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伴 ゆりな 

 

 本報告は、「天皇と神話」に関して、日本による韓国

皇室の制度的包摂と、「満洲国」帝室権威の創造及び天 

 

皇崇拝との関連について取り上げるものである。 
 
（A）日本の皇室制度と朝鮮王公族 
 1910 年の韓国併合に際し、旧韓国皇室の成員は「王

族」「公族」とされ、その後「王公族」と総称された。

王公族の誕生は植民地政策という外部的な問題に止ま

らず、新規の存在である王公族を日本の制度内部にい

かに位置付けるかという問題を引き起こした。 
報告者の発表風景   

 （１）王公家軌範案が出来るまで 
1. 韓国併合時の旧韓国皇室に対する処遇 2. 帝室制度審議会の設置 
「韓国併合条約」において、旧韓国皇室の成員は、

第三条に「日本皇帝陛下ハ韓国皇帝陛下太皇帝陛下皇

太子殿下竝其ノ后妃及後裔ヲシテ各其ノ地位ニ応シ相

当ナル尊称威厳及名誉ヲ享有セシメ且之ヲ保持スルニ

十分ナル歳費ヲ供給スヘキコトヲ約ス」、第四条に「日

本皇帝陛下ハ前条以外ノ韓国皇族及其ノ後裔ニ対シ各

相当ノ名誉及待遇ヲ享有セシメ且之ヲ維持スルニ必要

ナル資金ヲ供与スルコトヲ約ス」とされ、併合条約と

同日に公布された「韓国併合ニ関スル詔書」では、「韓

国皇帝陛下及其ノ皇室各員ハ併合ノ後ト雖相当ノ優遇

ヲ享クヘク」と優遇が約束され、「前韓国皇帝ヲ冊シテ

王ト為スノ詔書」においては、「待ツニ皇族ノ礼ヲ以テ

シ特ニ殿下ノ称ヲ用ヰシム世家率循ノ道ニ至リテハ朕

ハ当ニ別ニ其ノ軌儀ヲ定メ李家ノ子孫ヲシテ奕葉之ニ

頼リ福履ヲ増綏シ永ク休祉ヲ享ケシムヘシ」とあり、

公族に対しても「李堈及李熹ヲ公ト為スノ詔書」にお

いて「待ツニ皇族ノ礼ヲ以テシ」としている。 

以上の王公族の国法上の位置付けが審議される契機

となった出来事が、大正 5（1916）年、寺内正毅朝鮮

総督の提言により、王世子李垠の結婚相手として日本

の皇族女子である梨本宮方子女王が選ばれたことであ

った。皇族の婚嫁は皇室典範第三十九条に「皇族ノ婚

嫁ハ同族又ハ特ニ認許セラレタル華族ニ限ル」と規定

があり、王族李垠との結婚は皇室典範に抵触する。こ

れを機に、従来皇室制度整備に関わり、韓国併合時の

詔書起草にも携わった伊東巳代治が、意見書「皇室制

度再査議」1を波多野敬直宮内大臣及び寺内正毅首相ら

に提出した。伊東の提言は以下の三点であった。すな

わち、（１）かつて伊東が副総裁を務めた帝室制度調査

局において起草済でありながら、明治天皇崩御や大正

天皇即位といった宮中の変動のために制定公布に至っ

ていない皇室令各令を再審議した上で制定公布するこ

と、（２）李家に関する規定を作成すること、（３）新

たに必要の生じた皇室令について起草することであっ

た。伊東の認識では李家の規定は皇室制度整備の一環

であったことは注目すべきである。方子の婚嫁につい

て伊東は「皇族女子ノ婚嫁ニ付テハ、皇室典範及皇族

親族令ノ規定スル所、素ヨリ王族公族ニ嫁スル場合ヲ

予期セス、随テ今之カ善応ノ道ヲ講スルノ必要ナルハ

言ヲ俟タサル所ナリ」と婚嫁実現のための方策を講じ

る必要を説き、王族と皇族女子との間に子が儲けられ

た場合、その身位について「後日王世子ノ王子誕生セ

ラルルコトアルニ於テハ、其ノ身位ト礼遇トヲ如何ニ

スヘキカノ問題亦必ス生セサルヘカラス」と訴えてい

ここに登場する、王公族に対する「皇族ノ礼」とは

いかなるものか。日本において法的に一般臣民と異な

る処遇を受け得るのは皇族のみであり、その特殊法規

の形式が「皇室令」である。「皇族ノ礼」とは、王公族

に対する法的優遇を意味するのか、あるいは「尊称威

厳及名誉」の礼遇においてのみ皇族相当であり法的に

は一般臣民と同一であるのか、併合の段階では明らか

にされていない。また、王公族の拠るべきとされた「世

家率循ノ道」は、その内容と成立時期について未確定

であった。 
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る。伊東はこれらの審議のための新機関の設置を希望

し、この伊東の意見を容れ、同年、宮内省下に伊東を

総裁とする帝室制度審議会が設置された。「世家率循ノ

道」は帝室制度審議会において「王公家軌範」と命名

されて起草が開始された。 
3. 帝室制度審議会による王公族の位置付け 

伊東が作成したとみられる「王公家軌範案要綱」2

においては、王公族の日本における位置付けと皇室典

範との関係は次のようなものであった。すなわち、王

公族の国法上の地位は、併合時の条約及び詔書に基づ

いて、皇族に準じるものである。よって法的には一般

臣民と異なるべきであり、一般臣民の首班である華族

とすることは条約及び詔書の精神に悖るので、華族と

すべきではない 3。王公族は皇族でも一般臣民でもな

い特殊な階級に属するものである。また、そのような

王公族に関する法規は、皇室令の形式によって発すべ

きである。王公族の国法上の地位は韓国併合条約及び

併合時の詔書によって明らかであり、その地位を皇室

典範の改正または皇室令をもって規定すべきではない。

方子の婚嫁は皇室典範の解釈上、可能であり、この婚

嫁のために皇室典範を改正すべきではない。 
以上のような認識は、帝室制度審議会内において吟

味された 4 ものの、最終的には合意を得ている。この

方針に基づき、王公家軌範案の起草が開始された。帝

室制度審議会は旧韓国皇室の制度に関する直接の調査

を目的として朝鮮に人員を派遣し、大正 6（1917）年 5
月、「李王家旧制報告書」5をまとめた。同年 12 月、帝

室制度審議会で数度の改訂を経た王公家軌範案が、皇

室令案として、「王公族ニ関スル詔書」6案とともに完

成をみた。「王公族ニ関スル詔書」には、「王族公族ハ

皇族ニ准シテ其ノ身位権義ハ臣籍ニ在ル者ト自ラ揆ヲ

異ニシ」云々とあり、併合当時の条約及び詔書におい

て二通りの解釈を許した「待ツニ皇族ノ礼ヲ以テシ」

が、単なる礼遇ではなく法的優遇を意味することを明

示し、正当化する目的で起草されたものである。王公

家軌範案は、その内容に旧韓国皇室特有の制度を残し

ていない。王公家軌範案に一条ごとに附せられた義解

案には旧韓国皇室及び朝鮮の慣習が説明されており、

これらは帝室制度審議会による旧制調査の成果とみら

れるが、王公族に関する規定はあくまで皇族の規定を

モデルとし、既存の皇室令または帝室制度審議会内で

起草中の皇室令案の内容に倣っている。また、王族と

皇族女子との結婚が可能であるという前提に立ち、第

百十二条に「皇族女子王公族ニ嫁スルトキハ結婚ノ礼

ヲ行フ 前賢所皇霊殿ニ謁シ且天皇皇后太皇太后皇太

后ニ朝見ス」という一条を有する他、附式に結婚に関

する規定を含んでいた。 
 

（２）王公家軌範案の挫折と皇室典範増補 

1. 枢密院による反対 
大正 6（1917）年 12 月、王公家軌範案は内閣から「異

存無之」の回答を得て枢密院に諮詢され、翌大正 7
（1918）年 5 月、枢密院の審議の対象となった。しか

しここに来て枢密院が王公家軌範案に強硬に反対する

という問題が生じた。枢密院側の意見は、（１）日本の

制度において特殊な地位にあるのは皇族だけであり、

王公族といえども例外ではなく、憲法及び皇室典範の

規定に従って一般臣民と同一の処遇を受けるべきであ

る、（２）王公族にあえて特別待遇を与えるとすれば、

それを合法化するための法律が別途必要である、（３）

王公家軌範が皇室令の形式をとることは不適切である、

（４）皇室典範第三十九条の「同族又ハ特ニ認許セラ

レタル華族」にはあくまで王公族は含まれていないか

ら、帝室制度審議会の皇室典範解釈論は不適切であり、

今回の結婚の実現のためには皇室典範改正が不可欠で

ある、ということであった。枢密院では唯一「諸君ノ

意ハ今日ニ於テハ韓国皇帝ノ形跡ヲ全然抹消シテ仕舞

フ積リナルヤ」「今日ニ至リテ僅ニ朝鮮王公族ノ残骸丈

ヲ遺シ置ケハ足レリトスルノ説果シテ其ノ当ヲ得ル

ヤ」7と述べた金子堅太郎以外の全員が反対意見を支持

した。枢密院が求めた（２）の王公家軌範合法化のた

めの法律は、詔書とは異なり議会の通過を必要とする

ため、政治的背景を考えると実現不可能なものであっ

た。 
帝室制度審議会と枢密院との対立は、新規の存在で

ある王公族に対して、既存の制度で対応するための一

致した見解が存在しなかったことを示している。韓国

併合条約及び詔書の起草に伊東が携わったことを考え

れば、王公族は国法上皇族に準じるとする帝室制度審

議会の見解は、伊東が併合時から持っていた理念であ

り、帝室制度審議会は制度上王公族に対する優遇を打

ち出すべきであり、かつ皇室典範の権威を維持し安易

に改正することは避けるべきであると認識していた。

一方、大正 7 年当時の枢密院は朝鮮統治の主導者であ

った山県有朋閥の者が多数を占め、彼らは旧韓国皇室

を下位に位置付けようと考えていた。しかし枢密院が

指摘した法的問題は、単に王公族優遇の阻止あるいは

以下に述べる帝室制度審議会の活動に対する圧迫のた

めの方便ではなく、解釈を濫りに拡大することを危険

視する見解もまた、既存の制度の維持を目的としてい

たといえよう。このとき枢密院の論者の先鋒であった

一木喜徳郎は、大正 15 年に至っても、法的不備は認め
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られないとする意見を変えていない。 
皇室制度整備に主導権を持とうとする伊東に対し、

山県閥は牽制を試みており、王公家軌範案と同時に諮

詢された皇室裁判令も枢密院の反対に遭っている。『原

敬日記』にはその様子が「聞く処によれば、伊東近来

枢密院に於て山県系より圧迫され、皇室制度の如き其

起案に係るものは全く通過せざる様になり、加ふるに

伊藤系に於ても末松謙澄とは不和となり、今は金子堅

太郎の他に味方なしと、左までの事なるや否や知るべ

からざるも、多少は根拠あらんか、末松との不和は事

実なり、又山県は一木をして伊東に対抗せしむる外に、

穂積陳重等数人の学者も入れたるは之が為めならんも

知るべからす」8と記されている。 
2. 王公家軌範案取り下げと大正七年の皇室典範増補  
山県閥の強硬な反対に対し、帝室制度審議会は皇室

裁判令案とともに王公家軌範案の撤回を決意した。し

かし皇室典範改正に対しては、伊東らは反対を唱えた

ものの、婚嫁実現のためにこの問題は先延ばしが不可

能であった。大正 7（1918）年 10 月、伊東に対し、波

多野宮内大臣は倉富勇三郎起草の皇室典範改正案を示

した。その内容は「但女王ハ王族又ハ公族ニ嫁スルコ

トヲ得」というものであり、女王に限定した理由は「女

王ニ限リテ内親王ニ及ハス、嫁ヲ許シテ娶ヲ許サヽル

ハ各位ヲ重ンスルノ道ニ於テ然ラサルヲ得サルナリ」

と説明していた。伊東らは波多野宮内大臣に対し、「女

王ハ」ではなく「皇族女子ハ」と直すように希望し、

理由書を削除することなどを求めるとともに、帝室制

度審議会の 5 名と申し合わせて辞表を提出した。 
辞表の撤回を求めた宮内省の働きかけにより、同年

11 月、皇室典範は改正ではなく増補という形式で変更

される。増補は「皇族女子ハ王族又ハ公族ニ嫁スルコ

トヲ得」の一文のみであり、内実は皇室典範第三十九

条の皇族婚嫁の対象に明文によって王公族を含めたと

同様であった。すなわち、皇室典範増補は王公族の国

法上の地位を何ら限定せず、従って後日制定される王

公家軌範の内容を左右するものではなかった。 
皇室典範増補実現の後、伊東らは辞表を撤回し、帝

室制度審議会の活動が再開された。李垠と方子の婚嫁

は、李太王の喪を挟んで大正 9（1920）年 4 月に実現

し、翌大正 10（1921）年 8 月には、暫定的な処置とし

て「王世子ノ系嗣ニ殿下ノ敬称ヲ用ヒシムル詔書」が

出された。 
 
（３）大正15 年の皇室制度整備 
1. 大正7 年以降の帝室制度審議会 
帝室制度審議会は王公家軌範案以外の各案について

審議を続行し、皇統譜令の作成にあたっては、大正 13
（1924）年、伊東の提言で伊東を総裁とする臨時御歴

代史実考査委員会が設置され、天皇家の系譜を明らか

にする事業が本格化した。その成果が、大正 15（1926）
年 10 月、官報号外で出された長慶天皇在位についての

詔書である。また、伊東は特設機関である臨時外交調

査会の成員として大正 6（1917）年発足時から大正 11
（1922）年廃止まで参加し、外交及び法律に関し、枢

密院を牙城として十分な政治的発言力を持つに至った。

なお山県有朋は大正 11 年に死去している。王公家軌範

案が挫折をみた翌 8（1919）年、朝鮮で大規模な三．

一独立運動が勃発し、これを契機に朝鮮経営方針は山

県閥主導による武断政治から文治政治へと転換した。

大正天皇崩御の兆しが濃厚になると、宮内省では昭和

天皇即位前に皇室制度整備を目指す動きが現れた。特

に大正 14（1925）年 3 月に一木喜徳郎が宮内大臣に就

任すると、かつて帝室制度調査局御用掛を勤めた経歴

をもつ彼は帝室制度審議会の審議進行に尽力した。大

正 7 年に存在した、王公家軌範及び各皇室令成立の障

害は以上のように解消された。 
2. 「王公族ノ権義ニ関スル法律」の制定  
大正 15（1926）年、「王公族ノ権義ニ関スル法律」

案が作成された。これは「王族及公族ノ権義ニ関シテ

ハ皇室令ヲ以テ別段ノ規定ヲ定ムルコトヲ得」という

内容であり、その理由書には「王公族ハ国法上其ノ地

位ニ応シ相当ノ優遇ヲ享クヘキモノナリ之ヲシテ一般

ノ法規ニ依ラシムルハ優遇ノ途ニ於テ欠クル所ナシト

セス宜シク皇族ノ制度ヲ参酌シ命令ヲ以テ立法事項ヲ

規定スルノ途ヲ設ケ以テ王公族ノ権義ニ関スル特殊ノ

法規ヲ制定スヘシ」と述べられている。すなわち時の

一木宮内大臣が求めた、皇室令としての王公家軌範を

合法化するための法律であった。法律案は伊東による

議員に対する斡旋もあり、議会を通過し、同年 12 月に、

王公家軌範とともに制定公布された。 
3. 王公家軌範の成立 
王公家軌範案は帝室制度審議会内での再審議を経て

枢密院に諮詢され、大正 15 年 11 月、枢密院において

全会一致で可決された。大正 7 年案と比較すると、王

公族の隠居の許可や王公族の範囲の限定といった変更

がなされているものの、形式上の大きな変更はない。

同年 12 月、王公家軌範は皇室令第一七号として制定公

布された。同年 10 月 21 日には、皇統譜令、皇室儀制

令、皇族就学令、皇族後見令、皇族遺言令、皇室喪儀

令、皇室陵墓令が一挙に公布され、皇室裁判令は王公

家軌範と同日に公布された。 
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おわりに 

韓国併合がもたらした王公族の登場、王族と皇族女

子との結婚による皇室との関係発生は、日本の制度に、

明文上の変更か、解釈の拡大のいずれかを迫るもので

あった。大正 7 年においては王公族を国法上準皇族と

位置付ける帝室制度審議会の考えは支持を得ず、枢密

院の強硬な反対にあって王公家軌範案が撤回となった。

しかし、三．一独立運動後の朝鮮経営方針の転換、伊

東の政治的発言力の確立、宮内省の皇室制度整備への

動きなどを背景として、大正 15 年、かつて指摘された

法的不備を法律によって解決した上で、王公家軌範は

多数の皇室令とともに成立を見た。この王公家軌範は

帝室制度審議会の当初の意図通り王公族に法的優遇を

与えた皇室令であり、皇族の規定をモデルとしたもの

であった。王公族はその誕生から大正 15 年に至るまで

明確な規定を持たずに存在し、王公家軌範によってよ

うやく日本の制度内部に法的に位置付けられた。 
 

（B）「満洲国」帝室の神格化と天皇崇拝 
日本は新設の国家である「満洲国」の皇帝を、天皇

を模倣して権威付けようと企図した。大日本帝国憲法

に示された天皇の「神聖不可侵」、御真影と教育勅語を

用いた教育をモデルとし、皇帝溥儀の威信を高め、い

わば神格化しようという方策である。このような皇帝

の権威は、「満洲国」を思想的に統一するための装置と

して登場するが、第二次大戦の戦況悪化に伴って、次

第に天皇崇拝そのものが露出していく。 
 

（１）「満洲国」帝室の誕生 

1. 組織法における皇帝 
1932 年、「満洲国」建国にあたり、清朝最後の皇帝

溥儀が執政に就任した。このとき編まれた政府組織法

の規定では、「執政ハ全人民ニ対シテ責任ヲ負フ」とさ

れ、同時に出された人権保護法においても、「全人民ノ

信任ニ依リ満洲国ノ統治ヲ行フ執政ハ戦時若ハ非常事

変ノ際ヲ除クノ外左記各項ニ準拠シテ人民ノ自由及権

利ヲ保障シ竝義務ヲ定ムヘキコトヲ全人民ニ対シテ誓

約ス」と執政の政治的責任が述べられている。 
1934 年、帝政実施によって溥儀が皇帝に即位すると、

その性質は執政とは異なり、新たな組織法においては

「皇帝ノ尊厳ハ侵サルルコトナシ」「皇帝ハ国ノ元首ニ

シテ統治権ヲ総攬シ本法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」と規

定され、国務上の責務は「国務総理大臣ハ皇帝ヲ輔弼

シ其ノ責ニ任ス」と国務総理大臣に課せられた。この

ような皇帝の在り方は大日本帝国憲法第一章に示され

た「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」「天皇ハ国ノ元首

ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行

フ」をモデルとして作成されたものとみられ、組織法

と大日本帝国憲法を比較するとそれぞれ対応した条を

見出すことができる。日本の天皇中心の国体の如く、

「満洲国」においては皇帝中心の国体が目指されてい

たと考えられる。ただし天皇の神性を支える「万世一

系」の要素を皇帝はもたない。 
2. 南次郎関東軍司令官による帝室権威の確立 
関東軍司令官と溥儀との会見を記録した「厳秘会見

録」9には、南次郎司令官による帝室権威確立のための

方策が見られる。南は帝室に対する尊敬と親しみの涵

養を目的に、日本皇室の菊花に相当する花として、帝

室の花を蘭花としてその普及を図り、広く育成可能に

するために専門家に調査をさせている。また、天皇の

行幸と同様、皇帝に「御幸」を勧め、天皇行幸の際の

御召列車を模した宮廷列車を用いて、溥儀の行幸が実

施された。一方、帝室を中心とする国内思想統一のた

め、靖国神社を模倣した護国廟の建立を提案（後に建

国忠霊廟として実現）し、陸海軍の総帥としての皇帝

を打ち出すために、皇帝による観艦式を計画実施して

いる。これらはいずれも天皇をモデルとして企画され

たものであり、南は会見において天皇を例に挙げて溥

儀にこれらの政策を勧めている。また、後に述べるよ

うに、この時代に教育勅語に相当する「教育御勅語」

の計画が存在した。 
3. 回鑾訓民詔書の煥発とその意義 
「満洲国」においては、建国宣言、執政宣言、即位

詔書が教育指導原理として重視されていた。これらは

王道楽土、五族協和の建国精神を主に謳ったものであ

る。しかし 1935 年、溥儀が一度目の来日を果たし、帰

国後に回鑾訓民詔書を煥発すると、その内容が訪日の

感想であり、日満親善を強調し、日本の忠孝道徳の賛

美、天皇の万世一系の皇統に対する称賛を語るもので

あるにも関わらず、これが建国精神を最もよく表すも

のとして重視されるようになる。 
1936 年、康徳三年度版の満洲国学事要覧 10は、冒頭

に建国宣言を、次いで回鑾訓民詔書を掲載している。

その総説では「本邦教育ノ源流ハソノ発生ヲ建国ト共

ニシ、其ノ精神ハ「満洲国建国宣言」ニ発シ「回鑾訓

民詔書」ハ本邦教育ノ根本ヲ示ストコロデアル」と述

べ、日満親善と日本皇室への賛美を内容とする回鑾訓

民詔書を「満洲国」における教育の根本であると見做

している。この総説には「五族協和、日満一体ノ王道

教義」という表現も見られ、建国以来のスローガンで

ある「王道」に、王道とともに唱えられた五族協和だ

けでなく、日満一体の精神が明確に結び付けられてい
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る。さらに、康徳四年度版 11では、建国宣言と回鑾訓

民詔書の掲載順序が逆転して回鑾訓民詔書が冒頭に掲

げられ、教育方針は「建国精神及訪日宣詔ノ趣旨ニ基

キ日満一徳一心不可分ノ関係及民族協和ノ精神ヲ体認

セシメ東方道徳特ニ忠孝ノ大義ヲ明ニシテ」と変化し

た。 
ところで、南次郎時代に企画された満洲国における

「教育御勅語」の内容は、「厳秘会見録」によれば、日

満親善には言及せず、東方道徳の涵養を説くものであ

った。しかしこの「教育御勅語」は実現せず、日本皇

室の存在が溥儀の名によって色濃く打ち出された回鑾

訓民詔書が、教育の基本指針としての役割を担うこと

となる。 
 
（２）1937～1939 年 皇帝の威信と天皇崇拝 
1. 帝位継承法 

1937 年 3 月、帝位継承法が制定された。皇室典範第

一章「皇位継承」の文言をほぼそのまま引き写し改変

を加えて作成したものである。しかし、「満洲国」の帝

位は康徳皇帝溥儀からその系譜が開始するため、帝位

継承法の第一条「満洲帝国帝位ハ康徳皇帝ノ男系子孫

タル男子永世之ヲ継承ス」と第五条「帝子孫皆在ラザ

ルトキハ帝兄弟及其ノ子孫ニ伝フ」は、そのモデルと

なった皇室典範とは異なって矛盾するものであり、現

実に機能するものではなかった。溥儀には子がなく、

実際の帝位継承に関しては、「厳秘会見録」中に、「康

徳皇帝ト帝后トノ間ニ帝男子無キコト確実トナリタル

時ハ皇位継承ハ一ニ天皇ノ叡慮ニ依リテ之ヲ決定スル

モノトス」という取り決めが記録されている。この取

り決めは帝位継承法以前の1937年2月に交わされてお

り、帝位は溥儀の弟溥傑と日本女性嵯峨浩との結婚に

よって将来儲けられる男子に継承される計画であった。

帝位継承法は皇帝の地位が世襲であることを明示する

ための形式的な法であり、内外に帝室の整備を印象づ

ける方策の一つであった。 
2. 学校式日儀礼の導入 
満洲国における民族教化は、1932 年から 36 年まで

は、建国宣言と回鑾訓民詔書を教育の根本とし、記念

日を中心にプロパガンダ映画上映、パンフレット配布、

建国体操の実施などを行っていた。 
1937 年 5 月、新学制が導入され、学校式日儀礼が開

始された。学校式日儀礼では、溥儀及び帝后婉容の写

真を「御容」と称して奉安殿に安置する。天皇の所謂

「御真影」を模倣した政策である。また、日本の教育

における教育勅語の奉読を模倣して、回鑾訓民詔書の

奉読が行われた。ただし、先に述べたように、回鑾訓

民詔書とは日満一体の精神を謳うものであり、日本の

皇室を賛美する内容であって、すでに元来の建国精神

を説くものとはいえない。 
「満洲国」における学校式日儀礼の特色は、皇帝崇

拝の儀礼とともに天皇崇拝が並存していたことである。

回鑾訓民詔書に溥儀の名において天皇崇拝が読み込ま

れている他、紀元節、明治節など、日本皇室に関する

記念日も式日とされた。これらの式日には、日本国家

の斉唱、日本皇居の方角への遥拝などが定められてい

る。 
3. 学校式日儀礼の変化 

1938年、朝鮮人学生に対する特別措置12が定められ、

朝鮮人学生に対しては、学校式日儀礼において、教育

勅語奉読、日本国家斉唱、東方遥拝が「許可」という

形式で求められた。それに伴い、皇帝崇拝の儀礼は一

部省略された。「満洲国」内の朝鮮人に対する明瞭な皇

民化政策の実施である。一方、新学制も改訂され、御

容の取り扱いの厳格化、国歌斉唱の機会増加など、式

日儀礼そのものの厳格化が図られた。 
 
（３）1940 年の転換 
1. 天照大神の受容 
人心統一のための国教に関しては、建国以来いくつ

かの案が取り沙汰されたが、愛新覚羅を祀ることは溥

儀の皇帝即位が清朝復辟であることを意味するとして

否定され、新たに考案される神はいずれも国民にとっ

て新規なものでしかなく、国教の存在しない状態が続

いた。1940 年、日本の紀元二六〇〇年の祝賀に際して

溥儀は二度目の来日を果たし、このとき伊勢神宮に参

拝し、帰国後の同年 7 月、国本奠定詔書を煥発した。

この詔書において、溥儀は回鑾訓民詔書と同様に日本

皇室を称賛するとともに、国内に建国神廟を建立し、

天照大神を奉祀することを宣言した。「満洲国」は天皇

の祖先神を受容したのである。国本奠定詔書の煥発に

伴って組織法第一章は改正され、第九条として「皇帝

ハ国ノ祭祀ヲ行フ」が追加された。 
2. 学校式日儀礼と国本奠定詔書 
国本奠定詔書は、それまでの回鑾訓民詔書に代わり、

学校式日儀礼の場で重視されるようになる。1941 年、

民生部令第七十一号によって式日儀礼が改訂され、従

来の回鑾訓民詔書の奉読に代わり、国本奠定詔書の奉

読が導入された。奉読は「満洲国」国民に天照大神に

対する信仰を強要するものであった。「満洲国」はその

人心が皇帝に帰一し、君民一体となって日本の神を翼

賛するという構図となったのである。1942 年、康徳九

年度満洲帝国学事要覧 13は、その冒頭に、回鑾訓民詔

338 



海外大学院とのジョイント教育：研究の共通磁場としての日本学 

339 

書に代わって国本奠定詔書が掲載された。一方で、日

本人学生に対して特別措置が設けられ、日本人学生に

は教育勅語そのものの奉読が求められた 14。 
3. 「王道」の変質 

1943 年、国民学校規程が改訂され、第一条一におい

て「国本奠定ノ詔書ノ趣旨ヲ奉体シテ建国ノ本義ヲ明

ニシ惟神ノ道ニ則リ忠孝仁愛、協和奉公ノ精神ヲ啓培

シ以テ忠良ナル国民タルノ基礎的訓育ヲ行フベシ」と

され、同時に日本人に対しては、「日本人学生ニ付テハ

各教科目ヲ通ジ教育ニ関スル勅語及国本奠定ノ詔書ノ

趣旨ヲ奉体シ日本国体ノ精華及満州建国ノ本義ヲ明ニ

シ以テ日本帝国臣民タル自覚ト信念トノ上ニ建国精神

ノ真髄ヲ体得セル忠良ナル国民ノ練成ニ努ムベシ」と、

教育勅語の重視が打ち出された。建国時に謳われた王

道楽土の王道は、1935 年の段階で教育者が「先づ王道

とは如何なるものなるか、その内容如何を究明し」15

と書いているように、その内実は不明確であった。回

鑾訓民詔書が発せられると、これが建国精神と見做さ

れることにより王道と天皇崇拝は結びつき、国本奠定

詔書煥発によって天照大神を受容したのちは、王道と

は即ち日本の「皇道」の一分岐である、という結論に

至ったといえる。 
 

おわりに 

 王道楽土、五族協和の精神を謳い、名目上あくまで

独立国として建国された「満洲国」は、帝政実施当初

においては、天皇をモデルとして皇帝権威の高揚が図

られ、満洲国を統一する存在としての皇帝像が作られ

ようとしていた。皇帝の存在とその権威は、天皇権威

から独立した存在であり、日満一体の精神とは、国家

間、皇室と帝室の間の親善であった。しかし、教育の

場に学校式日儀礼が導入されるにあたっては、「満洲

国」の国民には皇帝崇拝の儀礼とともに天皇崇拝の儀

礼が求められた。並存したこの二つの崇拝の儀礼は、

溥儀の皇室訪問や時局の変化に伴って、次第に天皇崇

拝の方が強く打ち出されるようになり、まず朝鮮人、

続いて日本人に対しては、日本の教育原理である教育

勅語そのものが与えられるようになった。建国に際し

て謳われた王道という内実の空虚なスローガンのうち

に、天皇崇拝が組み込まれ、1940 年の天照大神の受容

という決定的な変節を経て、皇帝権威は天皇権威に依

存し、かつ、その下位に位置することが明瞭に示され

るようになったのである。 
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