
▽はじめに

　小泉純一郎首相の私的諮問機関「皇室典範

に関する有識者会議」（座長・吉川弘之産業技

術総合研究所理事長）は２００５年１月２５日、首

相官邸で初会合を開き、女性天皇の是非など

をめぐる本格的な論議をスタートさせた。初

会合では「皇位継承の安定的維持」の観点か

ら、今秋には具体案をまとめて提言する方針

を確認。政府はこれを受け、来年の通常国会

には皇室典範改正案を提出する構えだ。

　皇位の継承については、憲法第２条で「世襲」

とされ、皇室典範第１条で「皇位は、皇統に属

する男系の男子が、これを継承する」と規定。

現在の継承順位は①皇太子さま②秋篠宮さま

③常陸宮さま④三笠宮さま⑤三笠宮寛仁さま

⑥桂宮さま―の順となる。

　現行の皇室典範は、明治時代の大日本帝国

憲法の考えを受け継いでおり、女性や女系の

場合には継承資格がない。女性皇族は、天皇、

皇族以外と結婚すると皇族の身分から離れる。

　女性天皇を認める場合「男女を問わず第１子

からとする」「男子を先にする」など、様々な

考えが出ている。

　「第１子からとする」ケースでは、納采の儀

を終えて正式に婚約が調った紀宮さまを除く

と①皇太子さま②皇太子家長女愛子さま③秋

篠宮さま④秋篠宮家長女眞子さま⑤秋篠宮家

二女佳子さま⑥常陸宮さま―の順となる。

　有識者会議の皇位継承に関する具体案のと

りまとめにあたっては「国民の意思、平均的

な国民の考えが前提となる」として、「世論」

重視の必要性を強調する意見も少なくない。

▽「女性天皇」に関する世論調査

　有識者会議での論議スタートをきっかけに、

このところ各種メディアで女性天皇の是非を

めぐる世論調査がたけなわとなっている。こ

の中で、日本世論調査会（共同通信社と、そ

の主要加盟社で構成する世論調査組織）は、１９７５

年（昭和５０年）１２月から３０年間にわたって

このテーマについての調査を継続している。「女

性天皇」については、皇室に関する国民世論

の定点調査として７５年を皮切りに設問を開始、

８４年１２月、８７年１２月、９２年１２月、９８年

４月、９９年１２月、２００１年６月、０３年６月、

０５年３月の９回を数え、北海道新聞社、河北

新報社、新潟日報社、信濃毎日新聞社、静岡

新聞社、中日新聞社、京都新聞社、神戸新聞

社、山陽新聞社、中国新聞社、愛媛新聞社、高

知新聞社、西日本新聞社、熊本日日新聞社、南

日本新聞社など３０数社に及ぶブロック紙、地

方紙に掲載されている。

　調査はすべて全国２５０地点、３，０００サンプ

ルを対象とする面接調査として実施している。

　設問構成は、
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問　あなたは、天皇は男子に限るべきだと

思いますか、それとも女子がなってもよい

と思いますか。次の中から１つだけお答え

ください。

　　１　 男子に限るべきだ

　　２　 女子が天皇になってもよい

　　３　 特に関心がない

　　４　 その他

　　５　 分からない・無回答



▽９８年に女性天皇が優位に

　もっとも、女性天皇に対する論議が７５年当

初から高まっていたわけではない。７５年秋に

は昭和天皇・皇后両陛下が初のご訪米。その

年の暮れの調査時点ではご訪米に対する関心

度は高かったものの、女性天皇問題について

は「女子がなってもよい」が３１．９％と低い水

準。「男子に限るべきだ」が５４．７％だった。

　以降、８４年、８７年、９２年と「女子がなっ

てもよい」は、２６．８％、２９．０％、３２．５％と

低迷して推移。一方の「男子に限るべきだ」は

５２．２％、５１．６％、４６．８％と漸減した。

　大きな変化が表れたのは９８年４月。「女子

がなってもよい」が４９．７％と半数を占め、「男

子に限るべきだ」は３０．６％。それまで優位に

立っていた男子限定論者が女性天皇容認論者

に逆転される結果となった。

　この間、９３年６月には皇太子さまと雅子さ

まがご結婚。以来、雅子さまには懐妊の兆し

がないまま推移した。また、社会全般の流れ

としては、９８年２月の通常国会施政方針演説

で当時の橋本龍太郎首相が「男女が対等な立

場で責任を担う社会の実現推進」を目的とす

る基本法案の９９年提出方針を表明するなど、

男女参画実現に向けた動きが顕在化し、男女

平等の観点から「女性にも皇位継承権を認め

るべきだ」とする議論が目立ってきた時期と

も重なっている。

　その後の９９年、２００１年、０３年は「女子が

なってもよい」が５３．１％、７１．２％、７６．０％

と上昇。半面「男子に限るべきだ」は２３．６％、

１５．３％、９．６％と下降した。雅子さまの懐妊

発表を受けた０１年６月調査は「女子がなって

もよい」が９９年調査から急増しており、雅子

さまが受け続けた男子出産プレッシャーに対

する世論の同情の大きさもうかがえる。

　今秋に向けた有識者会議の論議入りを受け

た今年３月調査では、「女子がなってもよい」

が８１．３％に達し、「男子に限るべきだ」は４．９

％に過ぎなかった。
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図１　　女性天皇の容認度



　※過去の女性天皇

　　　推古天皇

　　　皇極天皇

　　　斉明天皇（皇極天皇重祚）　　

　 　　　　　持統天皇

　　　元明天皇

　　　元正天皇

　 　　　　　孝謙天皇

　　　称徳天皇（孝謙天皇重祚）

　　　明正天皇

　　　後桜町天皇

▽「男女平等」の流れ

　ここまで見たように、女性天皇の容認度は

「時代の波」に突き動かされるように上昇して

いる。この「時代の波」の中核となっている

のは、もはや女性の社会進出が当たり前とな

ってきた「男女平等」社会に向かう構造的な

動きだ。この流れに抗いきれないと悟った政

府も９９年２月、国会に「男女共同参画社会基

本法案」を提出。同年６月には同法が成立して

いる。秋篠宮様が６５年にお生まれになってか

ら、男子皇族が誕生していない現実に対応す

る必要性があったものの、有識者会議の創設

による皇族典範改正の動きには、男女平等の

「時代の波」に沿う側面があることは否定でき

ない。

　９８年調査以降、「女子が天皇になってもよい」

とする女性の回答は、男性の回答より５～８ポ

イントも高い。女性天皇の容認度アップが女

性の支持にけん引されていることが示されよ

う。

　もっとも、男性で「女子がなってもよい」の

回答者を年代別で見ると９９年調査で最多だっ

たのは６０代の５９．２％。以降２００１年、０３年

と６０代が最多で、特に５０代以上の熟年層で

高水準を示した。「男女共同参画社会」を推進

する指導的立場にある熟年層で女性天皇への

容認度が高いとも言えそうだ。

　また、「女子がなってもよい」と回答したの

は８４年調査で２０代女性が最多の４１．５％、次

いで３０代女性の３３．３％。９８年調査では３０

代女性が最多で６５．９％、次いで多いのは４０

代女性の５７．３％。０１年調査で最多は４０代女

性の８１．９％。０５年調査では５０代女性が最多

で８６．６％。これを見ると、８４年当時の２０代

から３０代女性がその後に年齢を重ねていく中

で、高い容認度をさらに広げているように見

受けられて興味深い。

　０１年調査から顕著な容認度アップのもう一

つ大きな要因には「お世継ぎ問題」のプレッ

シャーに対する同情の側面があることは否め

ない。

０１年調査では、雅子さまの年代に近い女性
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表１　　世論調査結果から－「男子に限るべきだ」（性別）

１９８４年 １９８７年 １９９２年 １９９８年 １９９９年 ２００１年 ２００３年 ２００５年

男　性 ５３．７ ５０．９ ４５．８ ３１．１ ２５．８ １６．１ ９．８ ６．４

女　性 ５０．９ ５２．１ ４７．８ ３０．１ ２１．５ １４．６ ９．４ ３．５

表２　　世論調査結果から－「女子がなってもよい」（性別）

１９８４年 １９８７年 １９９２年 １９９８年 １９９９年 ２００１年 ２００３年 ２００５年

男　性 ２５．４ ２８．７ ３３．４ ４７．２ ５０．６ ６７．３ ７３．５ ７７．０

女　性 ２８．２ ２９．２ ３１．６ ５２．１ ５５．６ ７４．７ ７８．４ ８５．４



の３０代、４０代で「女子がなってもよい」が

７６．４％、８１．９％と最多の水準。０３年調査で

は女性の２０代、３０代、４０代で８０％台を示

した。０５年調査は女性の２０代、４０代、５０代、

６０代で８５％を超えた。

▽「皇室典範」は時代遅れ？

　海外では１９７９年の国連総会で、女子差別撤

廃条約が採択されたことをきっかけに、スウ

ェーデン、オランダ、ベルギー、ノルウェー

と欧州の王室で男女平等に継承する法改正が

相次ぐことになった。欧州で現在、女王が君

臨するのは英国、デンマーク、オランダの３カ

国。

　０５年調査で「女子が天皇になってもよい」と

の回答が女性では８５．４％、男性で７７．０％と

いずれも７５年調査以来の最高となった。特に

男性は７０歳以上で８０％を超えた。このよう

な高率は「お世継ぎ問題」で苦しむ雅子さま

に対する同情ばかりではなく、欧州の王室か

ら見ても立ち遅れている日本の「皇室典範」の

現状を批判する気持ちが強く込められている

と言えるかもしれない。

（了）

参考資料：主な出来事
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１９７５ 三木内閣 昭和天皇・皇后両陛下米国訪問

１９７６ 三木内閣→福田内閣

１９７７

１９７８ 福田内閣→大平内閣

１９７９

１９８０ 大平内閣→鈴木内閣

１９８１

１９８２ 鈴木内閣→中曽根内閣

１９８３

１９８４

１９８５

１９８６

１９８７ 中曽根内閣→竹下内閣 昭和天皇手術入院

１９８８ 昭和天皇が吐血、病状悪化

１９８９ 竹下→宇野→海部内閣 昭和天皇ご逝去、新天皇即位

１９９０

１９９１ 海部内閣→宮沢内閣

１９９２ 天皇・皇后両陛下中国訪問

１９９３ 宮沢内閣→細川内閣 皇太子さま結婚の儀

１９９４ 細川→羽田→村山内閣

１９９５

１９９６ 村山内閣→橋本内閣

１９９７

１９９８ 橋本内閣→小渕内閣

１９９９

２０００ 小渕内閣→森内閣

２００１ 森内閣→小泉内閣 皇太子ご夫妻に愛子さま誕生

２００２

２００３

２００４

２００５




