
 

 

 

 

日本記者クラブ 

「生前退位を考える」① 

 

「生前退位」問題は、天皇の意思で 

政治が動いており憲法上問題あり 
 

横田耕一 九州大学名誉教授 
 

２０１６年１１月１６日 

 

天皇による「生前退位」の意向表明は前代未聞の出来事として大きな衝撃を与えた。

横田教授は、象徴天皇制を長年研究してきた憲法学者。今回の「お言葉」問題に関し

て、憲法学の諸学説などを紹介しながら、横田教授自身の見解を語ってもらった。 

 

政府見解では、天皇の行為には、国事行為、公的行為、私的行為の 3 種類がある。

しかし、横田教授は、憲法に根拠を持たない天皇の公的行為を認めた場合、①範囲・

責任の所在が不明確②内閣による政治利用の危険性③天皇の意思で政治が左右され

るなどの懸念があるので、「公的行為は違憲」と自説を展開した。 

 

今回の退位問題については、「生前退位自体には問題はないが、今回は、天皇の意

思で政治が動いており、憲法的には大きな問題がある。天皇の意思を忖度して政府が

主導すべきだった」と語った。 

 

 

司会：傍示文昭 日本記者クラブ企画委員（西日本新聞） 

 

YouTube 日本記者クラブチャンネル 

https://www.youtube.com/watch?v=AV3Ov6CUwuw 

 

○C 公益社団法人 日本記者クラブ
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司会＝傍示文昭企画委員（西日本新聞）8 月

の天皇の「お言葉」を受けて、現在、政府で有

識者会議による生前退位を考える議論が進ん

でおります。当記者クラブでもシリーズ「生前

退位を考える」で継続的に関連した会見を続け

ていきます。きょうは第一回目として、憲法学

の立場から、九州大学名誉教授の横田耕一先生

をお招きいたしました。 

横田先生は、高知市のお生まれで、国際基督

教大学をご卒業になった後、東大の大学院を経

て、九州大学で講師、助教授、教授として 35 年

間、教鞭をおとりになりました。退官後は流通

経済大学でも教授として教鞭をとられました。

現在、77歳でいらっしゃいます。 

著書に『憲法と天皇制』、共著では『象徴天

皇制の構造』もあり、天皇制研究の権威でもあ

ります。 

先生、よろしくお願いいたします。 

 

横田耕一 九州大学名誉教授  こんにちは。

きょう、こういう機会を与えられまして、大変

光栄に思います。 

 

天皇問題で憲法学に多数説なし 

 

今日は「憲法よりみた『生前退位』問題」と

いうことでお話しさせていただきます。 

お断りしておかないといけないのは、「憲法

よりみた」ということで、憲法解釈が主になっ

てまいりますので、聞き慣れない形になるかも

しれません。 

ただ、この天皇問題で非常に難しいのは、皆

さん方が議論をなさるときに、憲法で天皇がど

ういう立場であるかということ以前に、皆さん

それぞれに天皇についてのイメージをお持ち

です。憲法とかなんとかに関係なく、国民一般

の人たちは、それぞれ天皇のイメージを持って

いるわけです。そして、それをもとにして望ま

しい天皇像というものを考えて、天皇はこうあ

るべきだとか、そういう議論をなさることが多

いわけです。 

憲法 9条の場合もそうですが、日本の安全保

障はどうすべきであるかという問題と、9条が

一体どういうことを言っているかということ

とは別なのです。 

いまの憲法で、天皇というものをどう考えて

いるか、あるいは象徴天皇というものをどのよ

うなイメージしているかということをまず押

さえておきたいと思います。そして、それが望

ましいか、望ましくないか。もちろん望ましく

ないと考えて、戦前のようにすべきだという人

もいますが、まず、今日は、いまの憲法ではど

ういうようになっているか、というお話をした

いと思います。 

私の見解も申しあげることになりますが、で

きる限り、一般的な憲法学者の議論をご紹介し

ながらお話ししてみたいと思います。 

憲法の解釈については、天皇の問題について

も幾つかの違った解釈がございます。特に、生

前退位を考える場合の前提になる部分につい

て、幾つかの異なった意見があります。 

憲法学者は自分の学説が多数説というよう

なことを言いますが、はっきり言いまして、こ

の問題で多数説はございません。いろんな議論

があるということであります。 

そこで、私はできるだけ通説を中心にしてお

話ししますけれども、幾つかの点では通説はあ

りません。そして政府見解ですが、これはいろ

んな形で調べることができます。皆さん方が簡

単に手に入るものとしては、今度の有識者会議

で政府の側がお配りになった資料があります。

その中で、政府の見解が紹介されております。 

早速、本題に入りますが、まず皆さん方に確

認しておいていただきたいことは、大日本帝国

憲法の天皇制と日本国憲法のいわゆる象徴天

皇制とは根本的に異なります。この点において

は、ほとんどの憲法学者で異説はありません。 

どのように異なっているかというと、地位に

ついては「統治権の総攬者」であったものが、

「日本国及び日本国民統合の象徴」になった。

それから、なぜ天皇が皇位にあるかという根拠

については、天孫降臨、天照大神が邇邇芸命に

対して下された「神勅」が根拠だということが

戦前の大日本帝国憲法の考え方でございます。

一方、現在は主権者国民の総意であることが根

拠になっています。 



 

3 
 

それから、天皇の権能については、大日本帝

国憲法では統治権の総攬者であり、それ以外に

天皇大権と呼ばれるものも持っていた。そして、

憲法には書いてありませんけれども、祭祀をす

る権利、これが祭祀大権として、美濃部先生な

どはご指摘なさっていた部分でございます。 

現在は、憲法が書いてある国事行為、これし

かできない。そして、政治的な権限は一切ない

ということになっております。 

だから、この 3点で戦前と戦後の憲法は、根

本的に異なっているということになるわけで

す。 

そしてもう一つ言っておきますと、大日本帝

国憲法の場合には、「天皇に私なし」という言

葉が言われておりました。一方、現在の憲法で

は、宮内庁にしろ政府にしろ、天皇の「公の存

在」と「私としての存在」の 2つを峻別してお

ります。公私の峻別があるのが現在の天皇問題

を考える場合の出発点になるかと思います。 

 

戦前と戦後の比較で断絶説と連続説 

 

問題は、大日本帝国憲法と現在の象徴天皇制

との関係です。根本的に異なるといっても、皆

さん方の頭の中では、当然、続いているという

意識があろうかと思います。これについては、

憲法学説上は 2つの説がございます。 

1 つは、断絶説。大日本帝国憲法の天皇と現

在の天皇の制度とは全く違うんだ、そういう説

です。この説を最初に明確に打ち出されたのは、

後に最高裁判所長官を務められました横田喜

三郎先生であります。そして、この断絶説とい

うのは、多分この有識者会議に出ていらっしゃ

る高橋和之さん、それから私もこの断絶説に立

っております。 

要するに、戦前とは根本的に違うのであって、

いまの象徴天皇制がどういう天皇制であるか

というのは、今の憲法の条文に即して考えるべ

きであるという考え方です。したがって、憲法

でどういう権限が与えられているか、どういう

存在であるかということを、ある意味では足し

ていって、象徴天皇制を考える、いわば足し算

的な考え方になります。 

この考え方からいたしますと、切れておりま

すから、天皇の伝統などというものは基本的に

無視することになります。横田先生などはもっ

と極端であり、「大体、天皇などという言葉を

現在の憲法で使ったのがおかしい。同じ言葉を

使うと何か同じものがあるように思われるけ

れども、別の名前で本来呼ぶべきであった」と

か、「伝統というものは全部封建的なものであ

って、こんなものは全部無視してよろしい」と

いうようなことまでおっしゃるわけです。私は

そこまでは申しませんが、そういう断絶説によ

ると、伝統というものは基本的に問題外という

ことになります。歴史的に天皇がどうであった

とか、そんなことはいまの天皇制とは関係ない

ということになります。 

だから、現在の天皇は二代目の天皇であると

いう考え方になってくるわけです。この説は、

さっきも申しましたが、決して異説でも珍説で

はないわけで、結構支持者はある説でございま

す。 

しかしながら、大方の先生方は連続説をとっ

ておられます。これは宮沢俊義先生が典型です

が、要するに天皇制は大日本帝国憲法から大幅

に変わったけれども、つまり、現在の憲法が否

定していることは全部できないけれども、現在

の憲法でも（帝国憲法時に）できたことで引き

継いでいくこともあり得るという説です。 

だから、京都大学の佐藤幸治名誉教授などに

よりますと「継承的に創設した」、つまり全く

新しく作ったけれども継承面もある、という考

え方になるわけです。 

この考え方は、私の整理では引き算の公式に

なります。大日本帝国憲法の天皇から、現在の

憲法の天皇を引いたところの残りが天皇に認

められる、という形になるわけです。そうであ

りますと、伝統とか慣行というようなものが、

現在の憲法に違反しない限り、全面的に、ある

いは部分的に継続するということになってく

るわけですし、現在の天皇は、125 代目の天皇

である、ということになるわけです。 

そして、現実に展開している象徴天皇制とい

うものは連続説に立って展開しているのはご

承知のとおりでございます。 
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現実の制度は継続説で運用 

 

それはなぜかというと、立法者の意志という

ことを考えますと、ＧＨＱはもともと新しいも

のをつくるという発想はないわけです。それか

ら、日本政府の場合は、これは何しろ国体を維

持するということが当時では最大の目標であ

りました。「押しつけ憲法」と言われますが、

当時は、第 9条が「押しつけ」などと誰も言っ

ておらず、むしろ、天皇の問題を「押しつけ」

であると言っていたぐらいです。ですから、日

本政府は、天皇が戦前と戦後で継続していると

考えていました。「国体は変わらなかった」と

いう議論まで金森徳次郎さん（吉田茂内閣の憲

法担当国務大臣）はなさっているわけです。帝

国議会の議員はもちろん、昭和天皇自体も、戦

後の天皇が新しい天皇であるとは全く考えて

いらっしゃらなかったわけです。 

それで、国民の意識も、当然、戦前の大日本

帝国憲法の天皇が形を変えて継続している、と

いうように捉えているわけです。 

そしてまた、制憲過程自体が、ご承知のとお

り、新しい憲法としてではなくて、大日本帝国

憲法の改正として行われていますね。良い悪い

は別として、天皇が改正したという形をとって

いる。そういうことからも「継続」という感じ

が出てくる。 

それから、何よりも同じ人が天皇の位につい

ていたということで、継続説ということになり

ます。 

さらに天皇の継承に関する法律について、

「皇室典範」という、戦前の大日本帝国憲法時

と同じ名前を使ったのです。継続説の宮沢先生

によれば、これは「皇室法」と呼ぶべきであっ

て「皇室典範」と呼ぶべきではない、憲法上、

使うべきではない、ということをおっしゃって

いましたが、「皇室典範」という言葉を使って

います。 

また、皇室経済法に「皇位とともに伝わるべ

き由緒あるべきもの」という規定があり、いわ

ゆる三種の神器が継承されることもあり、実態

的には（戦前と戦後の）天皇は全く継続してい

るという形になっているわけです。 

公文書においても、例えば外交文書などにお

いて、大使の信任状を日本が出す場合、あたか

も天皇が出したかのようになっているわけで

す。そのことから、諸外国は、天皇を日本を代

表する元首であるというように捉えて今日に

至っているわけです。 

そういうことで、象徴天皇制は、大日本帝国

憲法からの継続ということで今まで続いてき

ておりますし、その中で運用されておりますの

で、国民一般も現実の天皇の姿をみて、これが

天皇のあるべき姿であるというように考える。

憲法に基づいて天皇をどう考えるかではなく

て、今ある天皇を前提にして物事を考える出発

点にしているわけです。その点で憲法学者との

間に齟齬が出てきている、違いが出てきている

ということになろうかと思います。 

そこで、憲法の条文について、「お言葉」と

の関係で天皇を考える原点を改めて申しあげ

ます。 

まず、主権者国民の総意に基づくのが現在の

象徴天皇制である。だから、主権者は国民であ

る。これは、私はその本自体には問題があると

思いますが、戦後、文部省がつくり、中学校の

教科書として扱われた『あたらしい憲法のはな

し』という本があります。その中で、主権者国

民はどういうことかというと、「国民が日本の

中で一番偉いんだ」ということを言っているわ

けです。まさにそれはその通りなので、「偉い」

というのはあまり言いたくない言葉ですけれ

ども、「一番偉いのは国民で、国民が置いたの

が天皇である。戴いているのが天皇ではなくて、

置いてあるのが天皇である」という考え方であ

ります。 

そして、日本国憲法の基本原則は、ご承知の

とおり、国民主権、人権尊重、平和ということ

でありまして、天皇というものは基本原則には

普通は入りません。 

そしてまた憲法前文、これは憲法の基本的な

原則を示すところでありますが、その中には一

言も「天皇」という言葉は出てまいりません。

「第 1章が天皇になっているじゃないか」とい

う議論がありますが、これは大日本帝国憲法の

改正という形で行われたためです。第 1条が大
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事なのは、天皇が象徴であるということが大事

なのではなくて、国民が主権者である、それが

第 1条に明文化されており、これが第 1条が大

事なゆえんであるというように通常は説明し

ております。 

だから、制度としての象徴天皇制は、国民が

置いたものでありますから、国民の意思によっ

てこれをやめることもできます。変えることも

できます。基本原則を変えることは、憲法の改

正限界というものがありますけれども、天皇は

基本原則ではないといたしますならば、これを

やめることもできるということになります。も

ちろん、いま日本国民の圧倒的多数は、象徴天

皇制を支持しておりますから、現実的な問題で

はあり得ないと思いますけれども、理論的には

そういうことになります。 

次に、まさに今問題になっている天皇の「お

言葉」とも関係するわけですが、「象徴」とい

うことの問題であります。 

「象徴」という言葉に、どっちかというと保

守派の人たち、あるいは大日本帝国憲法がよろ

しいという人たちは、いろんな意味を入れます。

日本の伝統であるとか、あるいは日本の和であ

るとか、そういうものを象徴しているというこ

とを言うのですが、そういうのは、それこそ少

数説というか、異説であります。通説では、こ

れはもう単純に、「抽象的なことがらをあらわ

す具体物である」ということです。 

 

「平和とハト」で象徴問題を考える 

 

よく引かれますのが、平和の象徴がハトであ

る例です。だから、いろんなことを考える場合

に、ハトと平和を入れていけばいいわけです。

たとえば 1960 年代中頃に出されました「期待

される人間像」で、「天皇は国民統合の象徴で

あるから、天皇を愛することが国民統合につな

がる」みたいなことを言っておりますが、これ

を「ハトと平和」の例で言えば、「ハトを愛す

ることが平和につながる」という議論になりま

す。そういう場合もあるかもしれませんけれど

も、ふつうはイコールではない、そういう問題

であるわけです。 

だから、あくまでも大事なのは「抽象的事柄」、

つまり「国民の統合」あるいは「日本国」とい

うものが中心であり、天皇はそれをあらわすも

のである、ということです。だから、これは特

に法的意味はないというのが通説です。これに

対して、法的意味があるというのが、後に述べ

る清宮先生の説ですけれども、法的意味がない

というのが通常の説でございます。だから、こ

こから不敬罪を持ってきたりすることはでき

ない。 

それから、「天皇は象徴であるから、政治的

な権能はない。政治的なことをやってはいけな

い」というのが通説ですが、私はこれには反対

です。 

なぜならば、アメリカ大統領も、大日本帝国

憲法の天皇も、象徴と言われますけれども、政

治的権能を持っているわけです。ですから、象

徴から直ちに政治的権能がない、というのは出

てきません。憲法が具体的にどういう権限を与

えているか、それによって決まってくるわけで

ありまして、象徴から直ちに政治的権能がない

という話にはならないと私は考えております。 

それで、私はこれをあまり強調しませんけれ

ども、宮沢先生などは「大日本帝国憲法と違っ

て、天皇というのは象徴でしかないんだ」とい

うことを非常に強調されているわけです。 

ただ、天皇が象徴であっても存在することは、

大日本帝国憲法の天皇の残像もありますので、

天皇というもの自体が社会心理的に人々に一

定の効果を及ぼす。例えば国民統合の機能を果

たすということはあり得ます。これは別に天皇

が公的に存在しなくても、天皇という残像があ

る限り、天皇が個人として行動していても、そ

れに対して国民統合のことを感じる人もいる

わけです。ただ、それは社会心理的機能であり

まして、そう考えない人もいるわけです。象徴

であるからそう考えろとか、そういうように考

えるように天皇は何かをやるべきだ、などとい

う話にはなってこないわけです。あくまでも統

合をあらわす象徴です。それは次の問題にかか

わります。 

「日本国・日本国民統合の象徴」である。日

本国はともかくとして、「日本国民の統合」、こ
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れが特に問題になると思いますが、戦前の場合

には、統合したのは臣民です。臣民の統合の象

徴です。現在は、国民を統合する、国民という

のは、もちろん、いわゆる大和民族だけではご

ざいません。いろんな民族の人たちが国民です

ね。しかも、その国民というのは、全て平等で、

自由で、一人一人が尊重されなければいけない。

そういう国民の統合であります。だから、それ

は天皇のいわば家来であるという臣民の統合

とは違います。 

あくまでも国民というのは、いまの日本国憲

法のもとでの国民でありまして、繰り返します

が、大和民族の象徴ではないわけです。このこ

とは明確にしておく必要がございましょう。 

そして、国民統合の象徴ということで、天皇

の今度の「お言葉」が問題になるのは、天皇が

何か積極的にやることが天皇の役割であるか

のような発言です。これは三谷太一郎先生など

も、天皇の今度の「お言葉」で一番大事なのは、

あるべき象徴天皇制の像を示したのであって、

それは天皇というものがある意味で積極的に

いろんなことを、国民の統合をやっていくとい

うこと、そういう形が望ましいものだとして示

されたものだ、という総括をされております。 

私も、今度の天皇発言の一番の問題は、生前

退位するかどうかというよりも、天皇が示した

あるべき象徴天皇像、これ自体が憲法上妥当で

あるかどうかであると思います。これが妥当で

あるならば、その次の問題で、そういうことを

やる上において、天皇の仕事が多いか少ないか、

というような問題が出てくるわけであります。 

ですから、「お言葉」で示された象徴天皇制

のイメージが憲法上妥当であるか、それが問題

になってくるわけです。 

憲法は、国民統合の象徴ということで積極的

に国民を統合することを天皇に期待していな

い、というのが通説です。佐藤功先生は憲法の

制定にもかかわられた先生ですけれども、これ

を鏡になぞらえておられます。要するに、天皇

が国民統合の象徴ということは、国民がバラバ

ラであればバラバラなままそれをあらわす。そ

して、まとまっていれば、まとまっている形で

それをあらわす、それが憲法第 1 条の意味で

す。 

繰り返します。社会心理的にそれがどういう

意味を持つかということとは別です。憲法上の

法的意味としては、国民統合をあらわしている

鏡のようなものだ。だから、積極的に天皇が国

民統合のために何かをするというようなこと

を期待しているものではない、というのが通説

であろうかと思います。 

そこで、次に、天皇のなすべき仕事、天皇の

権能とは何ぞや、あるいは公務とは何ぞやとい

うことになります。もちろんいまの憲法では、

これは政府を含めて、天皇には公務のほかに、

私的な行為がある、私事があるということは認

めているわけで、まずそれが前提になります。 

問題は、公務というのは国事行為のみと憲法

は書いてありますけれども、それでいいのかと

いうことです。 

皆さん方に押さえておいていただきたいこ

とは、国事行為というのは、「天皇は一切政治

的な権限を持っていない。だから、国事行為と

いうのは、内閣や国会とかが決めたことを、た

だ天皇はそれを内閣の助言と承認によって行

う存在にすぎない。だから天皇が行う行為は形

式的・儀礼的行為であって、実質的に何かを決

定する行為ではない」ということです。政治に

関する権限がないことから、そういうことにな

ってくるわけです。 

そして、その形式的・儀礼的行為も、憲法に

は「国事行為のみ」と書いてありますから、憲

法 4条 2項、6条、7条に出てくる 13 の行為に

限定される、ということになります。そして、

そういう形式的・儀礼的な行為を行うについて

も、内閣の助言と承認が必要であるということ

になります。 

ただ、この内閣の助言と承認というのは、助

言と承認という 2 個の行為が要求されるので

はなくて、内閣がこうしなさい、ということで

いい、ということになっております。これが通

説です。 

そして、その場合、天皇は自分で発意する、

「こうしたらいいでしょう」などということを

言う権限はもちろん一切ない。内閣が言うとお

り動くということであります。発意権や拒否権
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はない。だから、天皇の意思が国事行為には入

る余地はありません。天皇が拒否するというこ

とはやってはいけないことなのです。 

だから、内閣が全部やっていることですから、

内閣が責任を負うのです。天皇が（自分の意思

で）何かやっていれば天皇の責任が出てきます

けれども、全部内閣が決めて、内閣がやってい

ることですから、内閣が責任を負う、というこ

とになってくるわけです。 

ですから、いまの天皇が皇位継承のときに、

「憲法を守り……」ということを公的に言った

ということが問題になりましたけれども、これ

は高橋和之教授が言っておりますように、これ

は内閣の言葉であって、天皇個人の言葉として

受け取るべきではない、ということになってい

くわけです。 

憲法学界の最高の学会である公法学会で

1950 年代初めに扱って以来、天皇の問題をテ

ーマに扱っていません。このとき、黒田覺教授

は（どちらかというと保守的という立場だろう

と思いますけれども）、国民をまとめていくと

いう社会的機能を天皇にある程度、期待されて

いました。そういう目からみて、黒田教授は、

「国事行為に限定したのでは、天皇が社会的機

能を果たす象徴としての場が不足しているの

ではないか」ということを指摘なさったわけで

す。だから、「手術は成功したけれども、患者

は死んだ」という言葉がございますが、黒田教

授は、「天皇制は残ったけれども、肝心の天皇

の存在意味はなくなってしまった」というよう

な言い方までされていたわけです。 

しかしながら、戦後の初期において、実はも

う国事行為ではおさまらない行為を天皇はや

っていました。例えば全国各地の巡幸などとい

うのは、あれはどう考えても国事行為には入ら

ないですが、これをやっていたわけです。しか

し、憲法学界では、おそらく「天皇の問題は、

象徴になったから、もうこんなのは問題ないよ」

と、ほとんど問題にならなかった。 

ところが、憲法学者に、いわば石を投げた問

題が起こりました。1951 年にサンフランシス

コ講和条約が結ばれた時、天皇が国会の開会式

へ出かけ、「よかった」というような言葉を述

べたのです。当時、ご存じのとおり、片面講和

か全面講和かという論争がありました。政府が

反対を押し切って片面講和で講和条約を結ん

だのですが、そのような状況で天皇が国会の開

会式で「それはよかったことだ」と言うことは

政治的発言ではないか、と憲法学界で問題にな

ったわけです。 

内閣総理大臣の任命式あたりはまだ説明で

きないわけではございませんが、一般参賀とか、

外国の公式訪問とか、あるいは国体への出席と

か、植樹祭への出席とか、そういうさまざまな

公的な行為、国事行為では直ちに説明できない、

そういう行為を天皇は実際には行っています。

やっているわけです。これをどのようにみるべ

きかということが、まさに天皇の「お言葉」を

みる場合の基本になります。 

この前の天皇の「お言葉」は、国事行為が大

変ということをおっしゃっているわけではな

く、国事行為以外のこういう行為が大変だとい

うことを言っているわけで、こういう行為を一

体どう位置づけるか。 

そこで、まず出てきたのは、先ほどの清宮先

生の考え方です。先生は「国家機関としての天

皇は国事行為しかできないけれども、象徴の地

位にある天皇は、象徴としての行為として、こ

ういうことができるんだ」ということを言われ

ました。 

ところが、これに対しては猛烈な批判が出て

きます。「大体、象徴に法的意味はないじゃな

いか」「国事行為も象徴としての行為じゃない

か」、そして、ある人は「天皇が象徴であると

いうのは、24 時間そうなのか、国事行為をやっ

ているときだけが象徴ではないか」と言い、ま

たある人からは「こういうように象徴としての

行為を認めてしまったら限定がなくなってし

まう。あるいは内閣によって政治利用がされる

じゃないか」との指摘もありました。また、摂

政というのは象徴ではありませんから、摂政は

象徴としての行為はできないことになる、との

指摘もありました。そのため、この「象徴とし

ての行為説」は現在ではあまり有力ではありま

せん。 

現在、それにかわって有力なのは、以下のよ
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うな説です。例えば県知事が自分の仕事とは別

に、鉄道の開会式へ行ってテープカットをする

とか、そういう行為をする場合は公的な行為と

して考えられています。それと同じように、天

皇も公人、公の立場にある人間としてそういう

形式的・儀礼的な行為ができる、という説です。

ただあくまでも「できる」のであって、「やら

なければいけない」のではありません。ともか

く「できる」という説がどっちかというといま

有力な一方の説であります。 

だから、それは「公人としての行為」という

ことになります。公人としての社会的・儀礼的

行為です。これには宮内庁が責任を負いますけ

れども、最終的には内閣が責任を負うとされて

います。ここでは「責任を負う」という抽象的

な形で言われているだけです。 

ただ、これに対しては、「社会的・儀礼的な

行為にしても憲法は 13 の行為に限っているで

はないか」「公人としての行為範囲が極めて不

明確」とする批判があります。また、国事行為

は内閣の助言と承認で行うわけですが、公人と

しての行為による内閣が責任を持つといって

も、天皇に発意が認められるとされています。

つまり、政府見解では。天皇が「サイパンへ行

きたい」と言ったら、それを受けて承認するこ

とになります。こうなると、天皇の責任の問題

が出てくる。それから、内閣による政治利用の

可能性も出てくる。そういう批判が当然出てき

たわけです。 

そこで、そういう説はどうもきついなという

ことになりまして、代わりに出てきたのが「準

国事行為」説です。 

これは、国事行為に準ずるものとして、例え

ば国会の開会式でのお言葉は、形式的とはいえ

国会を召集する権能が天皇にありますから、そ

れに伴ってやることだから、それはいいのでは

ないかとか、任命式なども任命するのは天皇の

国事行為ですから、それに伴って任命式という

のをやるのはまあいいではないかとの説です。

だから、これは国事行為とは別の公的行為とい

うよりも、国事行為に準じて考える説です。 

それから、あまり有力ではないのですが、社

会的・儀礼的行為一般も端的に国事行為だとい

う説もあります。「儀式を行う」というのが第

7 条第 10 号にあります。この「儀式を行う」

という解釈の中に、例えば植樹祭へ行くとかい

うことを含めるものです。「儀式を行う」とい

うのは、通説では天皇が主宰して行う儀式を言

っているのであって天皇以外の誰かがやって

いる儀式へ行く場合には言わないとするので

すが、宮沢俊義先生は、「そうでなくてもいい

んだ」と言われています。 

これについては、ＧＨＱの原案では

“appropriate ceremonial functions”となっ

ており、この「ほかの儀式的な行為ができる」

というのが「儀式を行う」になってしまったと

の指摘もあります。それを重視するのは鵜飼信

成先生、あるいは高橋和之教授などで、これに

よっていろいろな“ceremonial functions”が

できるという説になります。しかし、この説は

日本語の文脈上無理があると思います。 

そうしますと、あまり説得的な説がないし、

無理な説が多い。ですから、端的に「これは違

憲である」というのが私などの説であります。

「天皇の意思が入るような、そういう行為はや

ってはいけない」というのが私の説でございま

す。これは私個人だけの意見ではなくて、賛成

者は結構います。 

政府見解は、「国事行為以外の行為で、天皇

が象徴としての地位に基づいて、公的な立場で

行われるもの」ということです。象徴としての

行為説なのか、公人としての行為説か、よくわ

かりませんが、そういう見解です。 

整理いたしますと、仮に国事行為以外の「公

的行為」を認めた場合は、何が「公的行為」な

のか、その範囲が非常に不明確です。次に、だ

れが責任を持つのか、責任の所在が不明確です。

それから、限定がないので内閣による政治利用

が当然行えます。また天皇の意思が介在するこ

とで、天皇が政治的権能を果たすことになりま

す。例えば慰霊に行くといっても、どこの島へ

行くのか、どこの国を訪問するのか、こういう

問題が出てくるので、天皇が政治的な権能、政

治的な役割を果たすことになります。 

仮に「公的行為」を認めるとしても、それは

義務的な行為でも義務に即する行為でもあり
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ません。やらなければいけない行為ではないわ

けです。 

最後に「生前退位」の問題について、少し申

しあげます。現在の皇室典範は、生前退位を考

えておりません。「皇室典範」制定時にこれが

問題になったときには、昭和天皇の戦争責任が

問題になっておりました。戦争責任問題に「生

前退位」をすべきかどうかという議論が紛れ込

んだわけです。だから、「生前退位」が客観的

に良いか悪いかよりも、生前退位を認めた場合、

昭和天皇の戦争責任が出てくるという議論に

なってしまうというようなこともあり、結局、

「生前退位」を否定することになったわけです。 

ただ、「生前退位」をしなくてもいいよとい

うお膳立ては制度上できています。それが「摂

政と国事行為の代行」です。 

ただ、「摂政」という言葉がいま話題になっ

ておりますが、政府見解によれば、「精神若し

くは体の重患」で摂政が置かれるのは、天皇の

意思能力がなくなった場合です。しかし、いま

の天皇は意思能力は十分ございますから、現在

の段階で摂政を置くことはできないというの

が通説的な見解です。 

また「生前退位」を否定する理由として、「前

天皇の存在が弊害を生ずる」とか、「天皇の自

由意思に基づかない退位の強制」があげられて

います。これらはいま天皇が政治的権能を持っ

ていないとするならば、あまり意味がありませ

ん。ただ、「公的行為」ということで、天皇が

政治的な権能を発揮し始めますと、内閣とぶつ

かったり、あるいは国民の意思とぶつかったり

することがありますので、大変な問題が出てく

る可能性があります。 

それから、「人権を尊重し天皇の意思を認め

ると即位辞退を認めることにもなる」という反

対理由もあります。これは確かにそのとおりな

ので、人権尊重――これもきょうは時間がない

ので略しますが、人権は天皇には当然制限され

ます。「ない」という説もありますが、天皇で

ある以上、いろんな制限が出てくるわけですが、

もし自由意思、人権を認めますと、当然、「天

皇になりたくないよ」と言って即位を拒否する、

ことにもつながっていくわけです。したがって

老齢による退位を認めるとしても、意思が入ら

ない定年制――「生前退位」ですね――という

ものを認める、ということになろうかと思いま

す。 

それから、「生前退位は国民の信念と調和し

ない」という主張があります。「天皇はかわら

ないものだ」という国民の信念とぶつかるとい

うわけです。これは金森徳次郎さんが、憲法が

できるときに強調したことですが、今の国民世

論は、ご存じのとおり、「生前退位」を認める

というのが多数であり、変わっています。 

それから、「象徴たる地位と矛盾する」との

主張もあります。天皇の地位は世襲であり、国

民の総意である、こういうことから、退位など

というのは考えられないという説です。これは

林修三内閣法制局長官がかつて言われていた

ことです。 

それよりもいま問題になるのは、天皇が退位

した場合、先の天皇と新しい天皇が 2つ存在す

ることになる。そうすると、国民統合を期待す

る人たちから言うと、象徴として国民を統合す

るような社会的機能を果たすものが 2 つでき

てしまう。これは国民統合の意味から、まずい

ことになる。おそらく有識者会議などで反対な

さっている方の多くの本音というか、基本は、

そういう立場にあろうかと思います。要するに、

国民を統合するような、そういう社会的機能を

果たすものが 2つ並び立つというのは、やっぱ

りまずいのではないかという、そういうことだ

ろうと思います。 

あと、天皇退位後の処遇をどうするかとか、

法形式をどうするかとかも問題もあります。 

もちろん法形式は、みんなが言っております

ように、「皇室典範」を改正するしかない。個

人を対象にした法などというのはちょっと考

えられません。したがって、一般論としての「生

前退位」を「皇室典範」で認めて、次に、その

条件に当てはまるから、いまの天皇の退位を認

める、という形式をとるのが妥当であり、今の

天皇という個人を対象にした法というのは、法

というものから考えて、これは妥当でない。普

通、憲法学者ならそう考えるだろうと思います。 

それから、最後に、お務めは過多かという問
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題です。これは政府の資料ですが、1983 年と

2015 年、前の昭和天皇と今の天皇の 82歳の時

を比較しております。国事行為の数は、1,112

から 1,085 と減っております。増えているのは、

先ほど言いました公的行為で、勤労奉仕団への

御会釈も公的行為になっていますが、それを除

きますと、300 から 475 と圧倒的に公的行為が

増えています。 

こういう行為はやらなくてもいい行為なの

です。ですから、体がきつければこういう行為

はお控えなさればいい。 

そして、私などは異論がありますが、いま皇

族の公務の存在を皆さん方、認めておられます。

そうであるならば、天皇ができなければ、皇太

子が、あるいはまた皇族がそういうことをやれ

ばよろしいだけの話で、天皇が体を押してまで

無理にやられることはない。 

国事行為というのは、専ら、ご存じのとおり、

ほとんど判子を押すこと、署名することです。

判子は今は侍従が押していますから、大した苦

労ではないわけです。 

従いまして、この大変忙しいこういう時代に、

天皇の体を考えて、公務を減らさなければいけ

ないというならば、天皇に公的行為を遠慮して

いただく。これが一番スムーズに問題が片づく

形です。 

根本的に「生前退位」を認めるかどうかなど

ということは、いままさに問題になっているよ

うに、大議論になるわけです。象徴天皇制とい

うものに対していろいろなイメージを持って

いる人たちがいるわけですから。 

私は、憲法的に言えば、「生前退位」という

のは、どうということない、認めたっていいと

思います。ただ、公的行為を認めるような状態

で「生前退位」を認めますと、これはちょっと

問題が出てくる。外電なんかもみていても、今

の天皇と安倍さんたちとが対立しているみた

いな議論が出ていますでしょう。そういう色彩

が出てきていますよね。天皇は結構、政治的発

言をされているでしょう。そういうような状況

で「生前退位」ということを考えますと、いろ

んな問題が出てくる危険性があります。 

だから、憲法の公的行為を認めず、国事行為

という形式的・儀礼的行為だけをやるというこ

とであるならば、別にどうということはないで

すから、「生前退位」を認めればいいと思いま

す。しかし、今のこういう状況での「生前退位」

というのは、ちょっと問題が大き過ぎるという

ように、私は考えております。 

最後は国民なので、繰り返しますが、こうい

う問題を考える場合、皆さん方も大変問題なの

は、国民の天皇に持っているイメージが、きょ

う皆さんにご紹介いたしました憲法学者の考

えている天皇像と大きく違っていることです。

このことが、皆さん方が記事をお書きになる場

合に非常に難しくしている面があろうかと思

います。 

例えばイラクへの自衛隊派遣はどうかとい

うときに、憲法学者が憲法 9条で自衛隊は憲法

違反だから問題外だというような議論をして

も、これはちょっと新聞記事にはなりませんよ

ね。国民の大方がこういうものだと思っている

ところで、憲法学者が、本来そうではないので

はないかという議論をしても、なかなか出しづ

らいところもあるかもしれません。私がきょう

申しあげましたのは、憲法の解釈からするとこ

ういうことになるよ、という大まか話を申しあ

げたわけでございます。 

 

■質疑応答■ 

 

司会 どうもありがとうございました。 

最初に、1問だけ私のほうから質問させてい

ただきます。 

先生のお話の中で、憲法学者の間でも多数説

はないということでございましたけれども、憲

法学界の中で、この皇室問題に取り組まれてい

る学者は、どのぐらいの比率で意見がいま分か

れているのか、ご紹介願えないでしょうか。 

横田 こういうことはちょっと口幅ったい

のでありますけれども、天皇問題を私たちぐら

いの年代で扱っている憲法学者は、現在の段階

では、おそらく私くらいです。もうちょっと上

になれば、多少いろいろ扱っているのは浦田賢

治先生（早稲田大学名誉教授）でしょうしが、

彼は全般的に扱っているわけではない。もっと
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上になりますと、針生誠吉先生です。若いほう

になりますと、北海道大学の西村裕一先生です。

この方は長谷部門下ですから、ちょっと私の意

見とは違います。おもしろい意見ですけれども、

通説ではないでしょう。 

それで、いま有識者会議へ出てきている憲法

学者の顔ぶれをみますと、百地さんであるとか

八木さんというのは、これは憲法学会の全く主

流派ではございません。それは別に悪いという

意味ではなくて、主流派ではございません。だ

から、ある程度憲法学界の通説というか、ある

程度それに沿ってお話しになるのは高橋和之

さんと、大石眞さんでしょうか。 

実に憲法学では、天皇の問題というのは、あ

まり問題にならない。問題にしないんですね。

特に若い憲法学者にとって、天皇の持っている

意味が非常に軽いのです。年配の人にとっては、

戦前のいろんな天皇に対する思いがあります

から、憲法学者に限らず、加藤周一先生にした

って丸山眞男先生にしたって、非常に重いもの

を持っているわけですが、いまそんな重さは感

じていないわけですね。 

象徴天皇制というのは世界に類がない。よく

イギリスになぞらえられますが、イギリスの国

王は政治的権限を持っています。「君臨すれど

も統治せず」です。日本の天皇は、君臨もして

いなければ統治もしていない、そういう存在な

んです。 

ですから、イギリスの君主などほかの国の国

王を例にして議論しても意味がないわけです。

だから、天皇の問題を本格的にやるという憲法

学からの研究はあまりない、こういうことです。 

質問 私の新聞の世論調査部では、毎月、定

例調査といいまして、各種の世論調査をしてい

ますが、9月定例で天皇の関係でかなり多くの

質問をしました。そのとき、横田先生の論文等

を参考にして、公的行為についても聞きました。 

公的行為は一般の方にわかりにくいので、

「天皇の被災地への訪問」をどの程度重要だと

思いますかということを聞きました。「大いに

重要だ」、「重要だ」、「あまり重要でない」、「全

く重要でない」の 4択で、「大いに重要だ」、「重

要だ」が大体 7割ぐらい占めていました。そう

いった世論について、先生はどのように憲法学

の立場からお考えでしょうか。 

横田 先ほど申しあげましたように、国民は

憲法なんかあまり考えていませんから。 

いろんなことで、いまの天皇は非常によく頑

張っておられますよ。天皇は「これがあるべき

天皇像だ」と考えておられることにもとづいて、

いろんなことをなさっている。それは国民にい

ま受けていますね、それはいいんです。だけど、

そういうことは憲法上、許されないか問題があ

るということです。 

今たまたま天皇がいいことをやっているか

ら、国民の気持ちに合致することをやっている

から国民は良いといっている。けれども天皇が

政治的権能、自分の意思で公的行為をやるよう

になったときには、とんでもないことをやる天

皇が出てくる可能性があります。 

いまの天皇像をみれば、いいことではないか

と思うかもしれない。天皇というものを戴いて

いるみたいに考えている国民もまだ多いです

から、そういう人からするならば、それはいい

ことだということになるのは当然だと思いま

す。 

世論がどうであるかというのは、ちょっと難

しい。9条の場合と同じで、憲法を読んで国民

は議論しているわけではないので、自分の意見

として出てくるわけですよね。ですから、それ

は憲法とずれてくる。だから、そのずれをどう

考えるかという問題はあると思います。 

もし、憲法学者の方がおかしくて、そんなの

はやめてしまえというなら、そういう形にすれ

ばよろしい。9条と同じです。おかしければ変

えればいいんです。 

ただ、いまの憲法ではそうだろうということ

を私は申しあげたわけです。 

質問 いまの憲法からみて、天皇は即位を拒

否することはできるでしょうか。 

横田 それが難しいところです。天皇が即位

は嫌だと言ったからといって、拒否は認められ

ません。ただ、拒否という意思があることを忖

度して、皇室会議は、皇嗣に問題があるときに

は皇位の継承順序を変えられますから、そこで

順序を変えるということは便法としてあり得
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るかもしれません。 

しかし、象徴天皇制をつくった人たちはそん

なことは考えられないとの立場だった。ありえ

ないとの立場を前提にしているわけです。 

だから、もしそういう例が出てきたとき、今

の枠の中でやろうと思えば、天皇の意思をある

程度忖度して、順位を変えるということになら

ざるを得ないでしょうね。だけど、難しいとこ

ろです。 

だから、天皇の意思ということを重視すれば、

もっとそれ以上にやれるのでしょうが、今の枠

では、あくまでも忖度です。 

質問 「生前退位」よりも、むしろ公的行為

がいわゆる憲法違反であってよろしくないと

いう趣旨と受けとめました。 

しかし現実には、昭和天皇も今の天皇も公的

行為を行っています。先生はそれに対して、「憲

法から言えば、一切いけない。国事行為と私的

行為だけに戻すべきだ」というお考えなのか、

あるいは、「それは現実的ではないから、一部

の公的行為は容認できる」ということなのか。 

また先生は、「生前退位」そのものはそれほ

ど問題ではない、認めてもいいんだという趣旨

のこともおっしゃった。そうすると、公的行為

抜きで国事行為と私的行為を天皇の任務とし

て、その中での「生前退位」という議論はあり

得るのでしょうか。 

横田 後のほうから言いますと、そのとおり

で議論としてはあり得ます。 

公的行為はできなくても、個人的にやること

はいいわけです。たとえばお見舞いに行くとか

です。天皇の場合は私的行為であっても、社会

機能的には統合作用を果たす。当然反対も出て

くるけれども、そういうことはあります。 

だから、天皇がお考えになっていれば、積極

的に個人として行かれるということは、別に否

定はしません。それは社会機能的なものについ

ては、天皇制がある以上、そういうことになり

ますから、憲法上、これは問題ない。 

ただ、前者の問いについては、公的行為は私

はやめるべきだと思います。公的というのが増

えてきているんです。例えば天皇が音楽会へ行

く、これも宮内庁の見解ではある場合には公的

な行為です。宮内庁がお世話する、公務員がお

世話するとか。何でそれが公務になるかという

と、音楽会へ音楽を楽しみに行けば私事なんで

すが、音楽を奨励するために行けば、公務なん

です。そういう形で公的な行為が広がっている。

その広がった一つが「大嘗祭」なんです。 

「大嘗祭」というのは、完全にこれは私的な

行為です。政教分離から言いましても私事です。

だけど、政府や宮内庁見解では、「あれは私事

です。私ごとです、だけども、公的色彩がある」

ということで、この前のような大嘗祭が公的な

形で行われたわけです。 

だから、結局、天皇というものに対して、人々

がいろんな意識を持っていますね。そういうこ

とで、私事に区別しても、結局それは公的色彩

を帯びてくる。それを全部、公的と積極的に認

めてしまっている。だんだん認めていくわけで

す。だから、大嘗祭だけでなくて、いろんな皇

室祭祀、宮中祭祀なども、これは公的だという

ような議論もあります。 

たとえば、天皇がお祈りするかどうかは個人

の問題です。憲法上の問題ではない。そういう

仕事が大変だからと言われるかもしれないが、

そういう仕事は個人の問題です。だから、公的

に考えるべき問題ではない。そういうところが

ゴチャゴチャになっている。 

それと同じで、宮中祭祀も公的にすべきだと

いう議論があるわけです。そういう議論にだん

だん広がっていく。それはもうなし崩し的に、

わけのわからないことになってしまう。私はそ

う思うので、天皇は公的行為と言われるものは

やめるべきで、なさりたければ私的になされば

いいと考えます。 

質問 8 月 8日のビデオ声明の「お言葉」に

よって「生前退位」という議論が行われていま

すが、ビデオ発言も含めて違憲である、そうい

う判断をされているわけでしょうか。 

横田 宮内庁は、「お言葉」を公的行為と考

えております。あれを私的行為という憲法学者

もいますけれども、そんなことはない。皆さん

が、終戦のときの玉音放送になぞらえて言って

いるように、公的な色彩を持っています。 

これは安倍さん自身が、「皇位継承制度は国
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会で議決される法律に定められたものであり

まして、まさに国政にかかわる問題である」と

言っています。これは女系天皇が問題になった

時の有識者会議のときの発言です。「何で天皇

の意見を聞かなかったんだ」ということに対し

て、「天皇の意見を聞けば、これは国政にかか

わることになるから聞かなかったんだ」という

ことです。 

金森徳次郎さんは継承順位について、「皇位

継承制度の変更は国政の一端であり天皇の意

思を根拠にすることは難しい」と言っています。

だから、こういうのは国政に関係していること

は明らかなんですね。（今回の「お言葉」は）

国政に関係することを公的な形でやっている

ということになり、これは明らかに憲法違反で

あります。 

だから、何で宮内庁が、いろいろ理由はある

でしょうけれども、リークしてしまったか。あ

れが問題の間違いの元ですね。だから、ああや

ってザーッと動いてしまった。本来、ああいう

ことは内々の議論を踏まえて政治が考えるこ

となんですね。天皇の発意で、天皇のお言葉だ

から大事にしなければいけない、早くしなけれ

ばいけないなんていう動きになっているでし

ょう。これ自体が問題なんですよ。何で天皇の

意思で日本が動くのか。国民の意思で動けばい

いんです。 

天皇の意思を無視しろとかなんとか言って

いるわけではございませんよ。天皇の意思を忖

度することは当然あり得るわけです。けれども、

天皇の意思で、「お心をお心としてやらなけれ

ばいけない」みたいな形で動いていく。これ自

体が問題だというのが私が憲法学者として危

惧する基本です。天皇の意思で日本の政治が動

く、これが問題なんです。 

質問 違憲性を免れるために、天皇に退位し

たいという気持ちがあれば、それを皇室会議で

議論する。皇室会議で、「それじゃ、国会で話

してもらおう」ということで、国会、例えば内

閣委員会のもとに有識者会議を開いて、そこで

意見聴取をする。その上で、「それじゃ、皇室

典範を改正しましょう」というような流れにな

れば、個人的にはそれが一番よかったんじゃな

ないかなと思いますが、いかがでしょうか。 

横田 私はまさにそういうことを最初から

言っているわけです。だから、最初に宮内庁の

リークで始まったことが非常に悪かった、よく

なかった。おっしゃったような形で動くのが筋

です。それなら問題なかったんです。 

それが、国民世論がワーッとできちゃったで

しょう。それで動かざるを得なくなって、皆さ

んも動かざるを得なくなった、これが問題なん

です。 

質問 先生のご解説ですと、天皇は人権を制

限されている。ないわけではないけれども、制

限されている。その結果、天皇における自由意

思の規定を国事行為のように列挙していかな

ければいけないのかどうか。法技術的な処理の

仕方としてどういう方法があるのか。 

それから、横田喜三郎説をさらに推し進める

と、そもそも憲法に天皇を規定する必要がある

のか。今度の改憲の動きの中で、いっそのこと

天皇という規定を憲法に書かないという法技

術的な処理の仕方があり得るのかどうか。 

その 2点を伺いたい。 

横田 後のほうは、先ほど申しましたように、

法技術的には憲法改正でやめればいいわけで

す。 

なぜそれが残ってしまったかといえば、これ

は当時の状況からして、天皇を廃止するという

のは大変なことになる、国民自体は天皇のため

に戦ったわけですし、国民が戦争に負けたとき

に、宮城前で天皇に対して申しわけないと謝っ

た。「一億総懺悔」の懺悔の対象は天皇なんで

すね、基本は。世界に謝っているわけではなく

て、天皇に謝った、努力が足りなかったといっ

て。そういう状態ですから、いまのわれわれの

状況とは全然違うわけですね。 

だから、あの時代に、憲法に天皇的なものを

残すのは、ＧＨＱの意図とも合ったし、また当

時の国民の意思からいっても、残したほうがい

いというのが何となくあった、ということだろ

うと思います。 

これは繰り返しますが、憲法ができたときと、

いまとは随分状況が違います。９条についても、

「日本は軍隊を持たなくてどうするんだ」と言
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っていたんですが、当時、「しばらくの間は国

連に守ってもらう」。これで話は終わっていた

わけです。だから、誰も問題にしなかったんで

すね。だけど、国連が全然機能しないというこ

とになってくると、「じゃ、どうしようか」と

いう話が出てきたんです。 

そういうふうに、できた時の状況というのは

やっぱり大きいわけで、もう要らなくなってい

る条文なんかも出てくるかもしれませんね。ス

イス憲法の中に、愛玩動物を殺すときには麻酔

をしてから殺さなければいかんというのがあ

った。これは特定の宗教を排除するためにあっ

た条文ですが、そんなものはいまになったら問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

題がいろいろ出てくると思います。 

先の問いについては、私事における自由意思

の範囲を規定することは、法技術的には困難だ

と思います。 

司会 最後に、先ほど先生に揮毫していただ

きました。きょうのお言葉は“Peace for all”

ということです。一言補足していただいてよろ

しゅうございますか。 

横田 世界は、こんなに混沌とした状況にあ

ります。戦争だけではなくて、心の内も平和で

ありたい、平穏でありたいという願いです。 

司会 長時間、本当にありがとうございまし

た。（拍手） 

文責・編集部 


