詔ああわれかくて今日生きてあり

おほふことのり

︵愛知学院大学客員教授・駒沢大学仏教経済研究所研鍛員︶ここにしていくたび昭和天皇の慈父のごとき御姿を拝せし

平成讃歌
加瀬頚二郎

○

天上に大きひとつの花ひらき地に千万の花さぎ象つる
な

あけぼのの空のいろあり光あり音いるさやかに金の鈴響る

大輪の千輪咲きの菊の花このひともとの千のかがやき
白鳥の本土飛来の報きけばなにかなしにこころはなやぐ

よいかなよいかな

上手は下手の手本なりといふ下手は上手の手本なりといふ

幻の巷にたちてながむれば遠く来し方かすゑたなびく

く

巨大化はすなはちほろびの過程なり巨大文明どこまでつづ

恐竜の滅びて六千五百万年いま地に栄ゆホモ・サピエンス

即位式を祝し奉りて

岩崎晶

昭和八年︵一九三三︶十二月二十三日国民が等しく待望し

ておりました皇太子様がご誕生なされました︒

この日東京愛宕山のＪＯＡＫは︑逸早くも当日の午前六

時三十分に臨時一三−スを全国に発しました●当時はラヂ
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北の方とぼくはるかに白鳥のわたりくる空虹たちわたる
○
おほあした

平成の御代ののどげき大旦わが読承初むる大御歌かも

あらたまの年のはじめに伝へ来し昔話をきくもたのしき
かにかくに国内たたかひなき世なり食足りつつがなきをよ
ろこぶ

戦ひのなき世はうれし豊かにて人人あまた外つ国に飛ぶ

○

オ︵シに濁点ではなくしてチに濁点でした︶を以ての承で︵民放
りんじ

サイレンが二つ鳴って臨時一三−スを伝える担当アナゥ

○○

はなく︑勿論ＴＶも未だなし︶ＮＨＫの独壇場でありました︒

○○

Ｏ

●●●●●●●●●●●●●●●

うま

皇太子様お生れなった﹂

年あらたまって昭和九年の正月には﹁新春特別番組﹂と

議院議長秋田清︵弥栄万歳を寿ぐ︶農林大臣後藤文夫︵青年に

の皇子の御誕生︶公爵近衛文麿の︵皇室の繁栄︑国家の隆昌︶衆

して︑徳富猪一郎︵歴史の流れを通して観たる昭和の御代の日嗣

か上る場合︵大地震・大火事・津波・洪水・大事故・大事変等

訴ふ︶行政裁判長官・宮内省御用掛清水澄︵皇太子殿下の国

つの場合は内親王︑二つの場合は皇太子との内定がありました︶

○

ンサーの声も喜びに打ち震えておりました︒今イレンが一

の発生時︶に於て明治・大正時代には各新聞社が競って﹁号

など

外﹂を発行︑街盈に腰に鈴をつけた号外売子が﹁号外︑号

太子殿下御誕生を祝して︶日独協会々長山本悌二郎︵奉祝の辞︶

てい

法上の地位︶駐在ベルギー大使男爵ハッソン・ピエール︵皇

ラヂオから一度︑全国津々浦灸に至る迄達せられるや︑

外﹂と声高に叫び乍ら走り売りしたものでした︒

実に千代田の森に瑞光・瑞雲棚引きて常磐の松もさやけく︑

等の奉祝の言葉が次から次へと放送されたのでありました︒

﹁皇太子殿下の御誕生を寿ぎ奉る﹂と題しての放送があり

た次第でございます︒

昭和天皇皇后両陛下もさぞかし御満悦の事と拝察申し上げ

︑︑︑︑

います︒ＮＨＫは既定番組を急遼変更︑湯浅宮内大臣から

期せずして一勢に﹁万歳々々﹂の声が湧き起ったのでござ

まして︑続いて吉住小三郎の﹁翁千歳三番里﹂の独吟があ

東京市中には︑目にも鮮やかな﹁花電車﹂が走り︑又夜

る．︿レードがＴＶ中継にて日本全国の家々の茶の間に放映

賢所に於ける儀式並びに皇居から東宮御所迄の御馬車によ

四月にはＴＶの時代と相成りまして︑皇太子殿下御結婚の

光陰矢の如しとか︑時去り時至って︑既に昭和三十四年

間には一大提灯行列が各所で行われたのであります︒奉祝

されたのであります︒私も目をこらして拝見いたしました︒

り︑明仁殿下奉祝の幕開けとなりました︒

の小・中学校生徒により次の歌が唱和されました︒

戦後四十年︑日本は世界も驚く程の発展・繁栄をしたそ

歌も数日を出でずして忽ちにして電波に乗り︑日本各地
﹁日の出だ︑日の出だ

一億国民の哀悼のもとに崩御︑絃に﹁平成﹂の御代を迎え

の歩承と共に︑昭和天皇は御長寿であらせられましたが︑
たのでございます︒

鳴った鳴ったボー・ポー
一フンーフンーフン

サイレン・サイレン・
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時正に平成二年十一月には御即位の大典並びに大嘗祭の

統合の象徴としてのつとめを果す﹂とあるのは︑正にあり

天皇のお言葉の一節に﹁日本国憲法を遵守し︑日本国民

動は許されないのであります︒

賢所に於ける﹁大前の儀﹂の神事は︑十一月十二日に皇

式典がおごそかにいとも荘厳に執り行われました︒

居に於てでありまして︑引つづき天皇の即位を内外に宣し

なく終了いたしました︒

がたき極承でございます︒祝賀御列の儀・饗宴の儀も滞り

たかゑくら

皇居より赤坂御所迄の祝賀︒︿レードは華やかに進行︑沿

て祝う﹁即位礼正殿の儀﹂は﹁高御座﹂に昇られてのもの︑

お言葉は実に音吐朗々として毅然たる御態度︑装束は束帯

道には祝賀の人だが群集して日の丸の小旗を打振り寿ぎ︑

こうろぜんごぼうしゃくおんすがた
され︑全国我等庶民一同恭しく謹んで拝し奉ることが出来

黄炉染の御抱に鋳を右手に持たれたる御姿はＴＶにて放映

正殿の儀参列者の外国首脳らの感想や印象を︑新聞紙上

まことに平成の御代の門出との感一入でありました︒⁝⁝

﹁美しく︑荘厳︑整然としていた﹂﹁これだけの儀式を秩

あり︑感銘を受けた︑と云うものでありました︒

にまとめておりましたが︑大半は︑日本ならではのもので

ひとしお

ました次第でございます︒︵黄炉染とは盛夏の太陽の色を表し
たとされる赤承がかった黄色であります︶

じゆにひとえひおうぎ雛ちょうだい

皇后陛下には十二単︑髪飾り︑手に桧扇にて﹁御帳台﹂
のぼり

序立って行えるのは日本人の特性﹂﹁気品あり親しゑ易く︑

ちゆうてい

玉石を敷きつめたる中庭には左右とりどりの職・旗が立

の内に立たれました︒

田８口感昏︸ＯのＨの日ｏ星ごズレエの一駒のようであった﹂

すばらしかった︒式典のアレンジも整然としていて立派﹂

ととの

ち並び︑平安装束や鎧を身にまとい︑太刀・弓矢の武具を
ていじようさんえきしや

携えた庭上参役者が威儀を整えておったのであります︒

であった﹂﹁日本人が伝統と歴史を尊重する国民であるこ

われたことがうかがわれた﹂﹁非常に厳粛であり︑感動的

﹁極めて印象深い儀式であった︒綿密なる準備のもとに行

とがよくわかった﹂即ち︑海外の祝賀使節には式典を通し

海部首相は︵従前は階の下より︶今般は階の上にて﹁万歳﹂

きざはし

狗に盛儀と謂うより他なしであります︒

ります︒

とと思惟されます︒

て日本の良さが心の底より分明︑よいお土産話となったこ

三唱の音頭を︑天皇陛下の御目の前にて発声されたのであ
百五十八ヶ国と国連︑欧州共同体の海外代表約五百人を

次に大嘗祭は︑十一月廿二日夜から二十三日未明まで伝

含む二千五百人が参列しましたことは特筆大書せねばなり
ません︒之︑偏に日本が世界に於ての先進主要国なること

統の儀式が神秘的に︑東御苑の大嘗宮で行われ︑午后六時

ひがしぎよえん

の証明に他なりません︒益々自重して善処︑日本は軽挙妄
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ゆきでんき主うせん

半からの﹁悠紀殿供撰の儀﹂には︑皇族のほか︑海部首相ら

しんえつ

し

十二月二︑三日︑神武・孝明・明治天皇陵での親謁の儀
ゑかぐら

と京都御所での茶会︑六日には天皇即位関連儀式を締めく

しんせん

三権の長︑知事・民間の招待者七百舟三人が参列しました︒

た︒○新時代の区切りとして必要︑新日本の到来を実感し

国内の声としては︑○﹁憲法遵守﹂のお言葉に感銘をし

たしました︒

され︑これにより即位礼関連の儀式︑行事はすべて終了い

また︑これに先立ち両陛下は同日午前︑宮中三殿に参拝

殿の賢所でとり行われました︒

かしこどころ

くる神事﹁御神楽の儀﹂が夕やみに包まれた皇居・宮中三

おつげ

宮内庁によれば︑天皇陛下は悠紀殿で神餓を神前に供え︑
すきでん

国家︑国民の安寧や五穀豊穣を祈念するという趣旨の御告
ぷ染

文を唱えられ︑廿三日午前零時半からは︑﹁主基殿供餓の

神道色の濃い儀式とされ︑儀式の核心は全く非公開︑実

儀﹂がかしこくも執り行われたとの由でございます︒

ＴＶにて静粛に拝観いたしておりましたが︑たいまつの

に神秘的︑公的性格のある皇室の行事とされています︒

た︒○祝賀行列の儀たるパレードをぜひ孫に見せたかった

や象

炎がゆれて暗黒の中に天皇陛下の白色の祭服が浮び上り︑

０００○

と静岡から上京した老翁の話︒○日本の﹁顔﹂として尽し

て下さる﹁皇室外交﹂に期待する︒○日本の﹁長い歴史﹂

まつり

古式ゆかしぐ祭が再現されたのであります︒⁝⁝

晩秋の寒さの中︑おごそかに静かに御儀式は進行︑悠紀

を見事に継承して諸外国の人之に披露したことは大成功で

あった︒即位式はまるでひな祭りを見ている様であった︒

○○︑︑︑︑

殿に向われる天皇陛下の御列を︑参列者が見守る雰囲気が

あった︒○﹁テレビ放映﹂のおかげで期待以上の見もので

ふんい壁︾

伝わって参りました︒
おつげぷ恥

天皇陛下には︑殿内にて神前に神撰を供えて︑五穀豊穣

に於て遺憾なくその重責を果され︑吾等国民は心より尊崇︑

陛下におかせられては即位の式典︑大嘗祭等一連の儀式

った︒○絵を見ている様な式典であった︒⁝⁝

滞りなく悠紀殿︑主基殿の御儀式も終了いたしましたる

敬服︑実にご立派に堂々と振る舞われ︑真の実力をご発揮

○陛下には平安朝時代の伝統的装束がお似合いで立派であ

ことは︑まことに平成の曙光がこ上に開くとの感いや深く︑

なされ︑皇位継承を華麗に演出されたことを︑舷に改めて

召し上がった︑とのことでありました︒

又︑数日後の二十八日午前には︑三重県伊勢市の伊勢神宮

深く慶祝の意を表し奉る次第でございます︒

などを祈る御告文をお読承になり︑御自らもお供えものを

での﹁神宮に親謁の儀﹂が行われ︑天皇・皇后両陛下がそ

︵本会評議員・ＮＨＫ旧友会員︶

れぞれ正殿前で拝礼され︑即位の礼︑大嘗祭が無事終わっ
たことを神前に奉告なされました︒
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大嘗宮拝観の記

上代光祐

て即位の事を宣布されたの承ならず︑皇祖天照大神をはじ

め御歴代天皇に一貫して流れる御神威を玉体にうけられた

車は予定通りに皇居前に着いたが︑大手門前には早くも

ものと拝されます︑誠によろこばしいことであった︒

全国からの拝観者の行列が延会と続いている︒我々は︑楠

公銅像前にて下車し︑長い行列にならび東御苑に到る︒広

公とした敷地に姿良く茂る常磐松の間に大嘗宮が静かなた

大嘗宮は︑皮を削らない丸太を用いた黒木造りで︑萱葺

たずまいを見せていた︒

きの屋根と床は青竹という古例どおりの簡素で清楚な建物

れた大嘗宮は︑身動きも出来ない程の人の群れ︑かぎ分け︑

干潟町支会では︑先の武蔵陵参拝並びに吉川英治・川合

押し退け或いは背伸びしながら拝観する人︑また高く低く

玉堂両記念館の見学や水戸地方の文学及び遺跡巡りに引き
十二月八日は︑春を思わせるような暖かな日和に恵まれ︑

或いは角度を変えて写真を撮る人︑立ち止まらない様にと

であった︒板垣に建つ鳥居をくぐり中に入る︒柴垣に囲ま

支会長以下三十名が観光︒ハスにて早朝地元を出発した︒車

続き︑今回は大嘗宮の拝観を行うこととなった︒

中では早速ビデオを使って即位に関する学習会を開き︑予

注意を呼びかける声︑大変な混雑であった︒

一番奥に建つ廻立殿を中心に悠紀殿・主基殿及び両殿の膳

大嘗宮の配置図を片手に標示されている建物を確かめる︑

備知識を深めることとなった︒

昭和天皇の諒闇が明けた平成二年は︑まさしく御大典に
明け︑御大典に暮れた年であった︒

屋・小忌握舎・庭積帳殿・握舎等が左右に整然と建ち並び︑

尚楽舎等も回廊によって結ばれ︑離れて建つ斎庫・釜殿・

一月二十六日の﹁即位期日報告の儀﹂に始まり︑悠紀・

主基両斎田が卜占により秋田・大分両県に決定︑十一月十

りと陰影を隈取っている︒

庭瞭舎等が冬とは思えない明るい日差しに照り映えくっき

大嘗祭は遠く一︑三○○年の昔︑天武天皇の御代より受

に行われた︒越えて﹁大嘗祭﹂﹁饗宴の儀﹂に続き︑伊勢神

け継がれた皇位継承に伴う一代一度の重要な儀式であると

二日より﹁即位の礼﹂﹁祝賀御列の儀﹂﹁饗宴の儀﹂が盛大

れました︒これによって︑今上陛下は第一二五代天皇とし

宮への﹁御親謁の儀﹂を以て一切の儀礼が滞り無く厳修さ

（90）

蝿哩

識

た稲作文化の中核をなすものであると言われ︑悠紀・主基

共に日本文化の真髄であり︑また瑞穂の国と讃えられてき

両斎田で収穫された新穀を皇祖天照大神をはじめ天神地祇

に供えられ︑御自らも召し上がられて国家国民のために︑

その安寧と五穀豊穣を感謝し︑御祈念遊ばされる神秘的な

けて浄闇の中にゆらぐ庭瞭と脂燭の灰かな明りに神々と相

儀式であります︒二十二日の夕刻より二十三日の未明に掛

畏れ多く身の引き締まる思いであった︒

対され︑御奉仕される陛下の御様子を拝察するだに︑誠に

戦後︑日本が外国からエコノミック・アニマルとまで言

われながら︑実は世界最高のハイテク文明を築き上げても

なお︑太古さながらの伝統や精神を受け継ぎ︑大切に守り

や共同体意識︑そして祖先崇拝の信仰等を通じて︑日本人

伝えてきた日本の素晴らしさ︑それは︑日本独自の自然観

ましょう︒

相互が無意識のうちに心の中で生み育んできたものであり

柴垣沿いに左に廻り行列の合間を縫って記念撮影をなし︑

やがて取り壊される大嘗宮に︑つきせぬ名残を惜しみつつ

平川門より御堀端通りを経て再び乗車し︑昼食後は世田谷

︵干潟町支会役員︶

美術館で開催されている大英博物館展を見学し︑午後三時

東京を発ち夜七時めでたく帰宅した︒
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昭和の御大礼
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もあります︒然し又︑私の親近の者や友人等が︑心から御

大礼に奉仕する光栄を喜んでくれて︑激励や祝賀の詞や手

紙を寄せられ︑又過失の無いように祈願さえして呉れた人

灸があります︒これ等の人灸に対する感謝の微意もありま

又私は帰京後︑幾多の人灸から御大礼の御模様を聞かれ

す︒

趣旨もあります︒

ました︒さればこれ等の人々に対する土産話の代りとする

以上の様なことが動機となって︑甚だ簡単ながらこの拙

文を物した次第であります︒

最後に御断りするのは︑如上の如き動機から出発して居

自己の体験と︑自己の感想とを主にして︑つまり私の印象

的用語が多いのです︒然し公の記録ではなく︑何処までも

るので︑宮内省の人達から見れば︑不正確な点や︑非専門

一月十七日に行われた︒期日報告の儀に始まって︑悠紀︑

その結果として私の供奉しなかった御儀式には感想も亦な

主基の斎田の儀等を経て︑十一月の諸儀︑それも東京還幸
然し私の印象は︑これ等すべてに亘って居りませぬ︒即

いわけであります︒どうかその御心組で御一読を賜わらぱ

を局外の方々に御話するつもりで書いたものであります︒

ち十一月六日東京御発萱より︑同月二十七日東京還幸まで

御大礼の翌年如月の頃

私の光栄とするところであります︒

申すべく︑従ってこの行幸に供奉した時の思い出は︑実に
て御大礼の印象と題するのもその辺から来て居るのであり

私の一生涯忘るべからざるものであるからです︒而して敢

筆者

下六番町の寓居にて

に限りました︒実にこの間の諸儀こそ︑御大礼の本儀とも

後の各儀を網羅して居るのは当然であります︒

昭和三年に行われた御大礼は︑正確に云えば︑その年の

言

この小冊子を物した動機は︑一には私自身の記念の意味

ます︒
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緒

目次
その前夜
その日の朝

秋晴の東海道

夢の様な大嘗祭
小閑を得て大原に遊ぶ

とは出来ない︒

ないようにと云う心配が心の中に凝固して居るのを除くこ

五日の夜︑私は家族の者と食事を済ましてから︑明朝の

用意の為め特に宮城に泊るべく家を出た︒然し未だ時間も

紫震殿ノ儀の予行

京都御着

雨の名古屋を発して

畝傍行幸

高尾探勝

秩父宮殿下に伺候して

伊勢神宮御親謁

神都行幸

石畳の上に座して︑之から十時間も︑徹夜して歯簿を拝さ

十時を少し過ぎた頃だがすでに殆ど満員で︑皆冷たそうな

の歩道に沿って歩を運べば︑何たる奉拝者の集りであろう︒

以上なものであった︒更に丸ビル︑郵船会社︑海上保険前

く群集の多さと︑電光燦たる奉祝門の周囲の明るさは予想

倉門に来て見た︒仰げば秋の夜は静かで︑黒い︒が︑路行

あること故︑序でに東京駅前の状況も一瞥しようと︑和田

東郷大将訪問
桃山御陵

んとして居るのである︒警官はすでに配置に就いて居て︑

夜宴

賢所大前ノ儀

涙組ましき情景

後から入らんとするものを止めてしまって居る︒その前を

名古屋離宮

紫辰殿ノ儀

楽しき還幸

御座所小景

奉仕する光栄を担う者は︑一層真剣になって奉仕しなけれ

私はこの有様を見て実に嬉しかった︒と共に私等側近に

の色さえ覗われる位である︒

で︑徹夜の苦ももとより覚悟︑寧ろ地の利を得たと云う喜

る苦痛を偲んでも一生の思い出に拝観の栄を得んとするの

を見るに︑老壮相半し︑男女相匹敵して居る︒皆︑如何な

写真班と︑仲々に賑やかなものである︒これ等熱心な人々

と︑時々ボンボンと音を揚げてマグネシウムを焚く新聞の

或は見物に︑或は空席をさがしてゾロゾロ往来する人の群

御神楽ノ儀と勅使発遺ノ儀

その前夜︵五日︶

国家の盛典︑御即位の大典儀はいよいよ明六日から挙行
せらるることとなった︒

聖上︑皇后両陛下の御機嫌も殊に麗しく︑何一つ心に懸

ば︑かくの如き熱誠な同胞に対して済まない︑とひそかに

るもの毛ない︒国を挙げての喜び︑まして側近に奉仕する
る御儀式に重き任務を有するを思う時は︑唯どうか落度の

私等の欣喜は申すまでもないが︑次ぎ次ぎと取行はせられ
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誓った︒私等の最も戒めねばならぬことはこの気持の冷却

き出した筈である︒それまでに聖上には大元帥の正装に︑

御羽車に移御︑宮内大臣︑式部長官の御先導にて歯簿が動

そこには朝陽に燦然と輝いた︑鳳萱が︑異常に緊張した

聖上の前後には侍従剣璽を奉じて御車寄に出御になる︒

色の御帽子︑同じく白い毛皮の御肩掛を着け給い︑そして

皇后陛下には標色の御洋装︑白い鳥の羽をつけた御服と同

ハナダ

にあるのだと深く心に銘記した︒

静かな坂下門の通用口をくぐって大内山に入ると︑これ
窓からは電灯の光が漏れては居るが︑人影は殆ど見えない︒

と静かに砂利が鳴って御列がいよいよ動き出した︒全く絵

騎駅者を乗せて御待ち受けして居る︒両陛下の乗御が済む

は又打って変った静寂な気が四辺を篭めて居る︒宮内省の

て居るばかりである︒私は侍従職に来て︑今度の行幸主務

すでに準備全く成ったか︑如何にも落着払った空気が漂っ

ちに別路︑自動車に乗って駅に向った︒大手町辺は全くの

私は東京駅に先着の任務があったので御見送がすむと直

の様な光景である︒

交通遮断で非常な警戒である︒駅の御車寄には駅構内で賢

話をしてから︑明日は四時に起して貰うことを仕人に頼ん

官の大役を仰付かつた木下侍従︑その他二三の同僚と少時

た東京駅前の状況がまざまざと眼前に揺曳するのであった︒

で︑布団にもぐり込んだ︒眼を閉じて見ると︑先刻見て来

顔は赤く︑衣は鮮な黄抱だ︒

所御羽車を奉昇する八瀬童子の別隊が並んで居る︒彼等の

六日の梨明は来た︒御所の中でも肌寒い︒まして東京駅

見し得たの承︒水を打った様な静寂な空気の連続と︑やが

われた函簿が︑さながら一道の虹の如く進んで来るのを瞥

が遺憾である︒唯駅に着いてしばらくしてから︑遠くに現

その日の朝︵六日︶

前で徹夜した人々は︑今頃は心をときめかしてこの蕊明に

て波動して来る劉暁たる君ヶ代のラッ︒︿と︑軍楽隊の君ヶ

歯簿に加わらない私には沿道の光景を絃に記し得ないの

歓喜しているだろうと思うと︑嬉しいような涙ぐましいよ

代の吹奏︑殊に﹁千代に﹂の処で打つ大太鼓の何時もより

なる︒童子が屋内に御移しする時の掛声︑シーとの承︑

所定の位置に就いて御待ちして居ると御羽車は御着きに

は強い響︑ドン︑ドン︑ドドド⁝⁝︑心臓が揺ぐ︒

うな気持になる︒そのうちに続々と同僚は参内して来た︒

天気は絶好だ︒今日のよき日の余りにも恵まれたる幸に

皆新調の大礼服に着換えて居る︒

午前七時には賢所では︑天皇の御代拝が済んで︑賢所は

只もう嬉しくてたまらない︒
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それが何とも云えない森厳な響︒かくて再び童子が奉界し

れて︑御一代の大典の為めに過ぎさせられつつある︒実に

賢所を奉じて天皇︑皇后両陛下は国臣の重きを従えさせら

せた︒

両陛下には無事名古屋離宮に御入りになった︒先ずこれ

名古屋離宮︵六日︶

った︒私はここでも先着の為め︑別路離宮に自動車を飛ば

御を御待ちの上︑歯簿成って名古屋離宮に向って進御とな

三十分︑名古屋駅に御着︑例に依って便殿にて︑賢所の移

段灸と名古屋に近づいて来るのを感じた︒かくて午後三時

大井︑天竜の二川を過ぎて︑長閑な浜名の湖を渡ると︑

片の葉舟さえ見えぬ︒これまた実に麗かな眺である︒

に浮んで居るばかり︒漁師等も奉拝に出て居るか︑海上一

ること鏡の如く︑翠波秒註と広がって遠く伊豆半島が紫色

富士川を渡ると︑左窓に駿河湾が近づいて来た︒静かな

形容を絶した崇厳と優美な場面でなければならぬ︒

てプラットホームに進御となるや︑蹄音静かに鳳箪が御車
寄せに着く︒私は便殿までの宝剣奉持の御役︑そこで暫時︑

賢所が乗御車に移御の作業の間︑両陛下には便殿に御休象
いよいよ時到って便殿を出御になると︑私等は静かに虐

遊ばされた︒

丁寧な御敬礼があり︑それから御召車に乗御遊ばされた︒

従する︒プラットホームで︑陛下には賢所に対し極めて御

秋晴の東海道︵六日︶

汽車は動き出した︒忽ち万歳の声が窓を打つ︒見下ろす
と有楽町のガードの下に集って奉拝する市民の歓呼である︒

朝の光は麗かに車内に射した︒空には片雲だにない︒沿道
多数の奉拝者を見つつ御召列車は快い譜調を残して一路西
下するのであった︒

日本陶器会社の磁器に御自ら彩筆をとって二三の御製作が

暫時御休憩の上︑県の物産を親しく御覧遊ばされた︒夜は

で第一日の事は滞なく済んで実に愉快である︒両陛下には

爽快に聞く︒たちまち前山の上に現われた︑富士の霊姿︑

あったが︑明日を慮られて早めに御寝になった︒

箱根にかかれば︑秋色未だ早き諮谷に滑々たる流の音を

っきり
りと
と浮
浮ん
んでで
居居
るる
︒︒皆一斉に仰いで今日のよき日に適は

半ば近くまで白雪を被って︑よく晴れたコバルトの空にく

秋晴の空に在る我等の霊山の裾を︑今しも日本国の御宝︑私は名古屋離宮に始めて来た︒話に聞いて居た以上︑陰

しい眺めを満喫した︒
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気な︑否寧ろ陰惨な建築なのに驚いた︒室は小さい︒庭は

然し何と心なき天であろう︒やがて離宮の軒には銀糸の

函簿は雨蓋もつけずに︑雨の中を駅に向って静かな歩を

いくやしい気持になった︒

運ぶ︒私は今日は函簿内の馬車に乗って居るので︑両側に

雨が見えて来た︒私は奉拝者の上を思って︑何とも云えな

いのではないか︒この城が外見は実に堂をたる男性的な威

が︑こんな家に棲んでは健康な︑明るい人間は到底出来な

連続する奉拝者の状況をよく見ることが出来る︒高齢者も

せまい︒採光と来てはゼロであろう︒とても一人では居ら

容を帯びて居るに反し︑内部は何たる陰鯵さであろう︒私

小学校の児童も︑学生も︑市民も︑もう濡れに濡れて居る︒

れぬような所だ︒これが昔風の大名の住居なのかも知れぬ

は静かに昔の大名の生活を考えて懐然たらざるを得なかっ

膝の上が濡れて光って居る︒けれども声一つ聞こえない︒

然し又室々の装飾は︑美術史上から見て実に貴重な遺物

段を駅に近づく頃雨脚益々しげく︑もう肌まで透って居る

何時も用いる形容調だが︑水を打った様な静粛さだ︒然し

た︒

であることも驚くべきものだ︒襖と云う襖︑壁と云う壁︑

は心の中で祈った︒どうか我等の同胞等よ︑今日は人事の

及ぶべからざる天候の為だ︑とあきらめて呉れ︑兄等はさ

らしい︒そのいじらしい姿は到底私の正視を許さない︒私

すべき傘も用意して居なかったであろう︒余りにも時迫っ

の逸作だ︒又仰げば合天井も密な花鳥だ︒欄間は絵ならざ
れぱ豪放な透彫の︑堂をたる彫刻だ︒中には左甚五郎の作

杉戸と云う杉戸︑皆︑絵だ︒着色の密画ならざれぱ狩野派

と称せらるるものがあるが︑それは到底今日帝展等には現

てからの雨である何人も怨まないでくれと︒

皇礼砲か︑花火か段々たる反響が車窓に鳴って居る︒京

京都御着︵七日︶

供奉員の気持も明くなった︒

て来た︒江州路に入っては益々天候はよくなって来たので︑

伊吹山には雲霧が山裾を揺曳して居るが︑山容はよく見え

御召列車が美濃路に入ると空は少しく明るくなって来た︒

われない︑力と熱の篭った大作だ︒
雨の名古屋を発して︵七日︶

七日の暁フト目を醒ますと︑雨の音が静かに鳴って居る︒
然し起床した頃には︑雲こそ重いが︑幸に降って居ない︒
何とかして降らせ度くないものと念じつつ離宮に向うと︑

沿道すでに奉拝者充満し︑然かも皆︑座して居るのがいじ
らしい︒
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都に御召列車が着いたのは二時︑駅での私の御役は宝剣の
に続いて︑劉暁たるラッパと君ヶ代の軍楽隊の吹奏裡に︑

かも猶︑足元がわからぬ程︑暗い︒しばらくして私等の詰

された︒両陛下に雇従して奥に進むと行燈さえ灯されて然

た︒薄暮の様な空気の漂う御車寄には︑御料車が横付けに

私の車が建礼門を入る頃︑雨はポツリポツリと落ちて来

歯簿は静粛そのものの如く︑御大礼の都︑千年の古都に歩

所に入ると︑中庭にはすでに潜盈たる秋雨が光って居た︒

奉持である︒すべて名古屋駅に於けると同様︑賢所の進御

を進める︒雨こそ降っては居ないが︑東山は墨絵よりも淡

八日は紫衰殿ノ儀の習礼即ち予行があった︒両陛下とも

紫衰殿ノ儀の予行︵八日︶

えて呉れた天候に対して︑感謝の念を捧げた︒

然し名古屋とは引かえ︑よくも御通過のすむまで持ちこた

く︑叡山の如きは雲に閉されて見えない︒

何たる盛況ぞ︒空地と云う空地︑皆人である︒路上︑軒
下︑座敷内︑ショーウインドー︑皆人だ︒四辻の交叉路の
如きも︑多きは一町も人で埋って居る︒後での話ではある

が遠国から来た人も少くないとか︒又前夜すでに立錐の余
地なきに到ったとか︒この熱誠な国民の心は︑自ら眉間に
溢れて私の心は打たるることが少くなかった︒

私の馬車より二台先きの馬車には秩父宮両殿下が御乗りに

る一つの問題であった︒然るに今日の奉拝の状況を見ると︑

大典を如何に見るであろうかと云うことは私の心の中にあ

義思想家の少からざる数を出したこの大学の学生等が︑御

上に座して居る︒京都大学の学生の集団も見える︒共産主

ぶ所作で︑両人が揃うと共に︑皇后陛下の御昇りになった

が高御座の壇上に昇って正面から順次御幕を開いて柱に結

下が幕を下ろされてある高御座に御着座の後︑二人の侍従

さえした︒私の御役は高御座の塞帳と云うので︑即ち︑陛

て見ると思った程でもなく︑殊に腰から上は案外楽に感じ

る百人一首の絵札にあるもので︑一見窮屈らしいがさて着

ると全く大宮人になり切った感がする︒この装束は絵で見

に到り二回程予行をした︒束帯を着て︑陛下に屋従して見

正式の御服を御着けになり︑我をもまた束帯して︑紫震殿

なって居るので︑それに対する敬礼の状況が︑風渡る蔵の

御帳台の同じ塞帳の二女官の所作とも揃わねばならぬと云

御苑内には学生︑生徒が団体的に両側に並んで︑芝生の

なびくが如く見える︒そして彼等もまた敬虚な態度で等し

う極めて細心な注意を要する任務であるので︑私自身とし

く礼をして居るのを見た時︑私の眼からは涙の落つるのを
覚えた︒
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りに行くかどうかと云う点になると心配せざるを得ないの

てはペストを尽して研究もし又練習もした︒さて︑予期通

であった︒かの禅で名僧の一言で︑諮然大悟せしめられた

る安心を与えられた感がした︒そこだと胸の中に叫んで︑

と云う話を聞くが︑全くその通りである︒私は初めて大な

であった︒

急に心の中が軽くなった気がした︒思うに﹁人事を尽して

天命を待つｏ﹂この信念がとりも直さず︑日本海大海戦の

字屋と云う旅館の玄関にたって居た︒それは同氏が東郷元

八日の夕刻︑私は同僚︑海江田侍従に連れられて︑大文

足らないものであったが︑御大典供奉に伴う一つの想い出

頂にタッチし得たと信じた︒さればこの訪問は三十分にも

東郷大将訪問︵八日︶

帥の義弟に当るので紹介してやるとの話に︑一度この世界

って︑元帥のこの尊い言葉から教を受けるであろう︒

として︑永久に記憶に残るであろう︒否︑種々の機会に当

勝利となったのではなかろうか︒私はかくて︑元帥の真骨

の英雄︑日本帝国の恩人たる元帥の声咳に接し︑以て一つ
は一生の思い出とせん為め︑勇躍従って行ったのである︒

八十二と云う高齢にも拘らず︑至極元気で︑又少しの高

日︑即ち十一月十日の日は暁より拭った様な秋晴となった︒

御即位式を挙げさせられる︑今回最も重要な御儀式の当

賢所大前ノ儀︵十日︶

ぶった風もなく︑気軽に︑卒直に︑而してよく談ぜられる︒

した ︒

丁度入浴中とのことで暫時待ってから︑この偉人の前に座

話は御維新頃︑元帥二十歳の時代︑約二年間︑京都皇宮の

き緊る様な気がした︒早起まづ欄干によって天を仰いだ時︑

風はやや北に偏して秋冷を斉したが︑それだけ心身共に引

の中を小舟に投じて淀川を下り︑兵庫に出て官軍の軍艦に

朝陽を帯びて居るのが見えた︒欣喜勇躍︑車を御所に走ら

鏡の様な朝の空に︑一つの淡い雲が浮んで︑それが淡紅の

守護に服した時の思い出話︑伏見鳥羽の戦の時︑弾丸飛雨
投じ︑紀州沖で︑徳川方の軍艦と一戦を交えた時の思い出
話等もあった︒が私が最も感銘を受けたのは︑私が紫衰殿

る大官連が大礼服美々しく︑掃き清められた御苑の中に自

すと︑この日午前九時より始まる︑賢所大前の儀に参集す

く︑﹁熱誠以て事に当らぱ︑陛下もまた御嘉納下さる︑小

々皆喜色溢れ︑処々の中庭にも清爽な秋陽が雨の如く濯い

動車を走らせて行く多数に会った︒御所について見ると人

の御役で心配して居ると云った時︑元帥が瞬時の跨踏もな

なる失敗は心配せぬでもよい﹂と即座に云われたその一言
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で肢しい位であった︒

こで御待ちして居ると︑遥かに︑陛下の御声が漏れて来る

オツゲプさ

のを拝聴することが出来た︒それは今日しも御即位のこと

を御自ら︑皇祖に御告げになる御告文の御声である森厳な

空気︑ゆるやかに足下に流れる午前の光︑そしてここでも

シュンコーデン

賢所御前の儀には参列しないが︑私は他の同僚と共に︑

賢所を安置する春興殿の裏の所謂北階の下まで虐従するこ

聞こえて来る無心の雀の噸り︑すべてが平和で清澄な気持

侍従長︑内大臣︑侍従武官長以下侍従︑侍従武官︑女官等

されるこの神秘な御儀式の無滞と云うよりも寧る異常な神

当初に当って︑陛下御自ら︑皇祖に対し即位を御告げ遊ば

んでから前同様の御列で入御になった︒私達は先ず大典の

でなくて何であろう︒御告文が済承︑皇后陛下の御拝がす

とになって居る︒九時二十五分︑両陛下の御装束を御着け

が装束を着けて勢揃をした︒やがて︑聖上には純白の御抱

厳裡に御終了になったことを深く喜んだのであった︒

になった御学問所の脇の廊下には︑式部長官︑宮内大臣︑

を召し宝剣と神璽を奉持する侍従を前方左右に従えさせら

御学問所裏の入側に立ったのは午後二時三十分頃︑私の前

入念に束帯を着けて︑一同緊張し切って︑出入口である

居る︒

当れば即ち足ると云う慰安とが三巴の様に胸中を渦巻いて

若し失態あったならぱと云う不安と︑唯ベストをつくして

したものである︒出来る丈けの準備はしたと云う満足と︑

した時の試合前の気持と同じ様な気持で︑それの一層緊張

って居る︒若かりし頃︑学校の野球選手として対校試合を

刻灸として紫哀殿の儀は近づきつつある︒私の胸は高鳴

紫衰殿ノ儀︵十日︶

れて御学問所から出御になり︑我等は只管敬虐の心持に浸
りつつ虐従した︒陛下の属従者の後方には︑皇后陛下が純
白な御衣に緋の御袴を召して女官を従えて御つきになった︒

両陛下とも清浄無比の気高き御姿︑我等平素側近に奉仕す
￥画１

る者と雛も強くその御気品に打たれてしまった︒

春興殿の後方の便殿に当る︑宜陽殿までは御廊下伝いに
二町余もあろうか︒その間の粛食たる歯簿の行進︑耳に入
るのは秋風に鳴る萱の葉づれの如き︑衣の擦れる音と︑御

庭の陽影に遊ぶ雀の聴りの承︒宜陽殿に御到着になって御
小憩があるが︑私達の御待する廊下の前は皇族以下大礼使
総裁︑総理大臣等︑本日殿上に雇従する数名の臣僚が御待
して居る︒皇族の首席秩父宮殿下と妃殿下とは殊に御気高
く拝されたことは申すまでもない︒やがて時刻となって︑

愈々春興殿に出御となり︑私達も北階の下まで虐従してそ
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の北階に向う︒ここで︒皇后陛下の御列と相並んでいよい

に︑春興殿へ出御の時と同様の歯簿で︑粛灸として紫震殿

て只黙灸と立って居られる︒やがて出御となり今日の午後

には珍田侍従長と牧野内大臣とが老体にも一しお緊張され

ない︒

ならぬので︑その方に注意を集中して居るので少しも分ら

立つ相役の黒田侍従の動きによって︑同時に進承出さねば

帳を塞げる大役を控えて居り︑その時機は左方数間の処に

て︑紫震殿の北側の廊下を進象︑中央裏側の入口にかかる

やがて時刻は来た︒一同︑張り切れむばかりの緊張を以

して居た鋳を懐に入れ︑黒田侍従と共に正面の御帳に手を

たべ階段を上って︑正面に廻り︑ここで又一礼して手に

参進を初める︒私は高御座の西方の階下で一礼して︑一歩

やがて黒田侍従に参進の気配が見えたので︑私も直ちに

よ紫衰殿への出御の時を御待ちになった︒

清く︑余韻又鰯をとして静寂な空気に流れ込んで行く︒侍

と︑加藤式部官の唱える警輝がケーヒーと実に朗かに︑

一柱の塞帳を終り︑次で第二柱︑第三柱と︑すべて塞帳し

かけて︑静かに︑然し︑すべての神経を働かせながら︑第

て︑ここで又懐から筋を取り出して一礼し︑二侍従︑二女

そぎ入る流の如く︑殿上を圧して参進する︒静かな歩調で
はあるが︑力強い藻とした御威力が完全に殿上の隅灸まで

従のかかげる御幕の間から︑歯簿は︑恰も静かな湾内にそ

を威圧してしまう︒参列者は皆頭を垂れる︒剣璽を奉持す

方数尺の処には外国使臣が居るから︑こんなことではいけ

は︑私の足は︑どういうわけか︑ブルブル震えて居る︒後

ぬと自分を叱りつつ︑やっと元の位置に復す︒然し心配も

官︑同時に階を下って︑又ここで一礼する︒驚いたことに

上られて︑剣︑璽は左右の案上に置かれ︑陛下は御椅子に

杷憂に終って︑何の手落もなかったので︑やっと気は少し

る侍従︑陛下︑御裾を奉持する侍従は高御座の後方の階を

を下って各々の所定の位置につく︒この間︑皇后陛下には︑

御腰かけになる︒御裾の侍従は御裾の衣紋を御繕いして階

ぶ御帳台に御上りになったけれども︑私には夫を拝見して

高御座の御椅子から立御になり︑一同︑錆を前にして最敬

この時︑カーンと鉦の音がして︑陛下は今塞げられた︑

落ちついて来た︒

居る余裕は無い︒又︑私のすぐ右手前方の外国使臣の後列

階を下りて︑前庭の正面階下に行って立つ︒この間︑暫時︑

礼を行う︒これが済むと総理大臣が︑動き出して︑殿の西

別の御入口から︑女官を従えて御参進︑高御座の東方に並

の方には︑人の倒れたらしい気配がして︑二三人の式部官

暇があるので︑少しく落ちついた心で︑私は始めて自分の

が抱えて運ぶらしい靴音さえ聞える︒使臣の夫人でも気持
が悪くなったのではないかと思ったが︑私はすぐ直後に御
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眼に入る前方の光景を感ずることが出来た︒

味は感得し兼ねたが︑流石軍隊で鍛えあげた声量と︑落付

所定の午後三時にうまく当るだろうか︑と案じて居ると︑

歳膳のもとで万歳を唱え︑全国一斉にこれに和するという︑

いた態度とは立派なものである︒総理の顔には静かに陽が

使総裁︑式部長官以下の束帯の人々︑又私の右手前方には

やがて終って︑寿詞を畳んで居るのが見える︒かくて総理

紫庚殿内の御模様は想像して居たより数倍も壮厳なもの

外国使臣の一団︑その背後には大礼服を着た大勲位以下殿

が︑一歩か二歩階段を下りかけた時︑意外︑突如として遠

長い︒十分位はかかったろう︒こんなでは︑総理大臣が万

上参列の高位高官の人奄而して︑これ等の人影の後方は︑

く万歳の声が上った︒そしてそれが直に伝染して又万歳︑

照って一層輪廓をくっきりと浮上げて居る︒寿詞は仲灸に

先刻バラバラした時雨の後の︑輝かしい秋陽が満ち満ちた

又万歳と︑御所の外では盛んに湧き起る︒更に驚くべきは︑

った西階︑その前方が皇族及び総理大臣︑宮内大臣︑大礼

お庭で︑光に映えた︑種灸の旗︑膳と︑建礼門と︑軒廊の

である︒私の前には珍田侍従長︑その前が高御座の私が昇

優美な莞と︑朱塗の柱︑更に又建礼門外には微かながらも

合図の皇礼砲が段々たる響を送って来ることである︒市中

の気笛もこれに和して︑高く︑低く︑遠く︑近く︑各灸の

儀杖兵の一団が見えるのであった︒

万歳﹂が手にとる様に聞こえるので︑待ち構えて居た︑殿

響を上げる︒そのうちに総理の明瞭な発声︑﹁天皇陛下︑

して退くと︑天皇陛下には立御になり︑勅語を読承給う︒

だ︒外国使臣の一団からも聞こえたのは嬉しかった︒次い

上︑殿下の参列員は一斉に︑満身の力を篭めて万歳を叫ん

内大臣が高御座壇上の後方から静かに進んで勅語を奉呈
漂然たる御気塊︑堂をたる御態度︑殿上を震駁して︑庭上

りいだし︑左手を伸した処で紙を開き︑開かれたものを二

下先ず御帳台を御下りになって入御の口近く進まれ︑再び

れ︑順次︑第二第三の御帳を垂れて後方に下ると︑皇后陛

私達は前の様に︑高御座に上って︑先づ正面の御帳を垂

って来て︑元の位置に復した︒

これが済むと︑総理大臣は再び悠然たる調子で西階を上

で万歳︑万歳と二唱せられた︒

参列の人盈の耳を貫いて︑なお遠く門外にまで響くかと思
われる豊かなる御声量︑拝聴する者皆︑御威力に心をうた
れて︑頭を垂れるぱかり︒そして心の中では︑この御頼も
しき年若き︑天皇を奉戴する歓喜に咽んだのである︒

つに重ねて敬礼してから︑朗々たる︑然しながら恭敬な態

総理大臣の姿が南階の上に昇られる︒懐から︑寿詞をと

度を失わずに︑読んで行く︒語は漢語が多いので直ちに意
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加藤式部官の警輝が唱えられて︑剣璽奉持の侍従を前に︑

に︑神宮︑皇霊殿並官国幣社二勅使発遣ノ儀があり︑私は

は賢所大前ノ儀ノ時の如く虐従申上げた︒十二日には午前

殿で御神楽ノ儀が行わせられ︑両陛下の御親拝があり︑私

ミカグラギ

簿正々と奥に向って進御せられた︒

天皇陛下は︑悠然と高御座を下御︒出御の時の口より︑函

た︑私は奉仕することが出来た︒然しこれ等の御儀式は︑

の為めに御汚を御除きになる御契ノ儀があり︑これにもま

ギ画ケイ

御裾の侍従として奉仕することが出来た︒午後には大嘗祭

主として御内輪の御儀式故︑ここには記述を略する︒

私達は只々嬉しくて堪らなかった︒天皇陛下の余りにも
御見事な勅語には実に恐入って︑強く強く心を打たれてし

両陛下この頃は奥の御座所に御篭りで︑御用のない時は︑

御座所小景

まったのである︒それに次で小さいながらも私自身の晴の

大役も無事済んだので︑自ら心も浮立った様にも感ぜられ
た︒私は︑身内の者等が︑私の大役が無事果されるように︑

祈って居て呉れて居るのを思い出して︑秘かに感謝の念を

御学問所に帰り来ってから︑側近者一同は︑順次︑両陛

とに御手狭で︑両陛下御座所の御次が杉戸一枚を境に御政

御避けになって居らっしやるのであろう︒御座所は︑まこ

之は時を御儀式があるので御髪を結い直しになる御不便を

聖上は御背広︑皇后陛下は御打衣の和装で御過しになる︒

下に︑無事御式終了の御祝辞を申上げる意味で拝謁を願っ

務室︑次が御対面所風になって居る︒私等が時折︑内閣や

捧げた︒

に感激に満ちた︑意義の深い拝謁であった︒

これ等教室の前は廊下で︑ガラス戸越しに御庭が見える︒

へ出御になり︑書類を御覧になっていただけるのである︒

事が聞こえて︑すぐ何を為さって居ても︑聖上は御政務室

戸の処で︑軽くノックをすると︑聖上か︑皇后陛下の御返

宮内省から来る御裁可の書類を持って出る時は︑その御杉

た処︑快く御許しを得た︒御上も我をも束帯のままで︑実

御神楽ノ儀と勅使発遣ノ儀︵十一日︑十二日︶

十日から定まった秋の日和は引続いて京都の空を紺青に

ろう︒白砂の先きは泉水で︑清例な水が池尻に応挙風の軽

御庭と云ってもまことに御手狭で奥行十五間か二十間位だ

澄ませた︒私達の心持ちも紫哀殿の儀が済んでからは︑非
の詰所でも快談湧くが如くなって行った︒十一日には春興

常にのんびりして来た︒重荷を下したからであろう︒私達
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れた数鉢の菊花が︑黄︑紅︑白の︑気高い花を見せて居る

やかな流を作って居るの象︒池の彼方の樹林は︑松や楓の

を促すのだそうだから折角の餅も画餅に帰するわけだ︒

口にした︒然し茶は眠む気ざましにはいいが︑却って小便

ったが︑こんな事をするのも京都らしい気の使い方と快く

礼の二大眼目故︑もう係員一同非常な緊張振だ︒束帯をつ

仙洞御所の控室に行った︒何しろ︑紫震殿ノ儀と共に御大

センド・ワ

四時に︑大礼服に着換えて御所から大嘗宮の造営された︑

植込であるが︑秋色未だ深からず︑色彩とては砂上に置か
の承である︒こうした狭い処に︑終日御静かに御過し遊ば
されるのも︑御大任を慮っての御事とまことに以て恐擢し
た次第である︒

けるにも場所の狭い関係上︑三班に分れて順にせねばなら

の承纏う麻の濡枠風のものをつける︒旧習によりそれには

を始めた︒今日は束帯の上に︑小忌衣と云う大嘗祭の時に

夢の様な大嘗祭︵十四日︑十五日︶

大嘗祭の当日は朝から曇って︑時雨とも細雨ともつかぬ

オミゴロモ

ぬ︒私はその第一班だから︑すぐ衣紋方の処に行って着換
ものが御所の中庭を濡らした︒私は丁度当直あけだったの

又冠には特に日蔭の蔓が結びつけられる︒

蝶︑鳥︑柳︑梅の簡単な草模様がついた清楚なものである︒

やがて︑両陛下には御馬車で臨御になり︑皇族方や︑国

で午前に一旦宿に下って休憩し︑食後静かに縁側の藤椅子
の先きは民家になって居り︑子供等の遊んで居る声が漏れ

に寄って煙草を煉らした︒私の室は一番奥なので︑狭い庭

と同じ衣装である︒唯︑両陛下にはすべてが白い御衣であ

務大臣等も集合せられた︒国務大臣等を除いては︑皆私達

る︒かくして居るうちに段々と時刻はうつって︑沈鯵な夜

て来たり︑学生が上手にハーモニカを吹奏する旋律が聞こ

が静に御庭を包んだ︒御垣越しに︑松林とその中に配置さ

えて来たり︑私はそれを静かに聞いて居た︒京都のこの軒
であろう︒ゆったりとした恰も山荘に在るような心境に浸

を並べた︑市街の中央にある宿屋ながら︑何と静かな時間

える︒

日はとっぷりと暮れた︒六時十分︑両陛下には︑剣璽と

れた︑悠紀殿の屋根と鳥居とが︑夜色の中にもほのかに見

共に廻立殿へ渡御になり︑ここで︑聖上には侍従奉仕のも

って空を仰いで居た︒空は時を雲が薄くなって卵色の陽を
らないように﹂と凝った茶碗に茶をたてたり︑﹁御不浄が

うけた部分さえも見せて呉れた︒女中が﹁今晩御眠むくな

近くならないように﹂と餅ｌと云っても小さな御鏡餅を

とに︑御湯ノ儀があり︑次で純白の御祭服に御召換になり︑

カイリウヂン

二つｌ焼いて持って来て呉れた︒勿論︑利目はないと思
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皇后陛下にも︑純白の御五衣︑御唐衣に御召換となる︒

私達はやや後れて六時三十分に廻立殿前の廊下に導かれ

の南階の下に到り︑聖上には殿上に御入りになり︑私達は

大臣︑次に御鍾道を延べる蓮沼︑山内両侍従武官︑次が私

本多︑岩佐両侍従︑次に御先導の伊藤式部長官︑一木宮内

れへ続いて今度の悠紀︑主基地方に因んだ風俗歌が奏せら

は帳殿と云う悠紀殿前の小さな小舎に御入りになった︒そ
クズコブウ
れから国栖の古風と云う︑我が国で最も古い民謡が奏せら

長官が続いて︑その次に︑皇后陛下の御列が続いて︑陛下

皇族の後方には国務大臣︑枢密院議長︑内大臣︑大礼使

小忌幅舎に着席した︒

と御菅蓋の綱を執る山県︑永積両侍従︑次が御鐘道を巻く

れる︒そこで諸員の一斉拝礼があり︑次に︑皇后陛下及び

た︒私は御菅蓋を奉持する役である︒前には︑脂燭を執る︒

川岸︑住山両侍従武官が立った︒さらに脇の廊下には珍田

遠く遠く離れた世界の姿である︒アー︑アー︑と唄われる

一生忘るることの出来ないものであろう︒実にこの世とは

小忌握舎に参列している間の数時間の印象は︑これこそ

チローデン

侍従長︑奈良侍従武官長︑瀬川︑今村︑矢野三侍従武官か

妃殿下等は先きに退下になるのである︒

の火もまたわずかの光焔を吐いて︑式部長官や︑宮内大臣

人の衛門が︑おぼろに火の明りで照し出されて居る︒脂燭

悠長な︑低調な︑単調な神楽歌と︑その伴奏に当る甲高い

廊下の両側には︑庭瞭が焚かれて︑その脇に腰かけた三

ら秩父宮殿下以下各皇族が御立ちになった︒

ので︑廻立殿の中からカサカサと御着換の衣擦れの音が漏

の姿を︑闇の中から描き出して居る︒四辺は森として居る

小さな柏子木︑コロコロンと鳴る和琴が何となく太古の感

出御となる︒前行の人々は静かな歩調で動き出す︒私は

れて来るのが聞こえる︒

はなく︑市中からは唯一度︑電車の軌を聞いたの象︒そし

て小忌握舎の前方の廊下を掌典や采女が︑神餓を捧げて列

を漂わせて︑それ以外には松の木の間を行く風の音も今夜

かれ出した︒その上を︑左に剣を奉持した土屋侍従︑右に

を作って静かに操り出してゆくのが済むとほのかな御燈明

御菅蓋を持ちあげた︒音もせずに御鍾道が且つ延べ且つ捲

た黒田侍従が︑そしてそこへ私達が従った︒私はかなり重

璽を奉持した海江田侍従︑次に︑聖上︑次に御裾を奉持し

そこに焦点づけられてしまったろう︒然し私は卒直に云う

るばかり︒恐らく小忌幅舎に参列した人々の視線は︑全く

こには掌典の数人が留って︑神譲の御伝供をするのが見え

と︑脂燭の光とに照らされて見える悠紀殿の南階附近︑そ

の燈篭にも︑又︑聖上の御冠にも触れないようにとそれば

い御菅蓋をしっかりかかげて︑只︑天井から下った︑黒木
かりに︑注意を傾けて静かな歩をつづけた︒かくて悠紀殿
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するので︑一足御先きに自動車を飛ばした︒そして御車寄

が鳴り︑砂利を踏む︑儀杖兵騎兵と馬車との蹄音憂をたる

と︑森厳と云うよりも幽幻と云った気持︑砕いて云えば本

が聞こえると雨蓋をつけた御馬車が現われて︑御車寄に着

しい姿を薄墨色に現わして居た︒やがて︑君ヶ代のラッ・︿

位であった︒だから着席した当座は︑森厳味は足りなかっ

いた︒両陛下に虐従して︑蝋燭台の並ぶ廊下を︑御座所ま

で歯簿の御着を待って居た︒左手の月華門が︑暁の中に美

た︒唯後半になってから段灸と森厳さを加えては来たが︑

で御供をした︒侍従長︑武官長︑皇后宮太夫︑次官から︑

だし︑スチームや電気布団の設備があるので寧ろ暑苦しい

私は前述の様に︑この世のこととも思えない︑別世界の幽

当に夢の様な気がするのであった︒気温も予想以上に温か

幻な︑御伽噺の国の如き雰囲気に呼吸して居るのであった︒

って︑特に慰労としての御雑炊や御馳走を頂戴しつつも︑

えった︒一しきり感想談を交換してから︑多くは食堂に行

無事御終了の御祝詞を申上げて︑一同喜色満面︑控室にか

歓談湧くが如くであった︒

主紀殿は︑悠紀殿と全然シンメトリカルの位置に出来て

居て︑その印象も同じであったが︑折から時雨が来り︑そ

しく思う︒叡山や嵐山や嵯峨や︑行き度い処も多かったが︑

滞洛中の余暇を以て宿望たりし大原を訪れ得たことを嬉

小閑を得て大原に遊ぶ︵十七日︶

れが何時しか︑かなりの雨となったので︑屋根を打つ音と︑

滴って浄砂に鳴る音が増えて︑更に夜も十二時過ぎより暁
にかけて
ての
の事
事故
故︑
︑ず
ずっ
っと
と森
森厳
厳森森
厳厳
一さを加えたけれども︑幽

主紀殿の儀が終って︑歯簿が︑電光輝いた大宮御所に帰

幻な気持もまた多分に漂って居た︒

った時の愉快さは又格別であった︒この大儀を無事終了し

多忙の為め割愛した遺憾もこれで充分償われた︒

には山の影が深かった︒それでも時雨雲の去来の間には︑

八瀬行の電車に乗った︒もう三時頃だったので八瀬の峡谷

十七日の午後︑修学院離宮で同行の友に別れてから単身

たことは︑一時に重荷を下した感がしたのも無理はない︒

ので︑側近の一人に﹁これで自分の大役も済んだ﹂と御満

聖上にも一番御注意を要する御親祭を無滞御終了になった
足気なお言葉があったそうだが︑まことに然か御在しまさ

車の窓から︑八瀬の家と人とを見つつも︑かの賢所を奉安

赫と秋の光がこぼれて農家の白壁を照した︒私は乗合自動

する御羽車を担ぎ参らす︑所謂八瀬童子の生活を思い︑又

むと拝察することが出来た︒

装束を脱いで︑大礼服にかえた時には︑平素ならばあの

オハグルマ

重苦しい服が如何にも軽やかに感じた︒私達は御所に先着
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古より特に勤王の志強かつたと云う︑ここの村人に対して

ガラス窓の中に陳列された︑徳女のサインある絵や短冊に

案の条一人の来客と芸術談らしいものを交換して居たが︑

建造物の往生極楽院に行った︒軽快な︑小じんまりした︑

香新しい本堂を見てから︑庭下駄をつっかけて︑特別保護

て来たよりは遥かに豊かそうな寺である︒案内されて木の

て三千院についた︒山陰の寒そうな処ではあるが︑想像し

終点から︑右手にだらだら登りの道を行くこと︑数町にし

高倉天皇の妃となった建礼門院が︑平氏僅花一朝の夢はか

ここは寂光院の名に適応しい処である︒清盛の女にして︑

いた時には︑暮色すでに蒼然たるものがあった︒まことに

すでに大分傾いて︑落葉深き狭い石段を登って寂光院に着

て︑十町もある寂光院に歩を運んだ︒暮れ易い秋の陽足は

思わずも筆は余談に過ぎたが︑それから私は間道を通っ

よって彼女が普通の文学小女とさして違わないのを知った︒

優美な曲線を持った藤原全盛期の遺物である︒内部には建

の建築は淀君の発願によりて豊臣氏の改築のものと云われ

なく︑その短かき晩年を隠栖し給いし感傷の地である︒今

大原は丁度山峡の開けた盆地の様な処である︒自動車の

心からの敬意を捧げた︒

築物の割に大きな本尊阿弥陀如来と脇侍の観音︑勢至が案

フサワ

外美しい金色を光らして居るに対し︑須弥壇や四柱は往年

を見たが︑低個去るに忍びず︑落葉を浴びて懐古の情を窓

もう日は暮れて︑叡山の肩には宵の明星が燦として光る

るが︑本堂も書院も極めて小さなものである︒

それから書院に案内せられて︑明治の名匠︑芳文︑景年︑

の螺釦も金箔も全く剥落して︑時代の古さを物語って居る︒
松年︑玉泉及び栖風が巨腕を振った︒各室の襖を見たが︑

にした︒御蔭で最終の自動車に間に合うべく数町を馳せね

大原懐古

ばならなかった︒

仏法も逐に涙の時雨なり

これは遠き将来に於て必ずやここの一名物となるだろうと
三千院門前には掛茶屋が並んで居るが︑その中の木の香

思わせられた︒

新しい一軒は若き独身の女主人に依って︑殊に彼女が宗教︑

御仏を抱いて時雨に泣き給ひ

ことによって︑又何かの事から建礼門院の境涯を慕って︑

静寂な大原の夜から抜け出して来た私は︑急ぎ宿屋に帰

夜宴︵十七日︶

芸術を談じ︑絵を描き︑俳句を詠じ︑それ等作品をも売る

淋しいこの地に隠栖すると云う︑センチメンタルな噂によ
って︑近頃は名物になって居る︒私も人の話にも聴き︑又
何かの紀行でも読んで居たので︑好奇心から覗いて見た︒
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一日︑第二日の饗宴に参列が出来ない︒然しこの日の夜宴

く御所に急いだ︒私等は資格が低いので︑側近者と雛も第

ノ儀が予想以上に時間を喰ったので︑夜宴も約一時間程遅

のは十時を少し過ぎて居たろう︒夜宴の前に行われた饗宴

両陛下が皇族及び外国使臣等を従え給いて出御になった

って大礼服に着かえ︑今度は華麗を極める夜宴に参列すべ

には等しく御招きを蒙ったので︑全く一般の参列者と同じ

やがて楽官が楽座に着席して︑舞楽が始まる︒第一が万

れて来たのである︒

饗宴場は前回と異り︑京都皇宮御苑内大宮御所の北方の

歳楽︑解説に依れば晴の陽帝︑楽正白明達に作らしめたと

資格で︑饗宴場に列するの光栄を得た︒

に続く朝集所を合すれば︑延長二町にも亘らん大殿堂であ

広庭に建営せられた︒堂々たる入母屋造の御殿風で︑これ

のである︒次が太平楽でこれは武の舞︑昔︑鴻門の会で楚

る︑陽に属する文の舞で︑閑雅優麗︑平和の色に満ちたも

も︑唐の則天武后︑鴎歌を写して作らしめたとも伝えられ

の項羽が剣を抜いて舞ったと云う伝説を持ったもの︑壮重

る︒内部は中央が朱塗の高欄をめぐらした大舞楽台︑それ
って居る︒朱色を主として金の金具︑燦然と光を放ち︑華

を囲んで︑廻廊風の桟敷︑その後方は広大なる饗宴場とな

た面白いものであるが︑何分にも人の頭の上に舞人の頭だ

にして勇勤︑殊に拍子毎に力を入れてゆく︑直線美の勝っ

舞楽台を取囲んで国務大臣以下高官が夫人同伴で着席し

美絢嬬を極めて居る︒

た時の光景は素晴らしいものである︒男子は大礼服︑女子

の時見るを得たので︑この遺憾も他の人々に比しては少い

けが見える程度なのは遺憾千万であった︒然し私達は予習

また高からずで︑甚だ工合が悪い︒私のすぐ傍には︑無産

ねばならない︒それに遺憾なことは床の傾斜少く︑舞台も

即ち諸員の大半を占むる者は︑椅子がないから立って居ら

御馳走は皿に盛った洋食で︑立食である︒愉快な談笑が湧

君ヶ代の奏楽と共に︑両陛下の出御があり︑夜宴が始まる︒

の時は︑さしも広大な式場は︑人で一杯であった︒やがて︑

舞楽がすんが一旦休所に下がり︑再び夜宴場に入る︒こ

わけである︒

は桂袴︑されば彼等︑彼女等の衣服を彩る五彩の交錯は世
にも驚く可き縞麗な眺めである︒私達は最後方に下げられ

党の安部︑鈴木︑西尾の強豪が居るが何れも背の高い方で

ロデーが浸潤して来る︒私達は唯嬉しくて堪まらず︑顔な

き起こる間を︑楽部員による繊細優美なオーケストラのメ

て︑その前は衆議院議員の席となった︒然し勲二等以下︑

よ﹂と不安な慰めを言うのであった︒

ないから︑こぼして居る︒私は﹁今に始まれば見えます
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じゑを見付けては遠くの方から︑シャンペンの乾杯を交換

して視線を窓外に放つのであった︒伊賀路に入った頃は︑

女地である︒私達の殆どすべても始めての線路故︑期せず

た︒朝︑自動車で出勤の途上では︑御道筋にはすでにござ

上には殆ど飽和度に達した水蒸気が低迷して居るのであっ

治山田に行幸の当日は又︑夜来の雨が止承かねて︑京都の

けて居たのに︑いよいよ十九日︑神宮に御親謁の為め︑宇

で︑只遠く朝熊山腹に大きなイルミネーションが奉祝の二

しんで︑欄干に依って見たが︑秋の夜は静寂に四辺を包ん

河鹿の声が枕に鳴った︒その時の忘るべからざる印象を懐

めに来て泊った時には︑対岸の山には玲瀧の月が上って︑

月楼に旅装を解いた︒思えば︑五月新緑の頃︑下検分の為

私達は薄暮泥淳の路を踏んで︑五十鈴川畔の鮮久こと水

い次第である︒

格乏しきものであるが︑他に用うべきものもないのは恐多

ここは建物も極めて古く︑狭く︑全く以て行在所たるの資

二時五十分︑行在所たる神宮司庁に着御あらせられた︒

はちがった感じであった︒

が派遣せられて︑沿道の堵列を務めて居るのも︑一寸他と

の駅につけば︑鳥羽港に来て居る海軍の警備艦から︑水兵

所謂白雲紅樹の山水図を見るの思がした︒津を経て︑山田

天候やや有望に見え︑紅葉の峻峯の裾には白雲揺曳して︑

する︒時刻は︑すでに十二時を過ぎて暫くしてから︑入御
の君ケ代が吹奏せられ︑それが終了したかと思うと︑何処
からか万歳の声がほとばしって︑忽ちに満堂を揺がさん唱
和となった︒これも止むに止まざる歓喜の爆発であったの
だ︒

宴果てて︑涼食の夜気を自動車で突破して宿に帰ったの
はもう二時近くであったろう︒
神都行幸︵十九日︶

を敷いて拝観者が並んでいるではないか︒御苑の中に入る

字を中空に描いて居るの承であった︒

京都の名物の時雨日和が続いて︑やがて天候も定まりか

と︑小学校の生徒も並んで居る︒正面の紫哀殿の屋根が︑

伊勢に於ては二十日には外宮︑正確に云えば豊受大神宮

伊勢神宮御親謁三十日︑二十一日︶

煙雨の奥に消えなんとして居る︒

京都駅御発車は十時三十五分︑雨はしきりに沿道の山野
を濡らして居る︒大津を経て︑草津から右に折れて︑鈴鹿
の西麓を拓植に横断する︒この線路は︑鳳萱を印するの処
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謁があった︒二日とも絶好の秋晴で空に清澄あり︑地に光

に御親謁があり︑二十一日には内宮︑即ち皇太神宮に御親

があり︑更に少しく進むと内玉垣門であるが︑宮内大臣︑

の上りとなる︒それを上ると外玉垣門で︑そこで御赦の式

作って︑それが七十余段かにきざまれてあるから︑かなり

の方は爪先上りの斜面であるが︑内宮は石段の上に廊下を

所謂︑内宮外宮の二社︑その結構殆ど同じく︑御拝の御模

なき国家の生命の源泉に触るるの感あらしめられた︒然し

し給う︒これ実に日本の建国を偲ばしめ︑悠久にして動き

あとは我を配役の側近者の承であることは︑如何にも恐多

で︑瑞垣門外で御待ちになる︒前庭へは掌典長が御先導で︑

こが正殿の前庭となる︒皇族もそこへは御入りが出来ぬの

聖上のみ御手水があり︑次で瑞垣門を御入りになると︑そ

式部長官以下の臣下は︑その門外で御待ちする︒門内では︑

メグ

る︑神代ながらの清楚な殿堂に於て︑天皇︑皇后親しく拝

輝あり︑老杉鯵蒼たる中に︑神秘の玉垣幾重にも囲らした

ることは重複の嫌がある︒私は唯︑内宮の時の御模様を追

様全く御同様に拝したので︑各々の印象を区別して記述す

十一月二十一日の朝は藷翠の様に澄んで明けた︒眼下の

して︑銀茶色を帯びて居る︒而してその外は︑天を衝く老

囲をめぐる瑞垣も︑すでに二十年に垂々とする雨露に苔蒸

正殿の前の前庭︑そこは掌大の石が敷きつめられて︑周

い次第である︒

五十鈴川の流は水晶の様に透ってその底には前山の砺璃の

杉の密林である︒さればこの一廓の象は︑塵界から完全に

憶しつつ記すに止めたい︒

と流れる朝の光はこの森厳な神都を包んで輝かしい然し和

様な紅葉が冴え冴えと影を浸した︒山から川︑川から町へ

落下して来てやがて︑又静かに澱んで︑この閑寂な前庭に

深く︑然かもその紺青からは︑輝かしい光線が︑滝の様に

の杉の梢にかぎられた︑狭い天空は︑紺青の色あくまでも

切断せられた真空の天地とも申すべきか︒見上ぐれぱ濃緑

なり︑そこで下乗になる︒聖上には黄櫨染の御抱を召させ

先きに頓宮から御馬車に召して︑外玉垣門外まで進御に

やかな光彩を添えた︒

給い︑臣下は衣冠単に木履を穿つ︒函簿は剣璽を御前に︑

揺曳して居る︒

で御拝があり︑玉串の奉献がある︒私達は階下所定の位置

得ない︒階段を昇った︑所謂大床の板縁に座し給う︒ここ

オオユカ

聖上には静かに正殿の階を昇御︑然し殿内に入り給うを

その他先行︑虐従共に︑概ね大嘗祭の時と同様である︒私
の配役は例によって御菅蓋を奉持して御後に従うのである︒

陛下御下乗になると︑函簿は直ちに坂路にかかる︒外宮

(
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を隔てて︑然も連綿として万世一系の皇統を嗣ぎ給い︑即

触れたばかりであった︒聖上には賢くも天照皇太神の霊を

に鳴く無心の鳥の噛りと︑遠方の汽車の笛の一筋とが耳に

に立って頭を垂れる︒唯もう森閑とした気に打たれて︑梢

と云い︑全く絵巻物であった︒私は御菅蓋を奉持し森厳な

昇り給う︒その御態度と云い︑御装いと云い︑周囲の風趣

が日影を踏象給う︒心もち御顎を引き給い︑静食と御階を

来た陽光がギラリと光る御馬車から御下り給えば緋の御袴

髪の前頭に黄金の御冠を掲げ給い︑それに杉の梢を漏れて

陶酔するかの如くであった︒

気に浸りつつも︑美しき色彩の揺曳する周囲の空気に半ば

祭り奉るここの神前に︑三千年か︑或はもっと長い星霜か

位の大礼を終えさせられて親しく報告し給うべく今し御敬

いよいよ御拝が終って静に御階を御下り始めになった頃︑

つことになった︒三時何分かの京都直行の列車には我倉の

日京都還幸の時の御用の為め︑先発して一日早く伊勢を発

内宮の御親謁の済んだ日の午後︑私等数人の侍従は︑翌

秩父宮殿下に伺候して︵二十一日︶

虐な御心を傾けて御拝があったと拝した︒天照皇太神の御
い︑舷に親謁の御儀式に来り給うを見そなわせられては︑

霊も︑昭和の新帝が御青年の身を以て国首の大任を負い給
必ずや限りなき御慈愛の御心と固き鎮護の御精神とを以て

かの外玉垣門外に整列して居る儀杖兵の敬礼のラッ・︿が劉

も同じ列車に御乗りになった︒その為め︑沿道には学校の

外に︑大礼使関係の一部が行を共にしたが︑猶秩父宮殿下

御受け遊ぱしたことと信ずる︒

乱れざる調整︑適当な諾調︑殊に最後の余韻の美しさ︑私

暗くなった頃︑我灸の室へ︑秩父宮家の前田事務官が来

生徒が沢山出て居るのを見た︒

院として静けさを振動して聞こえた︒その澄んだ音︑一糸
はこの度の行幸中幾多のラッパを聞いたがここの儀杖隊の
吹奏程︑洗練されたのは他にはないと思った︒

オジキノミヤ

て︑殿下も御単身故御話に来るように伝えたので︑土屋侍

又親王の筆頭として︑今回の御大典には常に御儀式に列せ

られ︑皇族方の中では最も御忙しく︑又御苦労の多い御立

従と私とは後部の一等車に伺候した︒殿下には御直宮とし︑

場にあらせられたにも拘らず︑何時もながらの御元気で︑

皇后陛下の御拝の時も私等御菅蓋とその御綱を奉持する

とならば甚だ恐多いことではあるが︑この時の御美しさ御

御役に奉仕することが出来たのは非常な光栄であった︒何

軽快な御背広に活達な御気象を湛えられ︑御自身で煙草を

三人の侍従は特に式部官代と云う口達命令を以て︑同様の

気高さに到っては実に御形容申上ぐる以上であった︒御黒
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下さったり︑時には御茶の指図までして下さるのには少か

その大師堂は軽快な寝殿風で︑屋根が低く︑曲線の緩い一

が特別保護建築物なる大師堂の外はさしたる建築もない︒

の掛茶屋があって︑千例の谷に面して居る︒土器投げが名

風変ったものである︒境内を抜けて地蔵谷に到ると︑数軒

らず恐縮した︒そして例によって談論御風発︑教育問題︑

運動界︑軍隊生活︑国家問題︑時には世界の大勢に亘って

て軽く平に投げると︑飛行機の様に浮いて流れてゆく︑う

物なので︑我々も盛んに投げた︒皿形の小さな土器を伏せ

いろいろと御話があった︒その広汎な御知識と高逼なる御
識見には今更ながら驚かざるを得ない︒到堂泉都まで一時

れる様に飛んでゆく︑一寸バランスが狂うと木葉の様に上

まくゆけば二町も三町も空気に乗って谷の空間に吸い込ま

間半余を御相手の光栄に浴することが出来たのであった︒
高尾探勝三十二日︶

鳥羽僧正筆の鳥獣戯画絵巻を所蔵する高山寺があるが時間

り︑更に街道に出て栂尾に行った︒栂尾にはかの有名な伝

山を下って橋を渡ってから︑諮流沿いに数町を槙尾に到

ラヒラと直下する︑実に面白い遊びである︒

二日の午前は自由の体であった︒そこで二三の友と︑自動

を惜んで訪れなかった︒紅葉も三尾として併称せらるるが︑

伊勢から一日早く帰洛した我食には︑還幸の日たる二十

車を駆って高尾に紅葉を探ることが出来た︑是非とも午後

が仕度を始めかけた頃で︑我々はその日の一番客であった

大巨剰であるから︑何となく森厳な気持の漂う境内である︒

とは古くより縁の深い︑門跡中の首位に列する︑真言宗の

帰路仁和寺の門前に車を停めて︑境内を一瞥した︒皇室

る︒

落は︑如何にも京都郊外の山村と云った野趣に富む所であ

高尾に比すると楓樹も少い︒然し山腹にある梅ヶ畑村の部

には帰り度かつたので︑大に奮発して朝八時と云うに宿を
発った︒

北野から妙心寺の裏を経て御室を過ぎてゆく道は︑路面

かもしれない︒名にし負う高尾の紅葉は︑すでに盛時を過

の滑かなので案外早く目的地に運んでくれた︒まだ掛茶屋

ぎかける頃ではあったが︑深い清滝川の諮谷を挟んだ︑両

せしめるが︑時も秋であった故か︑反対に厳粛な気に打た

れた︒ましてや︑中学生時代︑漢文の教科書で教わった︒

花の御室と云えば優雅な語調からして︑長閑な気持を想像

仁和寺の僧の鼎の珍談など︑到底この寺のこととも思われ

岸の老楓は美事であった︒道は一度谷に下りて︑よく写真
神護寺の山門に到達する︒和気清麿の開創︑弘法大師の住

にある朱塗の橋を渡り︑更に数町を登ると︑真言宗の名剰
居︑文覚上人の再興と云う面白い歴史を持った古寺である
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ない位であった︒

畝傍行幸︵二十三日︶

二十三日︑長閑な山城から大和にかけての車路は︑小春

いで居る麗かな秋の光線である︒従って正確に云えば版画

的風景を描いた印象派の油絵めいた感じである︒そこを︑

しい歯簿が快活な鉄蹄の響を残して︑御陵さして街道に入

儀装馬車の金繍を中心とし︑近衛騎兵の紅を前後にした美
って行ったのである︒

を駅で御待ちすることにあったので︑同僚の二︑三と共に

この日︑私の任務は御親謁が御済承になって御帰還まで

怪ぶまれる位な佳日である︒桃山宇治の辺を通過すると︑

て︑建武の忠臣楠公が勤王の旗を挙げたと云う金剛山の連

長閑なプラットホームに立って居た︒遠く摂泉の国境かけ

日和の名そのままの暖かさ︑陽炎さえも燃えては居ぬかと

て居て懐しく感じた︒木津を経て︑奈良を通過する︒と遠

茶畑や︑竹林や︑柿の木等がこの地方特有な風景を形成し

には一沫の戦気も見えないのは当然である︒鳴呼薄命の忠

ぬ空のもとに︑平和な眠にあるこの山容を眺むる時︑そこ

臣︑楠公の霊にしてかの山腹に宿るあらぱ︑今日の盛儀を

嶺が︑今日を寿ぐが如く霞んで居る︒一栗の片雲すら漂わ

だにいじらしい思付ではある︒丹波市の前後は︑天理教の

く若草山の山腹には﹁奉祝﹂の二字が大きく書かれてある︒

御膝元とて︑衣冠めいた白抱を来た人灸が多数奉拝して居

如何に見るであろう︒

あれは小学生が小旗を沢山樹てて文字に見せたとか︑聞く

るのが人目を曳いた︒丹波市の駅のプラットホームには今
京大の文科に在学中とか云う管長の若くして肥えた偉躯さ

畝傍駅頭の広場は甚だ変な形容ではあるが版画を見るよ

を御親謁遊ばされ︑京都に於ける最後の︑桃山に明治天皇

畝傍に神武天皇山陵を︑泉山に仁孝︑孝明両天皇の山陵

桃山御陵︵二十五日︶

うであった︒さまで広くはないこの広場を囲む軽快な斜線

山陵御親謁の行幸は二十五日であった︒

えも見えた︒

の商家と︑明治初期の不消化な洋風木造建築の趣を帯びた

とが︑懐古的版画趣味を多分に漂わして居る︒若し版画情

自動車を駆った︒この日︑京都は非常な濃霧であった︒我

私達数名の者は朝早く御所に勢揃して︑先発隊として︑

八木警察署の建物と︑広場の中央にある柳の古木の一もと
緒に背くものありとせぱ︑それは余りにも豊かに降りそ上
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々の自動車が川原町のはずれを行く時︑桃山駅御陵間の歯

陛下は御陵前︑最後の石階の下で帽子を御脱ぎになって︑

山県侍従は右に神璽を奉持して立った︒この時掌典長は御

玉串を︑陛下に奉り陛下御拝後御受けして案に置き奉った

御拝所の前に御立ちになった︒私はその左に宝剣を奉持し︑

と思うのであるが︑私にはその時︑頭を垂れて緊張と云う

簿を奉仕する儀装馬車の一隊が先発してゆくのに追ついた︒
毎に霧の中から一輔づつおぼろ気に見えて来ると云う風で︑

然し濃霧の為め一輔か二輔位しか見えず︑追い越してゆく
今日の天候がどう定まるかは︑この地方の気象に無知な私

て居たのではっきりした記憶がない︒実にこの時の御拝の

か︑陛下の御拝の御態度の御奥床しさに打たれて桃惚とし

桃山までの間の情景も霧の為めよく見えず︑唯畷のよう

達の心配であった︒

まで御曲げになり︑やや少時御黙祷の後又静かに御起こし

になる︑その敬虐な︑御丁重な︑真心を篭めさせられた御

御丁重さ︑御上体を静かに傾けて行き給い︑最敬礼の角度

容子には︑心の底まで嵩高の念に打たれたのであった︒所

なところを過ぎたこと︑儀杖隊の行くのを追い越したこと︑

て珍らしく且つ嬉しく思ったのは︑女学校の制服を着た生

沿道の在郷軍人や青年団が交通整理をして居たこと︑そし
徒等が御道筋の掃除をして居ることであった︒

雑談に耽って居ると︑やがて嬉しいことには︑障子に何時

杉の林を抜けて御休憩所に着いた︒時間は大分あるので︑

が︑親しく相通じ給うのであると思われた︒私は実に桃惚

即位の大典を御報告に参陵せられた我が︑陛下の御精神と

そ幽明境を異にし給う︑御祖父︑明治天皇の御霊と︑今し

謂御親謁なる文字に最も適わしい御態度であり︑かくてこ

の間にか日影が映えて居る︒御座所に当る御室を検分して

御真華な御精神に感激してしまったのである︒

として全く幽幻な世界に吸い込まれて︑心から我が陛下の

御陵に着いても依然として霧が深く︑陵域の薄墨に煙る

見ると︑前の廊下の暗紅色の紋鍛の上にも明るく陽が流れ
いよいよ御到着の時刻が来たので︑御車寄に出ると︑も

て隅に置かれた数鉢の菊の大輪が美しく光って居る︒

で居た︒御待ちする程もなく劇院たるラッパの響に︑鳳萱

樹の間から︑広大な山城平原を見下ろすと︑春の様な麗か

私達は桃山駅で御役があるので先発して御陵を下った︒松

ってから︑皇后陛下が御拝に御出ましになるのであるが︑

陛下の御拝が終って︑御徒歩で御列が頓宮に御帰りにな

を曳く鉄蹄が鳴って︑ピタリと横付になった御車の中には

う霧は拭い払ったように消えて燦煽たる陽光が御陵を包ん

御機嫌麗わしき︑陛下の御姿を拝することが出来た︒

さて︑輝やかしい瑞気が天地に充満するのに何とも云えな
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い愉快さを禁じ得なかった︒
涙組ましき情景︵二十五日︶

﹁大夫さん︑一時間ばかり私に御つき合い下さいません

して居るのである︒警官や青年団は提灯を振って︑交通整

理に忙殺されて居る︒自動車はしきりに行交い︑実に盛ん

はしのげるが︑やがて︑交通が途絶え︑暁の寒気がひしひ

な光景である︒この賑やかさは︑只見て居るだけでも退屈

た︒そこで再び同一路を引返して宿に戻った︒人足は益を

私達の自動車は長い長い烏丸通を徐走して京都駅まで来

しと襲うころはさぞや寒いことだろう︒

と河井皇后宮大夫の室の襖を明けて云った︒

か﹂

繁くなって居るが最早拝観の余地は占領され尽したらしい︒

斯くの如き熱誠な奉拝者の心裡を偲ぶと︑我を常時側近に

﹁今︑烏丸通を通ったら︑もう明朝の拝観者で一杯です︒

﹁是非この景況は両陛下の御耳に入れねばならぬ﹂と云わ

奉仕する者は一層刺戟を受けざるを得ないのだ︒河井氏も

我灸は歯簿の供奉で表向きの処しか見て居ませぬ︒けれど
も熱誠な国民は︑この寒夜にもすでに御沿道を埋めて︑明

益で無かったのを嬉しく思った︒

れたが私も夜おそく︑疲労した同氏を引張出したことの無

朝の歯簿を拝そうとして居るのです︒その盛観を見て置く
これから御沿道を視察しましょう︒﹂

私はその日の朝︑仕度を済まして︑住み慣れた旅館の室

極承である︒

に御機嫌益を麗わしく還幸を見ることの出来るのは嬉しい

いよいよ御還幸の日は来た︒三週間に亘る御儀式の連続

楽しき還幸︵二十六日︑二十七日︶

のは我をとしては種々の意味に於いて必要だと思います︒

氏は快諾せられ︑すぐにドテラを脱いで供奉服に着がえ
られ︑タクシーが直ちに呼ばれた︒時刻はもう十時を少し
過ぎて居た︒

先ず堺町御門の処から︑停車場までの烏丸の大通りを見
ることにした︒

両側の歩道の上はすでに人で埋って居るの承か︑軒並の

の山茶花が伸びて居る︒毎朝︑その花の可憐な姿に見惚れ

を︑懐しい思いを以て見廻わした︒縁側の欄干の上に一本

商店にも人が一杯詰まって居る︒襟巻に首を埋めて居るも
の︑マントやコートで体を包んで居るもの︑毛布を着て横

たのであったがへ今日は一しおその鮮かなピンクの色が冴

になって居るもの︑街燈の光に雑誌を読んで居るもの︑御
弁当を食べて居るもの︑皆夫を徹夜の用意をして︑御待ち

(
1
1
5
）

ら煙草に火を点じる私はその煙を見るともなしに︑楽しか

えて見える︒女中が持って来て呉れたコーヒーを飲承なが

るものであるが︑而してその外形は多少の優美な悌を漂わ

に上って行った︒流石日本一の城廓建築に恥じない堂をた

その夕︑私は少時の閑を幸︑同僚の二三子と共に天守閣

して居るが︑基礎から内部にかけては︑大きな材木と︑石

りし三週間の想出に耽るのであった︒

な気分の充満して居る処だ︒然しその戦国時代的豪健な木

と︑鉄とで︑竪牢に組立てられた︑凄蒼陰診な牢獄のよう

御所に行くと︑玄関の仕人から省丁︑給仕の面々も︑喜

留ったと見えて︑皇后陛下がハンケチを御振りになるのが

りになっていらっしゃる︒そのうちに楼上の我灸に御目が

える︒今し両陛下には数名の侍従︑女官と共に御庭に御下

最高楼の窓から見ると︑遥か々々下に御庭が狭く狭く見

割には聯か威圧される︒

毎日世話になった宿の人灸に送られて︑御所に自動車を
礼門︑紫衰殿の一体の御所の全容が一色に霞んで︑手前一

飛ばす︒この日も寵が篭めて居て︑御苑に入ると正面に建
本の大銀杏の黄葉の承が浮出して居る︒それでもすでに一

色を自ら湛えて忙しそうに左右して居る︒詰所の中には大

見えたので︑我をもまたハンケチをとり出して一生懸命に

抹の朝陽は拝観者の群から御通路の上に流れて居た︒

礼服の同僚が火鉢を囲んで愉快に談笑しつつ御出発の時を

振った︒

段をたる皇礼砲に送られて︑京都駅を離れた御召列車は︑

小牧山も︑従って私の郷里犬山の城も見えない︒そのかわ

引いて居るので︑熱田の港も見えないし︑ましてやや遠い

もう黄昏の頃で夕霞が町の凹所凹所に澱んで︑幾層にも棚

楼上から大名古屋市を眺むるのは蓋し大観である︒然し

待って居た︒

明な展望︑彦根︑米原附近の水郷の眺めは何時もながら嬉

ンチックな気持にして呉れた︒私は友の誘うまでは暮霊の

り十四日位の大きな真鋳色の月が破風の莞に懸って︑ロマ

淡い霞に朝陽の浮ぶ山科の峡に入って行った︒琵琶湖の澄

日和に︑飽くまで澄承透って冴えて居た︒沿道の奉拝者は

本のシカゴの姿を眺めて居た︒

下に︑平和な然し何処となく新興精神を包んで居るこの日

しく︑醒ケ井から関ヶ原に亘る山野の秋色はよく晴れた秋

くして斜陽金餓を射る名古屋市に御着︑私等は又別路を自

二十七日︑いよいよ東京に還幸の愉快を心に篭めて︑秋

恵まれた天候に︑往路に優って多かったようだ︒かくの如
動車を駆って離宮に先着した︒
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晴の東海道の風光に酔って居た︒沿道奉拝者の群は往路と

御着後少時して︑供奉して帰京した高等官一同には宮殿

東溜に於て賜茶があった︒愉快そうな田中総理大臣︑一木

変りなく︑静岡湾の翠波︑富士の霊姿︑実に日本の美を象
徴したこの地方の自然は何度眺めても飽かいものである︒

宮内大臣を始めとして︑珍田侍従長︑近衛大礼使長官等皆

しく︑御茶もそこそこに︑侍従詰所に引きあげて︑ボンと

我々側近者は︑皆久し振りの宮殿の踏承心地さへなつか

菓子をつまんで居た︒

喜色満面︑熱い紅茶に層を潤したり︑サンドウィッチや御

御召列車も霊あるが如く︑快き迅走を続けて居た︒
午後三時三十分︑斜陽鮮かな首都に御召列車は乗込んだ︒

プラットホームに縞羅星の様に並んだ︑皇族以下高官にも

抜く三鞭をなみなみとグラスに注いで︑相互にこの大旅行

晴れやかな喜色が漂って居た︒そこを陛下は︑剣璽を前後
に便殿に御入りになった︒私達はここでも歯簿に加わらず︑

︵昭和四年四月十五日︶

野口明先生は︑本会第七代会長であり︑東京大学卒業後文部

収載したものである︒

本稿は︑﹁野口明著﹃思出の記﹄昭和帥年９月型日刊﹂より

して光った︒

日はいつしか暮れて居て︑電燈の光が三鞭の中に燦然と

シャンペン

宮城に先着する任務なので︑一足御先ぎに停車場を出た︒

を無事御帰京になった嬉しさを祝福した︒

り冷たく頬を吹いた︒広場から宮城にかけての両側の奉迎

既に秋も深く︑黄昏近い頃なので︑凧めいた夕風が︑かな
者の大群は水を打ったように静まりかえって︑やがて御機
嫌麗しぎ両陛下を拝さんものと片唾を飲んで居る︒私達は
城に入った︒

降車口方面に待って居た自動車に乗って︑大手門を経て宮
久し振りで帰った侍従詰所は︑さながら我家の如く懐し
く︑少時休んで再び御車寄に出て歯簿を御待した︒

日逝去︒

高等学校長︑お茶の水女子大学学長等を歴任︒昭和別年９月３

際しては︑昭和天皇のお側で奉仕なされた︒その後母校の第二

省へ入る︒宮内大臣秘書官を経て侍従となり︑昭和の御大礼に

静かに進んで来て︑御車寄に横付けになった︒静かに御車

君ヶ代のラッパ吹奏と共に︑二重橋のところから鳳萱が

寄の扉が開かれて︑先づ御馬車を下りた珍田侍従長の顔に

︵本稿は︑﹃思出の記﹄の原文をのまま転載したも

の御疲労も拝されず闇達に御下車遊ぱさるるを拝して︑何

お断りしておく︒︶

のであり︑仮名づかいは既に修正してあったことを

も︑深い安堵の色が見えた○次で︑陛下には︑長途御旅行
とも云えぬ嬉しさを覚えた︒
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服部宇之吉一
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︾御大礼を賀し奉りて
一・

睡︲

君臣の間情義兼ね尽せる場合稀なり其の然る所以を求むれ

ば民の為めに君を立つと説くと雄も君は己れを先にして民

の語を自己一身の安全を求むるに適用し天下の楽に後れて

を後にし家を先にして国を後にする者多く臣も亦明哲保身

楽承天下の憂に充んじて憂ふる者少きを以てなれ独り我が︑

皇室は︑列聖相承けて︑天祖の神勅を奉じ之を治教の信条

隅蒼生威聖寿の万歳を頚し世界各国悉く宝詐の無窮を祷ら

日大嘗祭を行はせたまふ慶雲帝都を蔽ひ紫気禁闘に譲く海

聖上陛下本月十日を以て登極の大典を挙げさせられ十四

すべく衆人和平の光の裡に太平を楽むことを得せしむくし

に至る之に反して徳治主義は道徳の国家真愛の国家を実現

突汗格を見且権力に対する反感より危険なる主強を生ずる

法治主義は法律の国家権力の国家を生じ法律と道徳との衝

を輸さしめたり此れ国体の宇内に冠絶する所以にあらずや

の歴史を通じて国民の天良を激発し之をして尽忠報国の誠

と為したまひ民を先とし身を後としたまふ大御心は三千年

ざるは莫し︑皇祖盛宗在天の英霊盛儀を歌けたまひ錫ふに
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無彊の体を以てせられん狗に欣喜井躍の至に堪へず此の盛

現時東西諸国何れも法治の弊に苦し承法律の国家権力の国

の生くべき真の道は徳治の王道を措いて他に何れの処にか

家以外に国民の生くべき真の道を求めんとしつ上あり国民

之を求めん此の意味に於て我が国体は実に世界に冠絶する

んぱあらず︒

謹ゑて惟ふに我が国体の尊厳なる所以を説かんとするに

典に直面して事新しくも深く国体の尊厳なることを感ぜず

種灸の方面より立言することを得くし今遠く︑天孫降臨の

いては臣民の側に於て深く思を致さざるべからざるものあ

り我が国も漸く政党政治の弊を受けんとしつ上あり国家民

ものと謂ふくし而して此の国体の美を発揮せんとするに就

人の利害禍福を思ふこと政党の利害政派の禍福を思ふより

重要なる根拠の存するを見る即ち法治の覇道に依らず徳治
へて治教の大本と為したまへる所にして君民の情誼東西に

の王道を以て民に臨むべく示したまへる事は︑列聖の相伝

の名の下に党利党福を是れ謀り国を後にし党を先とするの

も浅く党略の為めには何ものをも犠牲にせんとし国利民福

初に遡りて︑天祖が︑天孫に下したまへる神勅に其の最も

王以来徳治の王道を治平の原則と為すと雛も実際に於ては

其の篇を絶するもの実に此に因せずんぱあらず支那古代聖
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弊あるを免れず此くの如くにして止むことを知らずんぱ身
を後にし民を先にし己れを舎て国の為めに大御心を労した
まふ真の︑君を佐けまつるべき真の臣無きに至らん此くの

００○○○○○○○○○○○○

聖恩更頚明倫美︒億兆昭和万世同︒

評日後半着想不凡︒瑞日昭和︒反映甚妙︒

同題次清清浦子爵詩謁二首
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

登極朝儀族瑞霞︒竜顔帯笑御鴬車︒

如くして国体の尊厳を称ふるも全く無意味に帰すくし吾人

昭和楽本照皇徳︒万古明明揚国華︒

評日句を清麗典雅︒能写大典光景︒

典礼荘厳天地静︒錦耀日月発光華︒

○○○○○○○○○○○○○○

紫戻崇麗緯丹霞︒胆仰竜姿安鳳車︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

其二

評日自昭和二字立案︒伏照皇徳明を等句亦妙︒

○○○○○○○○○○００○○

量猛然反省し真の臣として真の︑君を佐けまつる所以を思
︵旧漢字は︑でき得る限り当用漢字に修正させてい

はざるべけんや加か所感を述べて奉賀の枕を表す︒
ただいた︶

本稿は︑﹁昭和３年ｎ月発行﹃弘道﹄第大礼記念号﹂より収
服部宇之吉博士は︑本会第四代会長徳川達孝伯爵のもとで副

︵旧漢字はでき得る限り当用漢字に修正させていた
だいた︶

本稿は︑﹁昭和３年ｎ月発行﹃弘道﹄御大礼記念号﹂より収

渡辺華州先生は︑本会常任幹事として会の発展に尽力されて

載したものである︒

いる︒茨城県師範学校卒業後教職に就き︑辞職後は県会議員と

された︒昭和４年９月的日逝去︒

なり︑また︑﹁華州塾﹂を開設︒地方教育の先覚者として活躍
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載したものである︒

会長に就任︒先生は︑東京大学卒業後︑第三高等学校教授︑文
部省視学官を経て中国・ドイツに留学︑帰国後は東大教授︑同
文学部長となり︑退官後︑国学院大学学長となる︒昭和Ｍ年７
月︑日逝去︒

涙︐大粕

頭監十叫刈曲屋

︾０︑︑Ｏ︑←︑︑︑︑︑︑︑︑
畑日増輝日本東︒天皇登極楽無寵

一

一言冨豊言豊富綜帥識瞬鉾帥隣眺唾鮮●脈冨・属●冨属富一

一一 日 時 三 月 二 十 六 日 ︵ 火 ︶
午後一時三十分より三時
まで

一二会場本会ピル・講堂
唖三 講 師 有 田 一 書 先 生 ︵ ク ラ ウ ン ︾
レコード︵株︶会長︶

一四演題﹁国家と人権思想﹂ｌ人間︾
らしい社会をつくるためにｌ︾

唖右 記 日 程 に よ り ︑ 本 年 度 事 業 の ︾
峠最後を飾る特別講演会を開催いた一
雨しますので︑是非ご聴講下さい︒唖

︾今 回 は ︑ 長 く 経 済 界 に あ り ︑ 日 一
唖本の教育問題について深い洞察に︾
唖基づく提言を続けておられます有唖
︽田一書先生を招請いたすことにな︾
癖りました︒

︾知人︑ご友人等お誘い合せの上唖
迦多数のご参加をお待ちします︒唖
岬＊ご聴講の向は︑お電話でご連絡下唖

さい︒

編集後記

単衣を召された天皇皇后両陛下のご肖

像写真をはじめ︑﹁即位の礼﹂﹁大嘗

課の担当官諸氏︑共同通信社フォトサ

重な写真をご提供下さった宮内庁総務

祭﹂の諸儀式に関連した︑ご盛儀に相

国民の熱烈な慶祝ムードの中でその幕

ービス部の皆さんに改めてお礼を申し

鯵新憲法のもとで初めて行われた︑一

を閉じました︒会員の皆様方ともども

上げます︒なお︑ご繁忙の折にもかか

ことができました︒ここに︑快よく貴

奉祝申し上げたいと存じます︒これら

わらず玉稿をお寄せ下さいました諸先

応しいカラー写真をもって冒頭を飾る

一連の儀式は︑﹁践詐の儀﹂とともに︑

生方に心から感謝いたします︒有難う

世に一度の極めて重要な皇位継承の儀

我が国の伝統的な儀式であり︑永い歴

ございました︒

式である﹁即位の礼﹂﹁大嘗祭﹂が︑

史に育くまれた固有の文化であります︒

唾慧灘

発行所離畑日本弘道会

東京都千代田区西神田三︲−１六

印刷所共立社印刷所

東京都千代田区神田神保町三ノー○

鯛癖燃鈴木勲

平成三年二月一天日発行年会費一︑五○○円

平成三年二月一蓋日印刷実価二五○円

方のご聴講をお待ちいたします︒︵藤︶

します︒都内及び首都圏の会員の皆様

鯵上記の通り︑特別講演会を開催いた

私自身︑このたびのご盛儀に際会でき
た有難さをか承しめております︒

鯵本会では︑大正及び昭和の御大礼に
ついても︑その都度﹁御大礼記念号﹂

を発行して︑世紀のご盛典をご慶祝申
し上げておりますが︑今回の御大礼に
当りましても︑先例にならい︑本号を
﹁御大礼奉祝記念号﹂といたしました︒

編集に当りましては︑とくに︑記録性
をもたせることに努めましたが︑すべ
てを充たすことはできませんでした︒

しかし︑口絵には︑黄櫨染御抱と十二
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︵〒三五○円︶
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哲史集

されている︒ぜひ︑ご購読をおすすめしたい秀

書であり︑その実証性と資料的価値は高く評価

成就した現代版﹁房総万葉集﹂とも言うべき歌

とくに本書は︑著者が五十年の歳月をかけて

る︒

をも加え︑客観的な視座から作品を論述してい

代表的な作品をもとに︑当時の時代背景や小伝

い歌人たちの群像を的確にとらえており︑その

での総勢二百数十名にのぼる房総にゆかりの深

古代から︑中世・近世を経て昭和期に至るま

合︑送料はサーヴィスとなります︒

日本弘道会でもお取り次ぎいたします︒その場

肥誌の選者詠をも収める︒

諭での日常詠を集め薯蓄が選歌溝担当している﹃弘道﹄

認躍く蕊灘鞠鈍詳進灘蕊誕誰挙

巳

潤の書である︒︵著者は︑佐倉支会副会長︶

7‑68875
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TELO3‑942‑0869
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︵上製函入り︶
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