︱︱今 回の ﹁
お気持ち﹂ の表 明を受
け︑第 一印象 はど のようなも のでし
たか︒
あらためて︑天皇陛下は戦後 の民
主的な市民社会を象徴 し て いると︑
感 じました︒
昭和天皇 は︑戦前と戦後と いうま
ったく異な る二 つの時代を生き︑新
憲法が導入 された時点 で︑象徴とな
られました︒
しかし︑今 の陛下は即位されたと
きから︑象徴 であ ることを求 められ
ました︒過去 になか つた こと ですか
ら︑象徴とし てど のよう に振 る罪ヽ
つ
べきかと いう モデルや見本 があ つた
わけ ではありません︒陛 下は常 に︑
象徴 とはどうあ るべきかを︑真剣 に
模索し てこられたと思 います︒
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天皇陛下の「お気持 ち」 の表明 を護者はどう受け止 め
たのだろ うか。政府 の皇室に関するヒア リングにも参
加 した歴史 学者に聞 しヽた。

で逍ないのです︒陛下は万事をゆる
ｄぜにしない方ですから︑全てに公
平であろうとされていますｏ
全国を回 って︑誰の悲しみや苦し
みも区別することなく受け︑それを
ク
気″としてご自身 の中に蓄積され

蒻

そ の中 で︑陛下がこだわられ てき
た のが︑国民 に寄り添う ことだと思
います︒戦争 の死者 と遺族 や自 然災
害 の被災者 に心 の底 から寄り添 い︑
悲しみや苦しみを分かち合 ってこら
れた のです︒
私たち の多く は︑コ
大皇 とは何か﹂
と いう ことを︑今 の陛下 の姿を通し
て理解し て います︒
︱︱確かに︑そ つした陛 下の姿 は 二
ュースなど で報道され ︑多く の日本
人 の心の中にあ ると思 います ︒
そう ですね︒しかし︑それは簡単

｀
″
国民 の 支持 は健 全
高齢化 ″考 たる契機 に

て いくわけ ですか
ら︑洋分 ︑気力共
に相当な質量が要
求 されるはず です︒
義務感 の強 い方 で
すから︑ご自身 が
宣︵
剣に模索 され て
きた象徴 であるこ
とが不十分 にな る
こと への不安 が︑
お言葉 に つなが つ

天皇家 は最も長 い家系を誇 る存在
であり︑今も万世 一系 の皇統を担う
わけ です︒そ の 一方︑民主主義国家
の象徴 でもあります︒だから こそ︑

た のではな いかと思 います︒
もう 一つ感じた ことは︑日本社会
が高齢化 に直 向し て いる事実をあら
ため て︑陛下 により国民全体も認識

今 回︑われわれ 一般 の国民と同じよ
う に︑家族 への思 いも強く示された

のではな いでし ょヽ
つか︒
従来︑天皇 は生まれ てからすぐ に︑

が許される のか︒似たよう な状況 は
多く の企業 や組織 では考え られな い
でし ょゝ
つ︒

国民は陛下 のお優し い姿勢 や︑お
人柄を知 って います︒だから こそ︑

をはじめお子さまを育 ててこられま
した︒そう いう意味 では︑家族を大
事 にし︑ いたわる陛下 のお人柄 が見
えた表明 でもありましたね︒

乳母 により育 てられ てきた のですが︑
陛下は皇后さまと共 に︑皇太子さま

陛下が思 いを率直 に表明された こ
と で︑日本国民は︑高齢化時代 に自

と思 います︒

今回 の表明 に対し て世論調査 では９
割近く の人たちが支持し て いる ので
し ょう ︒それは非常 に健全な反応だ
に残りました︒

分はどうあ るべきかを考え るき つか
けを与え られたと思 います︒
︱︱家 族 へのお気遣 いも
に印象

齢 の方 が︑平社員 の何十倍も働 いて
いるよう なも のです︒こう いう状 況

誤解を恐 れず に例え ると︑陛 下 の
状況 は︑企業 であれば社長 や会長職
を本来ならと つく に引退し て いる年

す る機会 にな つたと いヽ
つこと です︒
︱︱ どう いう ことでし ようか ︒
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