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はじめに

天皇制にとって、1945年8月のアジア・太平洋戦争の敗戦はこれまでにない最
大の危機となった。昭和天皇の戦争責任問題が浮上し、退位論も国内外で展開
されていた。そして、天皇制という制度の存続すらもが未知数な状態にあった。
そのような中で迎えた敗戦という危機に、天皇や宮中側近、日本政府はいかに対
応したのだろうか。この問題に関しては、歴史学・政治学・憲法学などで数多くの
研究蓄積を重ねてられてきた1。これまでの先行諸研究では、天皇・宮中側近・政
府関係者・知識人のみならず、占領軍であるGHQもが共同歩調を取りつつ、天
皇の戦争責任を回避させるよう試み、象徴天皇制へと転形させることで天皇制
を敗戦後も維持していった政治史的事項を中心に解明が進んだ。

本稿が対象とするマスメディアも、その共同歩調を取ったアクターの中にあっ
た。戦前のように軍事的イメージ／国体論的イメージを持った天皇・天皇制が、
平和的イメージ／文化的イメージへと敗戦後変化したのは、マスメディアによ
る伝播の結果であった。マスメディアによって戦前・戦時中の天皇制は特殊なも
のとして宣伝され、昭和天皇の責任が回避されていく。そして、「人間」的な天皇
制こそが「伝統」であり、象徴天皇制はそれへと「回帰」するような制度と捉えら
れた。その意味で、マスメディアも天皇の戦争責任を回避させ、天皇制を維持す
る政治的アクターの一つであった。

マスメディアはまた、象徴天皇制を支持する思想的な基盤や根拠を民衆に与
えていく。上記のように政治史的解決を見た天皇制に、象徴天皇制としての内
実を与えていったのがマスメディアであった。象徴天皇制の一つの到達点として、
1958年から始まるミッチー・ブームに代表される「大衆天皇制」がある。それを
分析した松下圭一によれば、敗戦後のマスメディアの操作によって都市中間層
の生活様式が社会の前面に押し出され、大衆社会状況が露呈される。こうした
社会状況が前提となり、ミッチー・ブームが起こった。マスメディアは、皇太子夫
妻を日本国憲法の価値基準や都市中間層の論理に適応する存在として押し出
し、結果として彼らは民衆の理想の家庭像・スターとして敬愛されていく2。
象徴天皇制に「大衆天皇制」という内実を与え、民衆に定着させていったのは
マスメディアであった3。

敗戦直後の天皇制の危機とマスメディア

河西 秀哉

1
その中でも特に優れた研究として、吉田裕『昭
和天皇の終戦史』（岩波書店、1992年）と渡辺
治『戦後政治史の中の天皇制』（青木書店、
1990年）を挙げておく。私も『「象徴天皇」の戦
後史』（講談社選書メチエ、2010年）の中でこ
うした課題に取り組んだ。

2
松下圭一「大衆天皇制論」「続大衆天皇制論」
（『中央公論』第74巻第5号・11号、1959年、後
に同『昭和後期の争点と政治』木鐸社、1988年
に収録）。

3
こうした象徴天皇制とマスメディアの関係に
注目した研究として、南博「天皇制の心理的地
盤」（『思想』1952年6月号）、清水幾太郎「占領
下の天皇」（『思想』1953年6月号）、池内一・岡
崎恵子「占領期間における日本新聞の趨向Ⅰ」
（『東京大学新聞研究所紀要』第5号、1956年）、
高橋徹・荒瀬豊「憲法問題とマスメディアの
態度」（『思想』1956年6月・9月・11月号）、松浦
総三『天皇とマスコミ』（青木書店、1975年）、
清水英夫「マスコミと天皇制」（日本法社会
学会編『天皇制の法社会学的研究』有斐閣、
1978年）、吉見俊哉「メディア天皇論の射程」
（『世界』1993年7月号）、同「メディアイベント
としての『御成婚』」（津金澤聰廣編『戦後日本
のメディアイベント』世界思想社、2002年）、
同「メディアとしての天皇制」（『天皇と王権を
考える』第10巻、岩波書店、2002年）など。

1
江藤淳「成熟と喪失――“母”の崩壊」、『江藤
淳著作集　続一巻』講談社、1973年、91頁。
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本稿は、こうした象徴天皇制とマスメディアの共同歩調を検討する試みの一
つである。特に、その担い手である皇室記者に注目したい。天皇の間近にいた彼
らは、何を書き、何を伝えようとしたのか。彼らはどのように天皇制を危機から救っ
たのか。そして、彼らは天皇制をいかなる方向へと導こうとしていたのだろうか。
本稿の課題はそれらにある。この本稿の試みによって、「触発するメディア」とい
う特集の課題に応えたい。

1　戦前の皇室記者たち

明治維新後の文明開化によって、日本にも欧米に類似した新聞が多数刊行さ
れ、政府もそれへの対応を迫られた。宮内省もマスメディアに対して便宜を図り、
皇室情報を流す仕組みを整えていた4。情報を発表して、それを受け取る探報記
者（通信員）のために宮城（皇居）への通行証を宮内省は発行していたようである。
そうして天皇制に関する情報が伝えられる仕組みが整えられた。天皇制とマス
メディアの関係はここから始まった。

マスメディアは日清・日露戦後の資本主義化によって急速に発達していくが、
同時期には嘉仁皇太子の婚約・結婚、明治天皇の容態悪化・死去という天皇制を
めぐるニュースも多く、新聞はこぞってそうした皇室記事を掲載していった。
日露戦後から第一次世界大戦後、通信技術などの発達によって人々に同じ情報
をより速くより多く伝達させることが可能になり、民衆の「知りたい」要求もより
高まっていく。いわゆる萌芽的な大衆社会がこの頃に成立したのである。そうし
た状況の中で、マスメディアはニュースとなる素材を探しており、皇室情報もそ
の例外ではなく記事として掲載された。

こうした明治末期から大正期にかけて、マスメディアは公的機関の取材を一
手に引き受けていく記者倶楽部を各省に誕生させていく。宮内省には、1912年
の明治天皇の死去時・大正天皇即位時に「菊花クラブ」ができた5。1915年に
京都で大正大礼が行われたときには、マスメディアは「大礼謹写団」なる組織を
組むことが求められ、それに加入しなければ大礼の撮影は認められなかった6。
宮内省の下にマスメディアは統制され、そしてその中で皇室に関する報道がな
されたのである。

後に『毎日新聞』の皇室記者として著名となる藤樫準二は、1920年に『萬朝報』
の記者として宮内省担当になった。「菊花クラブ」ができて、まだ数年後のこと
である。その後、藤樫は『東京日日新聞』へ移籍した後も宮内省担当を継続して
いる7。彼によれば、戦前の皇室記者は宮内大臣とも正式な会見の機会はなく、
ましてや天皇と直接会って話す機会も皆無であった。「いくら申しこんでも『ふー
ん新聞屋か。』といった調子で、秘書官からかるく鼻であしらわれるのが関の山

5
藤樫準二『千代田城』（光文社、1958年、38ペー
ジ）。

6
楠谷遼「マスメディアにおける天皇・皇族写真」
（河西前掲編『戦後史のなかの象徴天皇制』
174ページ）。

4
以下、森暢平「皇室とメディア」（河西秀哉編
『戦後史のなかの象徴天皇制』吉田書店、2013
年）、同「昭和戦前期の記者倶楽部」（『成城文
藝』第197号、2006年）を参照。

7
『サンデー毎日』1974年6月2日号、116～117
ページ、『週刊朝日』1974年5月31日号、35～
37ページ。
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であった」、観桜観菊会において記事を書くために門前に行くと「それさえも“お
目ざわり”といったいやな顔つきをされた」という。藤樫はこうした宮内省の態
度を「秘密主義と慇懃無礼な態度にはいささか憎悪さえ感じたほどだ」「“車夫
馬丁、ならびに新聞記者”といった思想から、要監視人扱いだった」8とまで戦後
に言い切っている。森暢平が指摘するように、この表現は回想ということもあり
やや割引いて考える必要がある9が、藤樫のこれらの言葉からは戦前の宮内省の
記者への扱いがあまり良くなかったことを想像できる。便宜を図って情報は流
しつつも、敗戦後に見られるようなマスメディアと協調して新たな天皇制を構
築しようとする意図は宮内省にはなかった。こうした戦前における両者の関係
を変化させるのは、敗戦という危機を待たなければならなかった。

とはいえ、マスメディアも宮内省から与えられた情報ばかりを報道していたわ
けではない。むしろ積極的に新たな天皇像を打ち出そうとしたこともある。それ
は1921年の裕仁皇太子のヨーロッパへの外遊が契機であった10。マスメディア
は「我国に於いては皇室は国民と隔絶して神秘の雲に鎖されをるを以て国民は
十分に皇室と接触することが出来なかつた傾きがある」11というように、報道の
中で積極的に民衆と皇室の結びつきを強調した。そして、「皇室は常に宇内の大
勢に順応し、率先して進取の大国是を定め、之に準拠して進み給ふの大御心で
ある」「皇太子殿下は実に明治大帝の残し給へる異国文明摂取、我国文化開発
の大業を大成すべき資質を備へさせられることを明かにし給うた。これは我国
民の至大なる光栄であり、励みであり、喜びである」12と、「宇内の大勢」すなわち
デモクラシーに対応した天皇制のあり方への変容を求めた主張を掲載していた。
大正デモクラシーの世にあって、マスメディアはそれに適合した天皇制を構想し、
それに基づいた報道を重ねていった。外遊後も、マスメディアの積極的な報道
によって、民主的な皇太子像が民衆に広まっていったことは既に先行研究が明
らかにしている13。こうしたマスメディアの動向は、デモクラシーに対応させる
ことで世界的な君主制の危機から天皇制を守ろうとした宮内省の動向とも軌を
一にする14。ただし、マスメディアの報道が宮内省の手の内の中で繰り返されて
いたものではなく、上述のようにその宮内省を民衆と天皇制を隔てる存在として
批判し、より民主的な天皇制を構築しようとしていたことは、敗戦後のマスメディ
アの動向とも通底するものとして捉えることができるだろう。

2　記者たちと天皇との接触

アジア・太平洋戦争における敗戦は、天皇制とマスメディアの関係性を変えた。
1945年11月8日、宮内省は新聞記者を宮城内に入れ、空襲で被害を受けたその
様子を彼らに見物させた。新聞各紙は翌日、「荘厳な宮殿今はなし」との見出し

8
藤樫前掲『千代田城』38～39ページ。

9
森前掲「皇室とメディア」256ページ。

10
裕仁皇太子のヨーロッパ外遊に関しては、波
多野勝『裕仁皇太子ヨーロッパ外遊記』（草思
社、1998年）などを参照。またその時のマスメ
ディアとの関係の中で特に視覚メディアに焦
点を当てた研究として、小山亮「一九二一年裕
仁皇太子外遊と視覚メディア」（『人民の歴史
学』第198号、2013年）がある。

11
『東京朝日新聞』1921年8月24日。

12
『読売新聞』1921年9月8日。

13
伊藤之雄『昭和天皇と立憲君主制の崩壊』（名
古屋大学出版会、2005年）、坂本一登「新しい
皇室像を求めて」（『年報近代日本研究』20、
1998年）、梶田明宏「『昭和天皇像』の形成」（鳥
海靖他編『日本立憲政治の形成と変質』吉川
弘文館、2005年）など。

14
河西秀哉「天皇制と現代化」（『日本史研究』
582号、2011年）。
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を掲げ、宮城の荒廃を伝えている15。それは『朝日新聞』のような全国紙のみな
らず、『京都新聞』などの地方紙などでも掲載されており、全国各地に広くその
様子が伝わるように、多くの記者が宮城内の見学を許されたことがわかる。
『朝日新聞』に掲載された「戦災後の宮城拝観記」は、宮城宮殿が焼失し「かつ
ての荘厳な宮殿がいまは一目に入る広場と変わつてゐるのだ」と評する。つまり、
何も無くなってしまったというのである。また、焼け砕けた石が雑然と残ってい
る様子も紹介する。つまり、焼失した宮城宮殿の片付けがなされていないことを
印象づける記事である。また、「再建の議は当分御沙汰あらせられずと承る」と
述べているように、こうした状況がしばらくは改善されないことも伝えている。『朝
日新聞』に限らずこの日の多くの新聞の記事はこのような論調で構成されており、
宮内省が新聞記者を宮城内に入れたのは、こうした宮城の惨状を見せ、それを
記事にさせることで民衆にこれをアピールするためではないかと推測できるの
である。マスメディアの影響力を宮内省が取り込もうとした瞬間であった。

では、なぜ天皇の住居が民衆のそれと同様に荒廃していることを示す必要があっ
たのだろうか。繰り返しているように、敗戦は、天皇の戦争責任が追及されて制
度廃止へと向かう可能性も想定される、天皇制にとって未曾有の危機であった。
それを回避するための施策の一つが、宮城内へ記者を入れ、記事を書かせるこ
とだったと思われる。天皇が直面している困難さ、窮状の様子をマスメディアに
よって世間にアピールし、天皇への同情を集め、責任追及の動きを和らげようと
したのではないだろうか。これが、敗戦後の天皇制とマスメディアの関係を構築
する第一歩となった。

そして、戦前は天皇と接触することができなかった皇室記者たちが、天皇と会
い話をする機会が生まれる。その様子は、側近たちの日記には次のように描かれ
ている。

本日、宮内記者会員十七名に霜錦亭附近にて、生研への御往途、聖上、拝謁

賜わる16。   

九・四〇　宮内省記者クラブ員十数名   

霜錦亭前にて拝謁、田中徳に御下問あり、罹災者ありや、食糧は如何17。

これらの記事に示される「拝謁」は、天皇制にとってもマスメディアにとって
も画期的な出来事となった。戦前の状況では考えられない、「異例」の「拝謁」だっ
たからである18。その様子を、毎日新聞社内で発行されていた『毎日新聞社報』
によってより詳しく見てみよう。

初めて新聞記者に拝謁があるといふ朝、宮内省記者室は異様な緊張に包ま

れてゐた。宮廷記事報道を担当し見て来たやうに儀式等の様子を書き続け

てきたわれわれも龍顔を拝したことも、玉音に接したこともなく、内廷の

15
『朝日新聞』1945年11月9日。

16
『側近日誌』（文藝春秋、1990年）1945年12月
22日。

17
『徳川義寛終戦日記』（朝日新聞社、1999年）
1945年12月22日。

18
『読売報知』1946年1月1日。
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様子もたゞ話に聞くのみだつたがそれが今朝、目の前に繰届けられると

いふのだ19。

ここで示されているように、天皇と会うことになった記者たちは朝から「緊張」
していた。今までに会ったことがなかったからである。ただし、この天皇と記者
との初会見は、天皇が皇居内の生物学研究所へ出かける途中に偶然記者たちと
出会ったという設定で行われた。それはこの『毎日新聞社報』で描かれている様
子とは異なる。記者たちは事前に会うことを知っていたからこそ、朝から「緊張」
していたのである。つまり設定はあくまで民衆向けのものであった。おそらく、
天皇側が戦前では接してこなかった皇室記者を呼んでマスメディア・世論対策
をしたということを世間に知らしめたくなかったのだろう。たまたま出会ったと
いうフィクションは、天皇の権威を傷つけないようにするためでもあり、天皇制
が危機ゆえにマスメディアにすがったという印象を与えないようにするための
方策だったのではないか。
この会見では、特に宮内省担当であった『毎日新聞』の藤樫準二と「共同通信」

の田中徳に対し天皇から直接言葉がかけられ、10分ほどで終了した（つまり会見
とはいえ、記者からの質問はなかった）。藤樫と田中については長年の勤務から、
直接会ったことはなかったが天皇も特に親しみを持っていたようである。その
点は後述する。

記者たちは「お会いして初めて知った人間天皇だった」と後に回想している20
ことからも、彼ら自身が天皇と初めて会って「現人神」でないことを実感したよ
うである。ここで彼ら皇室記者は後述する全国巡幸で天皇と対面した民衆が
洩らすような言葉を同じように述べており、この会見で極めてプリミティブ
に「民主化」や「人間天皇」を体験し内面化したと言える。その経験こそが、そう
したイメージの天皇像を民衆に伝える記事の量産へと繋がっていったのではな
いか。皇室記者たちは天皇との会見を「心暖まる思い」と表現しつつ、天皇の
「和やかなお顔は、深刻なほどおやつれで、厳しかった戦時中のご心労、戦後の
苦しいご生活をおしのびしないわけにはゆかなかった」と言う。こうして危機
の中での天皇の苦悩を読み取り、その姿を描くことで責任追及を回避する役目
を皇室記者は担っていったのである。天皇の神格化は「天皇を取り巻く軍国主
義的、帝国主義的軍閥や官僚の中にあった、そして天皇を神と教え込まれた国
民の心の中にあったのだ」という文言からは、昭和天皇個人を救い出そうとする
意識がこの会見で記者たちの中に醸成されたことを示している。天皇と初めて
会見した記者たちはこうした感情の下に、その後記事を執筆していく。
この皇室記者と天皇との短い会見に関する新聞発表は、「外国人記者への影

響を配慮し、翌年一月一日まで延期され」21たと言うが、それゆえに大きな効
果をもたらした。翌年の1946年1月1日の新聞各紙面には、天皇の詔書いわゆる

19
『毎日新聞社報』1946年1月10日。

21
「昭和天皇実録」1945年12月22日。

20
以下、宮廷記者団『宮内庁』（朋文社、1957年、
88～89ページ）。「はしがき」には、「共同通信」
の田中徳と阿部豊、『朝日新聞』の宍倉恒孝の
名前が書かれており、彼らがその「宮廷記者団」
としてこの著作を執筆したと推測できる。
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「人間宣言」が発表されたからである。『毎日新聞』は記事（藤樫執筆）の中で、
「平和的、民主的」な天皇の側面を強調している22。また『読売報知』は、天皇の
「御顔に拝す労苦の跡」との見出しを掲げ、天皇が復興のために努力しているこ
とを強調し、それとともに天皇の「人間」性を会見の様子から描いた23。新聞社
にとって画期となった「拝謁」という出来事は、「人間宣言」と同時に発表される
ことで相乗的な効果を持ち、新しい天皇像を伝えるのに十分なものとなった。
さらに「人間宣言」を伝える新聞記事には、背広姿の天皇と娘たちとの写真も同
時に掲載され、天皇の家庭的な像からの「人間」性がより強調された。ここには、
女性皇族によって天皇の家庭的なイメージを付与するねらいがあった24。

以上のように、「人間宣言」や皇室記者と天皇との会見を描いた記事が1946年
1月1日に集中して掲載され、民衆に新たな天皇制・天皇像をアピールしていった。
1945年8月に敗戦という危機を迎え、天皇制は11月12月にマスメディアを使っ
てその危機の克服を試みた。天皇制とマスメディアはその後、共同歩調を取りつ
つ報道を展開していくことになる。その第一歩が皇室記者と天皇との接触であり、
「人間宣言」をめぐる報道であった。

3　「人間宣言」の定着

いわゆる「人間宣言」が発表された時、どのマスメディアもその名称を使用し
ていなかった。「人間宣言」という言葉を最初に世間に認知させたのは、管見の
限りでは、1946年6月に発行された藤樫の著作『陛下の“人間”宣言』だと思われ
る。藤樫はこの中で、「“自然人”としての『天皇裕仁』を真実に描写」25すること
を執筆の目的としており、神格化を否定するため、天皇が積極的に詔書を発表
しようとした経緯を強調している。目次には「陛下自ら“神秘”の扉を開く」「万
事世間並みのご家庭生活」などの文言が目立つ。この藤樫の著作によって詔書
を「人間宣言」と呼ぶことが次第に定着し、その内容によって「人間」としての
象徴天皇像を民衆に印象づけていったと思われる。「人間宣言」の内容が広く伝
播されたのは、こうした皇室記者によって執筆された記事や著作が発表された
からであった。それとともに、『陛下の“人間”宣言』の目次には、「『無私』の境地
で“救脱”を実践」「それほど陛下は良心的で律儀な人」「使命を自覚、深く健康
にご留意」「苦悶の一昼夜」「何事も所管の責任者を絶対信頼」「さすがに激怒
“二・二六”事件」という文言も並んでいる。昭和天皇が極めてまじめで律儀な性
格であること、また戦前において基本的には政治に関与しなかったことを強調
することで、戦争責任を回避するような試みもなされているのである。

そして重要なのは、この藤樫の著作が宮内省の意思によって書かれたもので
はないかと推測されることである。藤樫は晩年、高橋紘に対して、「この本は、

22
『毎日新聞』1946年1月1日。

23
前掲『読売報知』1946年1月1日。

24
北原恵「正月新聞に見る〈天皇ご一家〉像の形
成と表象」（『現代思想』第29巻第6号、2001年、
242～243ページ）。

25
藤樫準二『陛下の“人間”宣言』（同和書房、
1946年、2ページ）。
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四六年一月まで宮内大臣を務めた石渡
（ママ）

壮太郎の秘書官、鹿喰清一氏が金策をし
て同和書房を設立し、私に書かせたものだ」と話したという26。つまり、天皇の戦
犯指名回避に向けての宮内省の戦略として、天皇の「人間」ぶりや天皇の政治関
与を否定する著作の出版が目指され、藤樫にその役目が担わされたのである。
そして完成したのが『陛下の“人間”宣言』であった。
「人間」という概念を強調したのは藤樫だけではない。他紙の記者たちもこぞっ
て天皇の「人間」性を表出させる著作・文章・記事を執筆していった。『朝日新聞』
の皇室記者であった藤井恒男もその一人であった。藤井は天皇の日常生活に注
目し、「嵐に立つ天皇」という文章を執筆している27。その中で藤井は、「人間天皇」
という概念を繰り返し強調し、天皇も自分たちと同じ人間だと評価する。彼は天
皇の日常生活を詳細に紹介することで、天皇の「人間」性を描くことに努めた。
藤井は「神秘的な天皇観を、民主的な天皇観におきかへる」必要があり、それは
まず天皇を「人間天皇」と認識することだと主張して文章を結んでいる。『読売
新聞』の皇室記者であった小野昇は『人間天皇』という著作の中で、やはり天皇
の日常生活に注目している28。小野も天皇の家族を描き、家庭人としての天皇像
をアピールする。こうして民衆には自分たちと変わらない「人間天皇」像を印象
づけた。また、「平和愛好の文化人」としての側面や「鉄骨仁風の御性格」を強調
するのは、藤樫同様に天皇に戦争責任が追及されることを回避するための意図
だと考えられる。彼らのように皇室記者が伝える天皇の日常生活や性格によって、
「人間天皇」という概念が民衆に定着し、象徴天皇制へとスムーズに移行する
素地となったのである。

そして、1946年2月から実施された昭和天皇の全国巡幸も「人間天皇」をアピー
ルするのに充分な効果を持った。藤樫は巡幸を「陛下の“人間”宣言地方巡幸」
と評価しており29、「人間宣言」の延長としての巡幸として、積極的にそれを押し
出す記事を執筆していた。小野も天皇を歓迎する民衆の姿に注目し、「このやう
に国民が陛下をお慕ひする感情は、これまでのやうな強要された崇拝、観念だけ
の『忠』の中からは決して生まれて来ない」「陛下と国民との間に、じ

（ママ）

かに血の通
つた人間的な温い繋りを身近に感ず」る、「今や陛下はわれわれと共に在られる」
と述べる30。『朝日新聞』では藤井が執筆した「行幸メモから拾つた“人間天皇”」
という記事を掲載し、天皇が一人称を「私」と述べて自分たちと同じ言葉を話し
ていること、いつも同じ服装で帽子を無造作に扱うことを紹介して、天皇が自分
たちと同じ「人間」であることを強調している31。この記事では、天皇の声が「女
性的」などとも書かれており、そこには戦前のような天皇の権威性は見られない。
つまり、「大元帥」として軍事をリードする天皇の姿がかき消され、戦争責任を回
避しようとする意図がここにも見られるのである。マスメディアは巡幸における
民衆と天皇の接触を大々的に報道し、その行為を新しい天皇制のあり方として
高く評価した。藤樫・小野の著作、藤井の記事はまさにそれを広く伝播させるた

26
高橋紘「人間天皇演出者の系譜」（『法学セミ
ナー増刊　天皇制の現在』日本評論社、1986
年、145ページ）。

27
藤井恒男「嵐に立つ天皇」（『民主文化』第1巻
第8号、1946年、国立国会図書館憲政資料室
蔵『プランゲ文庫雑誌』所収）。

28
小野昇『人間天皇』（一洋社、1947年）。

31
『朝日新聞』1946年6月17日。

29
藤樫前掲『陛下の”人間”宣言』10ページ。

30
小野前掲『人間天皇』5ページ。
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めに書かれたものだった。巡幸はマスメディアの力によって、その効果をより
高めたとも言えるだろう。こうして、マスメディアには「人間天皇」像が溢れ、
皇室記者によって書かれた記事や著作によって「人間宣言」はその内容とともに、
名称も定着していった。こうして天皇制は敗戦という危機を脱していくことに
なる。

4　皇室記者たちは何を描こうとしたのか

皇室記者たちは自社の新聞記事のみならず、様々な媒体に天皇関係の記事を
書き、著作を執筆した。彼らは中央のマスメディアだけではなく、敗戦後に数多
く生まれた地域のマスメディアにも積極的に記事を執筆し、地域に新しい天皇
像を伝える媒介者となっていた。

皇室記者たちは積極的に新しい天皇像を求め、伝えていこうとしていた。その
点について、藤井が次のような回想を残している。

私は、新憲法で新しく位置づけられた“象徴天皇”を浮きぼりにした『人間

天皇』を書きたいと思い、構想をねった。それにはまず、どうしても陛下

の素顔を語らねばならない。   

　ところが、陛下の素顔を語るには材料が不足である。もっと伺いたいこ

ともあった。そこで、忘れもしない四月三十日の夜、加藤進宮内次官を紀

尾井町の官舎に、ひそかに訪ね、私の考えを述べた。五月三日新憲法施行

の日に“象徴天皇”の横顔を書き、新しい天皇に対する読者、国民の理解を

深めるデータを提供したい。そのために、明日にでも陛下との記者会見を

やって欲しい、と進言した32。

ここからは、1947年5月3日の日本国憲法施行に向け、「人間」としての象徴天
皇像を描きたいという藤井の意思が伝わってくる。宮内省側もそれに応え、天皇
と皇室記者たちの会見が行われることになった。それは、1945年12月の初めて
の「拝謁」以来の会見であった。この間の様子について、「昭和天皇実録」は「こ
の度、新憲法施行を機に各新聞社等よりインタビューをお受けいただきたいと
の要望があったが、外国新聞社との均衡上実現困難なため、御苑散策中七名と
偶然お会いになるという形で、初めて記者に対してお話になる」と記している33。
個々の新聞社とのインタビューは、日本のマスメディアだけではなく外国のそれ
も考慮しなくてはならないため、調整が困難になるために受け入れられなかった。
そして、この時も宮内省庁舎から吹上御所に帰る昭和天皇が、たまたま皇居勤
労奉仕団を見学していた皇室記者たちに気づき、声をかけたという設定で行わ
れた。これも天皇の権威を保つ意味があったのだろう。会見に臨んだ皇室記者

33
「昭和天皇実録」1947年5月1日。

32
『藤井恒男遺稿集　あの時この人』（非売品、
1948年、国立国会図書館蔵、67～68ページ）。
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は田中・藤井・藤樫・小野・『東京新聞』の木屋和敏・『時事新報』の大野光茂・『北
海道新聞』の鈴木正人の7人。この会見では、記者たちから天皇にインタビュー
がなされる形式が初めて採られ、健康、巡幸、生物学研究、美術、スポーツの問
題が話題となっている34。

そして新聞各紙は、その様子を日本国憲法施行の日の紙面に掲載した。天皇
も「所々非常におくつろぎの御様子で御鄭重にお答へ遊ばす。非常に感激して
夢見心地で、後から何と仰せられたかよく分らなかつた位であつた」と、会見に
満足していたようである35。

そのためか、天皇と皇室記者たちの会見の場はその後、たびたび設定されてい
く。特に、巡幸を機会にして天皇は皇室記者たちとの接点を持った。1947年8月
の東北巡幸では、藤樫・田中・木屋・鈴木と会見し、巡幸中に炭鉱に入ったことの
感想、食糧事情については「しっかりやってもらいたいと思う旨」、水害について
などを話し、これらの感想が「共同通信」を通じて発表された36。こうして全国
各紙に掲載されたのである。
1949年5月から6月の九州巡幸では、終了後に藤樫・田中・『朝日新聞』の秋岡

鎭夫を皇居内の花蔭亭に招き、特別座談会を行った37。入江は天皇と皇室記者
たちの座談会を「皆非常に難有がり、いゝ会であつた」と評価している。皇室記
者たちにとってこのような会見の場は、天皇の肉声を得る絶好の機会であった
と思われる。一方の天皇側にとっても、その場で語ったことが新聞紙上に伝えら
れることを承知した上で、発言をしていたのではないだろうか。このように両者
の共存関係を前提として、天皇に関する報道があったという事実は重要であろう。
つまり皇室記者たちの報道は、宮内庁の手の届く中でなされていたとも言える。
一方皇室記者たちにとっては、戦前ではあり得なかった天皇と直接触れ合う機
会を得、「民主化」を自ら体感したはずである。先述した藤井の回想は、記者が
こうした自らの体験を読者である民衆に伝える使命を持っていると認識してい
たことを示すだろう。

では、皇室記者たちは具体的にどのような天皇像を伝えたのだろうか。まず、
生物学者としての天皇像が強調されていたことを見ておきたい。田中の著作『天
皇と生物学研究』のように、天皇の趣味である生物学研究については、趣味を越
えて科学者レベルであることが盛んに描かれ、学者らしい真摯な態度が強調さ
れた38。この真摯という語は、昭和天皇の性格を語る一つのキーワードである。

生物学者としての天皇像はいくつかの特徴を有していた。第一に、生物学者
としての像から天皇の性格に言及している点である。

陛下のお気持の中には、心から自然がお好きで、生物を愛し、いたわられる

優しいお心があることが窺われるようである。それは心から平和を愛される

お気持とともに陛下の本質的な御心情であるにちがいない39。

34
前掲『藤井恒男遺稿集　あの時この人』68ペー
ジ、藤樫前掲『千代田城』56ページ、『入江相政
日記』（朝日新聞社、第2巻、1990年）1947年5
月1日。この会見の全文は、高橋紘『陛下、お尋
ね申し上げます』（文春文庫、1988年、41～43
ページ）に収録。

39
田中『野草と天皇』（『モダン日本』第19巻第
8号、1948年、10ページ、『プランゲ文庫雑誌』
所収）。

38
田中『天皇と生物学研究』（講談社、1949年）。

37
藤樫前掲『千代田城』56～57ページ、「昭和天
皇実録」1949年7月5日、『入江相政日記』1949
年7月5日。

35
前掲『入江相政日記』1947年5月1日。

36
「大正から昭和二十年代」（日本新聞博物館蔵
「藤樫準二コレクション」所収）、「昭和天皇実
録」1947年8月19日。巡幸において、宮内省は
マスメディアへの配慮や自由な取材を認めて
いた（瀬畑源「象徴天皇制における行幸」（河西
前掲編『戦後史のなかの象徴天皇制』）や楠谷
前掲「マスメディアにおける天皇・皇族写真」
を参照のこと）。
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ここで述べられているように、生物学者として自然に接する天皇の姿が伝え
られていく中で、その性格も優しいに違いないと推測される記事が多数見られ
るようになる。生物学者としての天皇像は、学者としての真面目さや厳格さだけ
ではなく、自然や植物を愛する優しさを併せて持つものであった。雑草に目を向
ける天皇の様子もたびたび言及されたが、それも天皇の配慮や優しさを強調す
る例となった。また、皇居内の庭が荒れ果てていたことについても多くの文章で
指摘されている。それは庭の手入れよりも他に人員を割くよう天皇が命じたこと、
また天皇が人工的な庭を好まず自然のままの庭を求めたことが理由であるが、
それが「合理的な生活の簡素化の実践」を天皇が行っていると語られていく40。

また、優しい性格という側面から、天皇が平和を愛する気持ちを持っていると
の言及へも発展する。自然を慈しむ天皇が平和の思考を有しているに違いな
いとの論理である。このように第二の特徴は、生物学者としての平和な天皇像
である。戦前は次第に「神格化」が進むことで生物学に取り組むことはできなく
なったが、それが敗戦後になって再び研究できるようになったと皇室記者たち
は強調する41。つまり天皇が生物学の研究をできること自体が、敗戦後の平和や
「民主化」の表象となっているのである。

しかも興味深いことに、戦前から天皇が生物学を研究していたことに言及が
なされる中で、戦前から天皇は平和を愛好し、「人間」的な生活を送っていたの
であり、その立場や性格の内実には変化がないこと、そして戦時中がいかに特殊
であったかについて論が展開された42。「陛下は平和と民主主義と文化のシンボ
ルでもあらせられる」と田中は強調し、天皇の生物学研究を平和や民主主義・文
化といった概念に結びつけた43。彼は皇居内の庭が戦時中から作られたことに
関しても、「陛下が自然を愛し平和を愛されるというお気持ちのはけ口」だと語っ
ており、やはり天皇の生物学研究と平和という概念を同列にして論じている44。
小野も天皇が生物学研究をしている姿を見せることは、「“強要された崇拝”、“信
仰としての天皇観”とはまつたく違つた文化人としての共感のなかから、ホノボ
ノと湧きあがつて来た新らしい“陛下への敬慕”」を人々に感じさせることがで
きると述べた45。同じく木屋も「陛下が生物学をお研究するになったことが、文
化国家としては非常によかったと思いますね」と話し、「文化平和国家」と天皇の
生物学研究を結びつけている46。

つまり、生物学者としての天皇像は、戦前（特に戦時中）と敗戦後の天皇制お
よび天皇の地位や国家のあり方の変化を表象するものだったと言える。このよ
うに生物学者としての天皇像が伝えられることで、優しい性格を有し、平和を求
め、民主主義や文化といった敗戦後の価値観に適合的な象徴天皇像が定着して
いくことになる。

この生物学研究以外の天皇の趣味に関しては、将棋についてが盛んに取り上
げられている。この将棋への言及からは、天皇と皇太子との親子関係も描かれる。

40
藤井前掲「嵐に立つ天皇」28ページ。

41
小野「生物学者─天皇」（『国民科学』第9巻第 
 4号、1947年、10ページ、『プランゲ文庫雑誌』
所収）。

42
藤井前掲「嵐に立つ天皇」30ページ。

43
田中前掲『天皇と生物学研究』175ページ。

44
佐野恵作・小野・田中・辻紀「座談会　御前会議
秘録と人間天皇を語る」（『ユーモア』第13巻
第9号、1949年、73ページ、『プランゲ文庫雑誌』
所収）。

45
小野前掲「生物学者─天皇」11ページ。

46
田中・木屋・藤樫「座談会　天皇御一家」（『日本
の窓』第2巻第6号、1949年、14ページ、『プラ
ンゲ文庫雑誌』所収）。
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家族の団らんの一つとして天皇と皇太子が対局し、それは和やかな家庭の風景
として、「人の世界の共通事」と語られる47。天皇の家庭的な要素とともに、将棋
を通しての天皇と皇太子の親子の交流の姿が描かれた。このように将棋は、天
皇が自分たち民衆と同じような「人間」であることを印象づけるエピソードだっ
たとも言えるだろう。

皇室記者たちは天皇だけではなく、その家族も積極的に取り上げた。中でも、
皇太子に関する記事は特に多い。

昔のような東宮御学問所を設け帝王学などという堅苦しい特別教育を受け

られず、民主主義的な集団教育を基礎に知識よりは見識、教育よりは教養

に重点を置き、専ら人格の錬磨につとめ、やがて新日本の理想的な民主天

皇としての“人間皇太子の完成”に万全を期してゐる48。

このように、将来の象徴天皇としての期待とともに、民主主義に適合的な「人
間皇太子」としての教育を受けていることが強調された。それは、象徴として新
しく生まれ変わった天皇像に皇太子の存在が欠かせなくなりつつあったことを
意味しているだろう。

また、妻としての、母としての皇后に関する記事も多い49。それは、家庭的な天
皇像を示すエピソードとして紹介するのに欠かせない存在だったからである。

以上のように、天皇の性格や家族との生活を描くことで、「人間」としての天皇
像を強調し、敗戦という危機を克服して象徴天皇制を強固にしていくという役
割を皇室記者たちは担っていたのではないだろうか50。

最後に、苦悩する天皇像について言及しておきたい。1947年8月の東北巡幸中、
通常の巡幸の記事とはやや色彩の異なる記事が掲載された51。執筆したのは藤
樫である。その記事の中では、終戦から1年経った1946年8月、天皇が吉田茂首
相や宮中側近を集め、茶会を催した時の様子が描かれている。席上で天皇は、終
戦記念日にあたって皇太子時代に見学した太宰府の水城を思い出したと語り、
その後天智天皇が行った「国内整備、いわゆる文化国家建設の片鱗をしのびたい」
と述べた。このエピソードはすでに1年前に報道されていた52。しかし1年経っ
た後に、なぜまた同じ話が掲載されたのだろうか。

記事にも見られるように、天皇は白村江の戦いで敗れた天智天皇と自らの姿
を重ね合わせている。敗戦という困難を乗り越え、国家の再建に尽くした天智天
皇を思い起こし、自らも退位せずに同様に再建に取り組むことを茶会の場で宣
言したのである。記事は、東北巡幸はその一環として、「民衆的な文化国家再建
に指導者のら針盤として奮闘されている」と、天皇が戦災者を励ますために実施
されたと書かれている。藤樫は自身のメモの中でこの記事について「天皇御留
意を折

（ママ）

り込む」と書いており53、天皇退位論を牽制する意図から執筆したと思わ
れる。退位論はこの時期収束していたが、藤樫は再びそれが現れてくることを

49
小野「大いなる母“皇后さま”」（『母』第1巻第6
号、1949年、『プランゲ文庫雑誌』所収）、藤樫
「家庭の中の皇后様」（『博愛』710号、1948年、
『プランゲ文庫雑誌』所収）、小池信行「家庭の
奥様としての皇后さま」（『主婦と生活』第3巻
3号、1948年、『プランゲ文庫雑誌』所収）、小野
「妻として母としての皇后さま」（『婦人世界』
第3巻第3号、1949年）など。こうした皇室記
者による皇后像の紹介については、河西秀哉
「敗戦後における皇后イメージ」（『女性学評論』
第27号、2013年）の中で検討した。

50
こうした種類の記事は、敗戦直後だけではな
くその後も継続している。例えば、田中「天皇
家の休日」（『面白倶楽部』第11巻第1号、1958
年）などがその典型である。

51
『毎日新聞』1947年8月15日。

52
『毎日新聞』1946年8月14日。

47
田中「天皇の将棋」（『アンサーズ』第3巻第2号、
1948年、『プランゲ文庫雑誌』所収）。

48
藤樫「若い希望の象徴　わたくし達の皇太子
殿下」（『婦人の国』第1巻第4号、1947年、19
ページ、『プランゲ文庫雑誌』所収）。

53
「退位と天皇制をめぐって」（日本新聞博物館
蔵「藤樫準二コレクション」所収）。
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警戒し、天皇が退位しない決意をして巡幸に臨んでいることを強調したのだろう。
しかし翌1948年になると退位論が再燃する。それに対し皇室記者たちは、天

皇の苦悩と留位を積極的に伝える役目を担っていく。その先駆は藤樫であった。
『毎日新聞』は「平和国家建設の責務／留位して達成せん」との記事を掲載し
た54。その中では天皇側近から得た情報として、天皇は自身の戦争責任について
悩み反省と考慮を重ね、退位では自身の責任を償いきれないと考えて進んで留
位を決断し、平和国家建設に果たしたいとの信念に達したと述べられている。
藤樫は、巡幸も天皇が「国民にわびる」ために行っていると感じていた。記事は
「全国民が退位を希望するならば何時でもいさぎよく位を退かれるであろう」と
結んでおり、天皇が常に民衆のことを考え、苦慮している姿が強調される構成と
なっている。

これを受け『読売新聞』でも小野が同様に、天皇は苦悩した上で退位せずとい
う決断をしたと報じ55、『朝日新聞』でも秋岡が「再建の十字架になう」との題を
掲げ、公人として感情に任せて行動すべきではないと天皇が考え、民衆とともに
国家を再建することが必要だとして退位しない決断をしたと書いている56。この
退位論をめぐる報道を通じて、天皇の「人間」的苦悩を皇室記者たちは伝えてい
た。それによって、退位という危機から天皇を救おうとしていたのである。

5　マスメディアに注目する天皇

昭和天皇が新聞各紙を毎日読んでいたということはよく知られている。「国民
の中にはあゝいう考えのものがある、ということをはじめて知ることが出来て良
かつた」との天皇の言葉57が伝えられるように、天皇は政治・社会に関する情報
を得るだけではなく、自分の言動をどのように伝えたのか、民衆にどう捉えられ
ているかについての情報を新聞から得ていた。天皇が皇室記者と面会したこと
がなかった時期からすでに、「この記事はA記者が書いた…これはB記者かね？」
と側近に話しながら新聞を読んでいたエピソードも紹介されている58。おそらく、
相当に注意深く読んでいたからこそ記者の名前を記憶し、その文体などから執
筆した記者を推測できたのだろう。天皇は、その記事の中で自分の動向や言説
がどのように伝えられているのか注目していた。

ところで、藤樫のメモには「天皇から褒められた記事」との文言がある59。これ
は、天皇が新聞で伝えられる天皇像を注視し、それに満足していた証拠であろう。
天皇がほめたというのは、『毎日新聞』1945年11月12日1面の記事である60。こ
の記事は、天皇が敗戦の報告をするために伊勢神宮や明治天皇陵などを訪れる
ことを伝えるために書かれたものである。しかし『毎日新聞』は、そうした日程を
伝える以上に「御手持の宝石類を／食糧輸入の代償に／民草の上に畏き御内意」

54
『毎日新聞』1948年11月20日。

55
『読売新聞』1948年11月24日。

56
『朝日新聞』1948年12月24日。

57
小出英経・藤樫・田中「座談会　天皇の生活
と心境を語る」（『話』第10巻第1号、1949年、
22ページ、『プランゲ文庫雑誌』所収）。

58
宮廷記者団前掲『宮内庁』88ページ。

59
前掲「大正から昭和二十年代」。

60
『毎日新聞』1945年11月12日。

-------------------------------------------------------------------

河西さん3校　修正事項

・P2　上から5行目　試みよって　→　試みによって

・P12　5節2段落目の3行目『毎日新聞』1945年11月1日1面の記事　→　…1945

年11月12日…

・同　注60　『毎日新聞』1945年11月1日。→　『毎日新聞』1945年11月12日。

・P13　3段落目3行目　共に遊ばされる御日条生活　→　…御日常生活

------------------------------------------------------------------

はじめに
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との見出しを大きく掲げ、それに関する内容を詳しく伝えていた。記事は主に 
 4つの部分に分かれている。

第一に、天皇は常に民主主義を実現させることを考え、協力していることが述
べられている。「国民の声　輿論の代表機関たる新聞」を収集し、「戦後の国務御
総攬の上に一般と民衆に御留意あらせられてゐると洩れ承る」と述べる。

第二に、天皇が民衆の幸福をひたすら念願していることが描かれる。これまで
の天皇による救恤の歴史を述べられるとともに、戦災者を心配して自らも「国民
と辛苦を共に遊ばされる御日常生活」が強調される。そして敗戦後の食糧危機
に対して、アメリカからの食糧輸入の代償の一部として皇室財産を提供しても
よいとの天皇の意思が紹介され、「国民を餓死させてはとの聖慮にほかならぬ」
と述べられている。ここでは、民衆の生活を思う天皇像が展開され、それを救済
する具体的な行動が明記されていた。

第三に、天皇の「民主化」方針によって、次の巡幸から警備の簡素化が図られ、
民衆との接触がより密になることが強調されている。ここでは、従来も天皇が厳
格な警戒を批判していたことが紹介されているが、実際になるかどうかは「思召
のほど那辺にまで遵奉するか」、つまり地域で簡素化が徹底されるかどうかは不
明と述べ、やや曖昧な書き方になっている。つまり実際に簡素化されなかったと
しても、それは天皇のせいではないと主張したかったのだろう。

第四に、平和を決意する天皇の強い意思が強調される。敗戦時の天皇の「聖断」
を評価し、「平和国家新日本の完成と国民の幸福」を念ずる天皇の姿を描いて記
事を結んでいる。
この記事は敗戦から約三ヶ月を経た時期に書かれたものであり、時あたかも

天皇制廃止論や退位論が論じられ、大日本帝国憲法の改正も話題となっていた
頃である。まさに天皇制の最大の危機のまっただ中であった。それゆえに天皇
制がいかに民主主義に適合的で、天皇は常に民主主義を信奉し、平和的である
かを強調することで、天皇制の擁護・天皇の退位防止を意図して書かれたのでは
ないかと推測できる。前述のような天皇と皇室記者の接触前から、こうした記事
が執筆されていたのである。

天皇は側近を通して藤樫のこの記事を「褒め」た。おそらくは、民主的・平和的
な天皇像とともに、民衆のことを常に思考し、そのために財産を供出することを
自分が決意していると書かれたことに満足したのだろう。天皇自身もそうした
皇室記者が描いた天皇像を受容し、認証したのである。宮内省や皇室記者と同
じように、天皇も敗戦という天皇制の危機を克服するために協調していた。だか
らこそ、どのように伝えられるのかに注目していたのである。

天皇はまた、新聞だけではなく皇室記者の著作も読んでいた。先に引用した
田中『天皇と生物学研究』を読んで、「田中の著書に三つの誤りがある」と侍従に
指摘している61。田中はそれを聞き絶版にすることを侍従を通して天皇に伝え、

61
『サンデー毎日』1958年10月12日号。
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天皇からは「そんなに固く考えることはない、機会があったら訂正したらよい」
と言われたようだが、結局その本を絶版にしたという。田中の実直な性格を表す
このエピソードは、一方でマスメディアの影響力の大きさを強く感じ、天皇が常
にそれを注視していたことをも示している。おそらく、多くのマスメディアに目
を通し、側近を通じてそうした感想が皇室記者たちに伝えられた。藤樫や田中
の反応は、天皇のコメントに一喜一憂する記者たちの本音とも言える。彼らは
敗戦後、天皇と会うことができるようになって「民主化」を実感しつつも、一方で
天皇に権威を感じながら記事を執筆していたのではないだろうか。

おわりに

以上のように、敗戦という最大の危機を迎えていた天皇制は、マスメディアと
の共同歩調によって象徴へとソフトランディングし、危機を脱したのである。
マスメディアは象徴へと変化するまでだけではなく、その内実を埋めるための
役割をも果たすことになった。そして皇室記者たちは民衆を先導すべく、記事を
量産していった。こうしてマスメディアとの関係性がより強固なものになっていっ
た象徴天皇制は、そのマスメディアの影響力によって、ミッチー・ブームを迎え
るに至るのである。

【付記】本稿は、2013～2014年度科研費学術研究助成基金助成金若手研究（B）

（研究代表者：河西秀哉）および2012～2014年度科研費学術研究助成基金助成金

基盤研究（C）（研究代表者：森暢平）の成果の一部である。




