一

割が交流にとどまらないか

会の活動も柔軟に形を変え
ていかなくては﹂︵森さん︶
患者会が重要なのは︑役

間を支配するという思想に

元号は︑中国で皇帝が時

をするとともに︑希望する
人全員が医療の発展に参加
できる仕組みにしたい﹂

に持つ時間の意識を切断し︑憲法が保障する人格権を侵害するとし

裁判が今月末︑東京で始まる︒新たな毎号の制定は︑国民がそれぞれ
に︑山根さんは松本市の事

三十一日に東京地裁で開
かれる第一回口頭弁論を前

定が︑憲法が基本的人権と
して保障する個人の尊厳︑

第一の主張は︑元号の制

期までは天皇の代替わりだ
けでなく︑政治の混乱や天

降︑改元は二百四十七回行
われている︒ただし︑江戸

では六四五年の﹁大化﹂以

災などさまざまな理由で改
元が行われた︒天皇の在位

い元号が制定され︑在位中

だ︒天皇が即位すると新し

室典範に明記されてから

国憲法の下で定められた皇

元﹂は︑明治期の大日本南

期間と一致する﹁一世一

ることだが︑元号が変わる
ことで細切れになってしま
う︒昭和が何年聞あったか
分かりますか？ 六十四年
じゃない︑六十二年とこ週

加えて﹁元号で数えると

的な根拠は戦後︑旧皇室典

しかし︑元号をめぐる法

は変えないとされた︒
いうことは︑無意識のうち

範が廃止され︑日本国憲法
が施行されたことで消滅⁚
天皇の御代を生きることに

はかならない﹂と指摘す
る︒﹁天皇とともに生き︑
いったん死ぬ︑そして新た
な天皇の御代の下で再び生
き始める︒こんなことが強
いられるなんて︑国民主権

を原理とする日本国憲法の
精神に真っ向から反する﹂

も強かった︒

と反対されて断念︒日本の
国会議員や有識者の廃止論

して取り扱う一七になる﹂

当時︑政府は元号法の制定
を目指したが︑連合国軍総
司令部︵GHQ︶から元号
は﹁天皇をひとつの権威と

にも天皇の存在があって︑

分からないでしょ﹂

間です︒早見表でもないと

だ︒﹁連続した時間の意識
とは︑私が私であるという
自己同一性の意識にかかわ

人格権を脅かすということ

う︒﹁愚老個人をサポート

とでも知られる︒今回の裁

の患者が二十九万人いると 的な説明しか書いていな 社への提供を考えている︒
と若い世代の発症が多い︒起きるのかを具体的に知り り利用の条件で︑登録者も

判の原告は他にジャーナリ

基づき︑漢の武帝の時代に

される難病で︑十〜二千代 い︒患者は自分の体に何が 匿名でのデータ提供はアブ
他の疾患も今後広げる﹂と たい︒手術は受けたか︑入 承知しているという︒

ストの矢崎泰久氏︵八一㌢竺一

四〇年〜︶﹂が最初︒日本

始まった﹁建元︵紀元前一

て︑新春号を﹁令和﹂と定めた政令の無効を求めている︒原告は長野

務所で思いを語りだした︒
四月の新元号発表では︑
﹁令和です﹂と墨書を掲げ

る菅義偉室房長官の姿がテ
レビ中継された︒ネット配
信で街中の大スクリーンに
も映し出された︒大勢の人
がスマホの画面を見詰め発
表の瞬間を待っていた︒
そして︑ほとんどの国民
が何の違和感もなく迎えた
改元の瞬間︑山根さんの胸
は危惧の念で満たされた︒

﹁新天皇が即位した五月一
日零時はカウントダウンの

お祭り騒ぎ︒憲法改正を待
つまでもなく︑国民は君主
に支配される臣民に引き戻

された﹂︒昭和から平成へ
の改元時には浮かばなかっ
た異様な感覚だった︒

山根さんは一九六〇年
代︑静岡の旅館で在日韓国
人の金嬉老元受刑者がライ

フルを手に立てこもった事
件や︑学園闘争の東大安田
らの刑事弁護人を務めたこ

講堂事件で逮捕された学生

天皇の御代を生きる強制「君主支配に逆戻り」

弼い馴・訪
らそを

人︒傘寿を超えた今︑何を

改元の祝賀ムードが冷めやらぬ中︑元号そのものを問う前代未聞の

じ薪なき
同︑んで

訴えようというのか︒

県松本市の弁護士︑山根二郎さん︵八二︶ら︒多くの国民が当たり前のよ

言∴工「∴一∴ 十 一 ∴∴∴∴ ボー：誓言、（ 拳∴今立／言∵∴一言∴∴∴∵譲

︵佐藤直子︶

﹁マスメディアでは﹃平
成が終わった﹄ ﹃令和が始
まった﹄と叫んでいる︒世
の中もソワソワしてね︒あ

譲油田臼田田虫∴一連

あ︑完全にやられちゃった
なと思ったんですよ﹂

元号制定は無効
だと訴える山根
さん＝長野県松
本市内で
∴ニ∵∴：
／不や ヽ
i、 †「 ＿：綾緩：

うに受け入れている元号に異を唱え︑奮い立つのはなぜなのか︒

「元号制定は違憲」

間
静
、詫

（第3種脚，20ノダシ誇∴∴∵寓

∈寿ぎ

国
り名︵称号︶︒単なる時代
区分じゃない︒使いたい人
は使えばいいが︑私は強制

戦後︑元号法の制定を後

ラパゴスじゃないのか﹂︳−

翼﹄と呼ぶ者がいるが︑そ
んなふうに言う者こそがガ
されたくない﹂︒青年将校

の神社を包括する宗教法人

押ししたのは︑全国八万社

にはこうあった︒
﹁年の表示方法として西

た場合において︑これを戸

暦を用いた届出等を受理し

が起きた三六年︑東京に生

らによる三・二六事件﹂

等の交付請求がなされて

から︑従来どおり元号をも
って記載する﹂ ﹁西暦によ
る表示を併記した謄・抄本

の時に日本国憲法を手にし

として天皇のために死ぬの
だと信じていたが︑十一歳

自民党の憲法改正草案に

首相の支持団体でもある︒
も︑これに応じることはで

きに制定する﹂と︑戦前回

愛国心を語るが︑私のこの

王題目88

一時は法的根拠を失い
﹁慣習﹂でしかなかった元

没年が西暦か︑元号か︑ど
ちらなのかとたずねた︒回

籍に記載する際には︑公簿

﹁法律の定めるところによ

は︑第一条で天皇を元首と
し︑第四条で元号の規定を

の記載の統一を図る趣旨

て変わった︒
﹁主権者は国民︑個が大

神社本庁や︑保守系団体の
﹁日本会議﹂だ︒安倍章二

事にされる世の中になる︒

まれた山根さんも軍国少年

事務は有無を言わさず︑元

きない﹂︒要するに︑戸籍

り︑皇位の継承があったと

私は新憲法の下で令和とい

裁判だって︑私なりの愛国

﹁安倍首相は美しい国や
う天皇の御代に死んだとさ

心の発露なんです︒日本を
ガラパゴスにしない﹂

的な問題を提起している︒

れるわけにはいかない﹂
元号を当たり前のように

ユニバーサルマナー検定3・2級in四谷

号が七九年︑元号法制定に
山根さんは︑元号を改め

よって復活した︒
る政令の根拠とされるこの

法が﹁そもそも憲法の精神
に反する﹂と二つ目の主張
を説明する︒

同法は﹁元号は︑政令で
定める﹂ ﹁元号は︑皇位の
継承があった場合に限り改
める﹂−とする︒だが︑法

の目的が一切記されておら
ず︑元号が何かという定義

めることを主たる目的とし

答は﹁元号﹂︒職員から一
枚のコピーを渡された︒
﹁元号法の施行に伴う戸
籍事務の取扱いについて﹂
と題した︑法務省民事局長
が七九年六月九日付で出し
た通達だった︒各市町村長
に戸籍事務について周知す
る内容で︑元号法について
は﹁元号制定の手続きを定

これで生きられると思っ

∴「 ．∴÷ ∴：言 下∴∴∴

がない︒元号制定によって
国の機関や国民にどんな義

号で処理されるということ

帰を思わせる変更点があ

の使用を義務付けるもので
はない﹂とあった︒

︒
だ
山根さんは怒りを抑えき
れない︒﹁元号は天皇の贈

∴∴詳言∵∴翠 8

たもので︑国民に対してそ

た︒私は日本国憲法の落と
し子だといえるかもしれな

り︑首相の本音がのぞく︒

擬音臆繭 ）で ／

務が生じるか︑生じないか
も記されていない︒
﹁元号法の趣旨は︑元号

い︒この裁判だって︑普遍
しかし︑さらに続く文言

＿遷 都÷

を制定する場合には政令を
もって定める︑と言ってい

るにすぎない︒本来︑国が
号の制定を義務付ける条項

牟ヾ暴 二道 窪し￣、号… 予だ国鮒 泌！民定、 i、つ）この て∵対一手 し綬 1 979年5月、参院内閣委 員会で、元号法案につい て意見を述べる参考人の 」＼野祖数・神社本庁講師 （右端）￣。その左から長 谷川正安（名古屋大教 授）ら各参考人

デー検定6月！
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宝器字書漢書■

元号を定めるには︑国に元
がなくてほならないはずだ

受け入れている日本社会の

○故の最を訴気

あり方も疑問視する︒﹁外
令和を使うんでしょう︒舎

務省も公電以外の文書では
利︑令和とはしゃぐ日本が

世界からどう見られている
いう時代に国民を天皇の御

か︒西暦が時間の尺度だと

／一っ 六つ一書ブ∴ブヘーー

来訟ら思つぶ内とた張見の
がのそ老いの容言 Cをて視

なしていない﹂

めることを主たる目的としたもの

代に閉じ込めようとしてい

る︒こんなことでどうして

か︒ネットでは裁判を起こ

世界の人とつながれます

した私を﹃ガラパゴス左

こう生二二元憲大初得訟味

が︑それがない︒元号法は
極めて不自然で法律の体を
さらに問題なのは︑政府

が同法制定時︑国会答弁で
﹁元号の使用を国民に義務
づけるものではない﹂とし

ながら︑事実上強いている
ことだ︒
﹁それを端的に映すのは

は︑元号の使用義務を否定してい

戸籍事務についての法務省民事

戸籍だ﹂と考えた山根さん
は今年三月︑地元の松本市

戸籍の記載元号のみ

が死亡した際︑記載される
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