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明仁ニャ～ン♪ (￣▽￣)ﾉｼ
戸籍を作ったらど～かニャ？ (￣▽￣)σσ
今度、明仁ﾆｬｿ♪わ天皇を退位するにゃ♪ (￣▽￣)ﾉ お疲れ～♪
＞天皇陛下 来年４月３０日に退位
＞平成３０年１月１日更新
＞天皇陛下が来年４月３０日に退位され、皇太子さまが翌５月１日に即位されることが正式に決まりました。この日程で平成が終わり、新しい時代
が始まります。
https://www3.nhk.or.jp/news/special/japans-emperor5/
＞天皇陛下 来年４月３０日に退位｜NHK NEWS WEB

この機会に、明仁ﾆｬｿ♪わ戸籍を作ったらど～かニャ？ (￣▽￣)σσ
ひょっとしたら、日本でわ、戸籍を作れば、皇室以外の日本国民と同様に、皇室にも基本的人権
が認められるんやにゃいかにゃ？ ( ゜-゜)トオイメ
皇室にわ基本的人権が認められていにゃいって～意見があるニャ♪ (つ Д｀)
＞皇族という特殊な地位にあることから、一般国民とは異なる取り扱いがなされている面がある。要約すると、日本国憲法第 3 章の適用外。
＞住民基本台帳には記録されない（住民基本台帳法 39 条・同法施行令 33 条）。
＞信教の自由がない。全員が神道の信徒であることを義務付けられる（皇后美智子の出身大学がキリスト教系ということで問題になった）。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9A%87%E6%97%8F
＞皇族 - Wikipedia

＞第３章 国民の権利及び義務
＞第 11 条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利と
して、現在及び将来の国民に与へられる。
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s3
＞日本国憲法

＞皇族（こうぞく）は、天皇の親族のうち、男系の嫡出の血族（既婚の女子を除く）およびその配偶者の総称。すなわち、皇后、太皇太后、皇太后、
親王、親王妃、内親王、王、王妃および女王の総称であり、天皇は含まれない。天皇を含む場合は「皇室」という。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9A%87%E6%97%8F
＞皇族 - Wikipedia

＞日本では、天皇及び皇族について、ともに憲法 10 条の「国民」に含まれるが世襲制や天皇の象徴たる地位から一定の異なる扱いを受けるとす
る説（宮沢俊義）、天皇については象徴たる地位から憲法 10 条の「国民」には含まれないが、皇族は憲法 10 条の「国民」に含まれ皇位継承に関
係のある限りで一定の変容を受けるとする説（伊藤正己）、皇位の世襲制を重視し天皇・皇族ともに憲法 10 条の「国民」には含まれないとする説
（佐藤幸治）など、学説は分かれていて一様ではない[54]。
＞2004 年、皇太子徳仁親王が記者会見で皇太子妃雅子に関して述べたいわゆる人格否定発言に関して議論が起きた際、評論家の西尾幹二
らは皇族に一般に言われる人権はないとする論陣をはった。その論旨は 天皇および皇族は「一般国民」ではなく[55]、その日常生活にはすべて
公的な意味があり、プライバシーや自由が制限されるのは当然とするものである。また、「人権」という言葉は「抑圧されている側が求める概念の革
命用語」であり、天皇や皇族が「抑圧」されているのはあってはならない（ありえない）とする[56]。これについて自然権としての人権ということが理
解されていないという批判があるが、西尾は人権そのものを否定したのではなく、その適用の対象または範囲に限定して論じたと応答している
[56]。この論については竹田恒泰が「人格否定発言について、『皇太子殿下の強い抗議は、ヨーロッパの王族の自由度の広い生活を比較、視野
に入れてのことであろう』というが、これも一体どのような取材をした結果だというのか」などと反論し、雑誌記事にコメントする立場にない皇族に対
して妄想のいりまじった、無根拠な非難は「卑怯」とした[57]。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E6%A8%A9
＞人権 - Wikipedia

日本国憲法でわ基本的人権が保障されてるにゃ♪ ＼(＾Ｏ＾)／
＞第 11 条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利と
して、現在及び将来の国民に与へられる。
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s3
＞日本国憲法

なぜ皇室の皆ニャ♪には日本国憲法が国民に保障する基本的人権が保障されニャいニャ？ ( ゜
-゜)トオイメ
学説でわ皇室にも日本国籍があると考えられているらしいニャ♪ (￣▽￣)b
＞日本国憲法下の天皇の法的地位[編集]
＞国籍[編集]
＞研究者による憲法論においては、天皇が日本国籍を有する前提で、天皇が「主権者としての国民」「人権享有主体としての国民」に該当するか
否かが論じられており、憲法論の皇統譜についての箇に「日本国籍を有するものでも戸籍に記載されない唯一の例外に天皇および皇族がある」
という記載がある[63]。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%9A%87#姓氏
＞天皇 - Wikipedia

＞天皇を含む場合は「皇室」という。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9A%87%E6%97%8F
＞皇族 - Wikipedia

＞衆憲資第 13 号
＞象徴天皇制に関する基礎的資料
＞最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会
＞（平成 15 年 2 月 6 日及び 3 月 6 日の参考資料）
＞平成 1 5 年 2 月
＞衆議院憲法調査会事務局
＞○政府委員（山本悟君） 典範が憲法を超えたものでは現在もないことは
＞もう明らかであると思います。一つの法律であるわけであります。
＞ 憲法そのものが第 2 条で世襲制の天皇制というものをとっている限りに
＞おいては、それを維持する上において必要な面におきましては、天皇なり
＞皇族なりにつきまして必要な限度で憲法の他の条章の権利、義務というよ
＞うなものの制約をある程度受けるのもやむを得ない、こういう考え方を憲
＞法自身がすでにとっていると存ずるわけでございます。したがいまして、
＞典範は、もちろん憲法の中のものでございますが、同時に、憲法がそうい
＞う世襲制としての天皇制をとっている限りにおいて、それを維持する上に
＞必要だと考えられている程度の制約はやむを得ないというたてまえをとっ
＞ていると存じております。
＞●これについての主な学説は、以下のとおりである。
＞ 「天皇・皇族も、日本の国籍を有する日本国民であり、人間であることに基
＞づいて認められる権利は保障される。ただ、皇位の世襲と職務の特殊性から必
＞要最小限度の特例が認められる。
＞ ただし、どのような人権がどの程度保障されるかについては、個別的な検討
＞が必要である。たとえば、国政に関する権能を有しない天皇には、選挙権・被
＞選挙権等の参政権は認められないと解されるし、その他に、婚姻の自由、財産
＞権、言論の自由などに対する一定の制約も、天皇の地位の世襲制と職務の特殊
＞性からして、合理的であると考えられている。天皇と皇族とでは、人権保障の
＞範囲に若干の違いがあることも、当然である。」（『憲法』芦部信喜 86 頁）
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/shukenshi013.pdf/$File/shukenshi013.pdf
＞shukenshi013.pdf

でも、そもそも、人権にわ前国家性があるんやにゃ～にょ？ (￣ｑ￣)ダラー
＞人権（じんけん、human rights）とは、人間ゆえに享有する権利である。人権思想においてすべての人間が生まれながらに持っていると考えられ
ている社会的権利である[1]。
＞人権の前国家性からは外国人にも人権の保障は及ぶと解されている[58]。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E6%A8%A9
＞人権 - Wikipedia

＞「国家以前に人権がある」という前国家性と、「あらゆる国家において人権が尊重されなければならない」という汎国家性はパラレルの関係にあ
るようではあるが、全く同じにしてしまって良いものかどうか。なお人権の普遍性と不可譲性という概念でこれらを肯定するのは深田三徳教授であ
る。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%3A%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E3%81%AE%E5%89%8D%E5%9B
%BD%E5%AE%B6%E6%80%A7
＞ノート人権の前国家性 - Wikipedia

＞もちろん、外国人とて日本人と同じ自然人であることに変わりなく、
＞ 日本国内においても外国人の人権はあるわけです。
＞ジョン・ロックの自然権思想にもある通り。
＞これは国家云々の話以前の話で、人権保障に国籍など
＞関係なしということ（これを人権の前国家的性格と言います）。
http://kenpou-jp.norio-de.com/gaikokujin-kyoyu-syutai/
＞外国人の人権享有主体性 日本国憲法の基礎知識 -憲法の試験対策などにも-

人権に前国家性があるんにゃったら、 ＼(＾Ｏ＾)／
憲法解釈において、 (￣▽￣)b
優先すべきは「基本的人権の享有」の方やにゃいにょ？ (￣▽￣)σσ
＞第２条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。皇室典範
＞第 11 条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利と
して、現在及び将来の国民に与へられる。
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
＞日本国憲法

「第２条 皇位は、世襲」よりも♪ ヽ(´ー｀)ノ
＞世界大百科事典 第２版の解説
＞きほんてきじんけん【基本的人権】
＞人間の生存にとって欠くことのできない権利および自由で，憲法によって保障されたものをいう。たんに人権または基本権ともいう。人間にとっ
て基本的な権利と自由を内容としているので，国の最高の法としての憲法で特別に保障されるようになった。しかし，基本的人権は社会状況を反
映し，社会の変化に応じて変遷するので，その観念，具体的内容および保障の法制は国により時代によりさまざまである。基本的人権をめぐる問
題は，だれの，どのような自由や権利を，だれから，どのような方法で，どの程度まで保障するのかということになる。
https://kotobank.jp/word/%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%9A%84%E4%BA%BA%E6%A8%A9-51583
＞基本的人権(きほんてきじんけん)とは - コトバンク

外国人にも基本的人権の保障が及ぶものと解する学説があるらしいニャ♪ (￣▽￣)b
＞人権の前国家性からは外国人にも人権の保障は及ぶと解されている[58]。
＞日本では、法理的には日本国憲法第三章の規定はその表題にあるように「国民の権利及び義務」であるとした上で憲法前文の政治道徳の尊
重から外国人にも基本的人権の保障が及ぶものと解する学説[59]と、人権の前国家性や憲法の国際協調主義及び日本国憲法第 13 条前段の
趣旨の帰結として外国人にも基本的人権の保障が及ぶものと解する学説[58]がある。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E6%A8%A9
＞人権 - Wikipedia

＞第３章 国民の権利及び義務
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s3
＞日本国憲法

だったら…外国人にも保障が及ぶ基本的人権が、皇室の皆ニャ♪にわ保障されてニャいって～こ
とにニャるニャ♪ (￣Д￣|||)
これぢゃ皇室の皆ニャ♪わ二級市民として扱われてると言われても不思議ぢゃにゃいにゃ♪ ＿|
￣|○i|!
お気の毒に・・・ (つ Д｀)
＞2 級市民
＞【にきゅうしみん】
＞ （二級市民）
＞ 普通よりも格下として扱われる市民。
http://d.hatena.ne.jp/keyword/2%B5%E9%BB%D4%CC%B1
＞2 級市民とは - はてなキーワード

皇室と皇室以外の日本国民との差って何にゃ？ ( ゜-゜)トオイメ
戸籍？
学説でわ皇室は日本国籍はあっても戸籍は無いといわれてるらしいニャ♪ ρ(￣▽￣)b
＞天皇・皇族は一般国民のような戸籍を持たず、天皇・皇族の身分に関する事項は「皇統譜」に登録される[15]。婚姻により非皇族から皇族に
なった者は戸籍から離脱する[16]。
＞天皇・皇族は戸籍法が適用されていないため、住民基本台帳法も適用されない[17]。つまり、天皇・皇族は戸籍も住民票もない。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%B8%E7%B1%8D
＞戸籍 - Wikipedia

だったら…
原因わ戸籍？
ひょっとしたら、日本でわ、戸籍を作れば、皇室以外の日本国民と同様に、皇室の皆ニャ♪にも基
本的人権が認められるんやにゃいかにゃ？ (￣▽￣)b
無戸籍者
＞無戸籍者(むこせきしゃ)とは、日本において戸籍を有しない個人。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%88%B8%E7%B1%8D%E8%80%85
＞無戸籍者 - Wikipedia

皇室の皆ニャ♪わ無戸籍者に該当するんやにゃいかにゃ？ (￣▽￣)b
＞無戸籍と無国籍は同じではない。たとえ無戸籍であっても、出生時に日本国籍の取得条件を満たしている者は自動的に日本国籍を有する。し
かし、公職選挙法附則第 2 項及び地方自治法第 20 条に拠って、「戸籍法の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は当分の間停止されて
いる」と規定されているために、無戸籍者は日本国籍を有していても参政権を行使できないことや、身分証明書が作成出来無いなど、実生活で
支障を来す。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%88%B8%E7%B1%8D%E8%80%85
＞無戸籍者 - Wikipedia

皇室には基本的人権が保障されていない原因って、皇室の皆ニャ♪が無戸籍者に該当している
からやにゃいかにゃ？ (￣▽￣;)ヾ
＞無戸籍の解消[編集]
＞無戸籍者本人は、家庭裁判所の許可を得て就籍(しゅうせき)することにより、戸籍を得て無戸籍を解消することができる。[3][4][5]
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%88%B8%E7%B1%8D%E8%80%85
＞無戸籍者 - Wikipedia

ﾆｬｰ σ(￣▽￣)にわ、戸籍法に、皇室の皆ニャ♪に戸籍を編製する事を禁止する条文わ見あたら
ニャかったにゃ♪ m(。。)m
＞第二十二条 父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する。
＞第百十条 本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を得て、許可の日から十日以内に就籍の届出をしなければならない。
＞２ 届書には、第十三条に掲げる事項の外、就籍許可の年月日を記載しなければならない。
＞第百十一条 前条の規定は、確定判決によつて就籍の届出をすべき場合にこれを準用する。この場合には、判決の謄本を届書に添附しなけ
ればならない。
＞第百十二条 就籍の届出は、就籍地でこれをすることができる。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000224&openerCode=1
＞戸籍法

だったら…
ひょっとしたら、日本でわ、戸籍を作れば、皇室以外の日本国民と同様に、皇室の皆ニャ♪にも基
本的人権が認められるんやにゃいかにゃ？ (￣▽￣)b
ここで問題にニャるにょが… ( ゜-゜)トオイメ
＞明仁ﾆｬｿ♪の氏
確かに、皇室に対してわこんにゃ事が言われてるニャ♪ ρ(。。)m
＞日本の皇室は現在の日本国につながる国家が始まって以来ずっと続いているため、天皇や皇族は氏姓および名字を持たないとされる。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9A%87%E5%AE%A4#氏・姓・名字
＞皇室 - Wikipedia

でも、昔わ皆ニャ♪が苗字を使用してた訳ぢゃにゃいらしいニャ♪ ヽ(´ー｀)ノ
＞平民苗字必称義務令（へいみんみょうじひっしょうぎむれい、平民苗字必唱義務令）は、日本の法令である（明治 8 年太政官布告第 22 号）。
1875 年（明治 8 年）2 月 13 日公布。すべての国民に苗字（名字・姓）を名乗ることを義務付けた。
＞江戸時代まで、日本において公的に苗字を使用したのは、原則として、公家及び武士などの支配階層に限られ、一種の特権とされていた[1]。
＞しかし、当時の国民（平民）には、あえて苗字を使用しない者も多かった。そのため、1875 年（明治 8 年）に改めて名字の使用を義務づける「苗
字必称義務令」を出した[3]。
＞本令では、苗字を称える（唱える）ことを義務づけ、「祖先以來苗字不分明ノ向」は新たに苗字を設けることとした。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%B0%91%E8%8B%97%E5%AD%97%E5%BF%85%E7%A7%B0%E7%BE%A9%E5%8B
%99%E4%BB%A4
＞平民苗字必称義務令 - Wikipedia

明仁ﾆｬｿ♪が戸籍を持てば、明仁ﾆｬｿ♪の嫡出である子は、明仁ﾆｬｿ♪の氏を称する事ににゃる
にゃ。 ぃぇ━ヽ(*・ω・)人(・ω・*)ﾉ━ぃ
＞（子の氏）
＞第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
＞２ 嫡出でない子は、母の氏を称する。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089#2866
＞民法

今度、明仁ﾆｬｿ♪わ天皇を退位するにゃ♪ (￣▽￣)ﾉ お疲れ～♪
この機会に、明仁ﾆｬｿ♪も、新たに苗字を設けて、戸籍を編製したらど～かニャ？ (￣▽￣)b
そんでもって、
他の皇室の皆ニャ♪も同様に戸籍を編製したらど～かニャ？ ＼(＾Ｏ＾)／

■皇室わ奴隷？
皇族にわ基本的人権が認められていにゃいって～意見があるニャ♪ (￣▽￣;)ヾ
＞皇族という特殊な地位にあることから、一般国民とは異なる取り扱いがなされている面がある。要約すると、日本国憲法第 3 章の適用外。
＞住民基本台帳には記録されない（住民基本台帳法 39 条・同法施行令 33 条）。
＞信教の自由がない。全員が神道の信徒であることを義務付けられる（皇后美智子の出身大学がキリスト教系ということで問題になった）。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9A%87%E6%97%8F
＞皇族 - Wikipedia

＞第３章 国民の権利及び義務
＞第 11 条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利と
して、現在及び将来の国民に与へられる。
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s3
＞日本国憲法

これぢゃ皇族の皆ニャ♪は二級市民として扱われてると言われても不思議ぢゃにゃいにゃ♪ (つ
Д｀)
いや、むしろ、奴隷として扱われてるといえるんやにゃいか？ ( ゜-゜)トオイメ
＞奴隷（どれい）とは、人間でありながら所有の客体即ち所有物とされる者を言う。人間としての名誉、権利・自由を認められず、他人の所有物と
して取り扱われる人。所有者の全的支配に服し、労働を強制され、譲渡・売買の対象とされた[1]。奴隷を許容する社会制度を特に奴隷制という。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B4%E9%9A%B7
＞奴隷 - Wikipedia

日本でわ、昔、奴婢と呼ばれる奴隷が存在したらし～ニャ♪ (￣▽￣)b
＞奴婢（ぬひ）は、中国と日本においては、律令制における身分階級の一つであり、良民（自由民）と賤民（非自由民）があるなかの後者の一つで、
奴隷階級に相当する。奴（ぬ/やつこ）は男性の奴隷、婢（ひ/みやつこ）は女性の奴隷を意味する。
＞奴婢は、一般的に職業の選択の自由、家族を持つ自由、居住の自由などが制限されているが、一定の年齢に達するなど、特定の条件を満た
せば解放されることもあった。基本的には家畜と同じ扱いであり、市場などで取引されていた。
＞人民は自由民である良民と、隷属民である賤民とに区別されており、賤民はさまざまな制限を受けたが、賤民は大きく奴婢とその他に分けられ、
その中でも国が保有する官奴婢と、個人が所有する私奴婢が存在した。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B4%E5%A9%A2
＞奴婢 - Wikipedia

＞国が保有する官奴婢
皇室の皆ニャ♪の置かれている立場って、官奴婢も同然やにゃ～にょ？
明仁ﾆｬｿ♪わ、そんにゃ皇族の皆ニャ♪の、官奴婢も同然の境遇を放置しておくつもりにゃにょか
にゃ？ m9(･_･)b
皇族の皆ニャ♪を官奴婢も同然の境遇から開放してあげるべきやにゃ～にょ？ (￣▽￣)b
皇族の皆ニャ♪の奴隷解放が必要やにゃ～にょ？ (≧▽≦)b
皇族の皆ニャ♪に基本的人権が認められて然るべきやにゃ～にょ？ o(*^▽^*)o

♥悠仁ﾆｬｿ♪♥

http://www.newsweekjapan.jp/stories/assets_c/2016/10/2016-10-17T231950Z_2_LYNXMPEC9G0C4_RTROPTP_2_JAPAN-EMPERORSUCCESSION-thumb-720xauto.jpg
＞2016 年 10 月 18 日（火）10 時 23 分
http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/10/post-6061.php
＞悠仁親王が日本最後の天皇？ 急がれる皇位継承改革 ワールド 最新記事 ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト

悠仁ﾆｬｿ♪の事も考えてあげるニャ♪ ＼(＾Ｏ＾)／
悠仁ﾆｬｿ♪の様にゃ前途ある若者に、基本的人権も認められにゃい奴婢の様にゃ一生を送らせ
ても良いにょかにゃ？ (￣▽￣)b

■I Have a Dream
公民権運動
＞ついに自由を
＞我らに
＞米国の公民権運動
＞ 歴史を通じて、個人としての国民の保護および特権を、国
＞家がどれだけ広く定義するか、そしてどの程度強く擁護する
＞かは、各国家によってさまざまに異なってきた。米国は、こ
＞うした公民権、独立宣言に記された高い理想と合衆国憲法で
＞制定された法的保護、そして最も重要なことに、その合衆国
＞憲法の修正第１条～第 10 条の修正条項、すなわち米国民の権
＞利章典を基盤として築かれた国家である。
＞ ところが、米国に到着した人々の中で、こうした権利と保
＞護の恩恵を受けなかった集団がひとつあった。ヨーロッパか
＞らの移民が、新世界でかつてない経済機会とより大きな個人
＞的、政治的、宗教的な自由を享受する一方で、アフリカの黒
＞人は、多くの場合鎖につながれるなどして、自らの意志に反
＞して輸送され、動産である奴隷として売られ、特に米国南部
＞の大規模農園で「主人」のために強制的に労働させられた。
https://americancenterjapan.com/wp/wp-content/uploads/2015/11/wwwf-pub-freeatlast.pdf
＞wwwf-pub-freeatlast.pdf

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB%E7%B3%BB%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA
%E3%82%AB%E4%BA%BA%E5%85%AC%E6%B0%91%E6%A8%A9%E9%81%8B%E5%8B%95
＞アフリカ系アメリカ人公民権運動 - Wikipedia

黒人の皆ニャ♪わ自らの行動によって公民権を勝ち取ったニャ♪ ♪＼(*＞ω＜*)／♪
黒人の皆ニャ♪に出来た事が明仁ﾆｬｿ♪を始めとする皇室の皆ニャ♪に出来にゃい訳がある
にょ？ (￣▽￣)b
無いにゃ！ ヽ（＾ヮ＾）ﾉ ﾜﾊ黒人の皆ニャ♪に出来た事が、明仁ﾆｬｿ♪を始めとする皇室の皆ニャ♪に出来にゃい訳が無い
ニャ？ ъ( ﾟｰ＾)
明仁ﾆｬｿ♪を始めとする皇室の皆ニャ♪も自らの行動によって基本的人権を勝ち取るニャ
♪ o(＾▽＾)○ ｵ～!

■天皇制わ奴隷制？
皇族の皆ニャ♪に基本的人権が認められる社会にする事わ、
日本の為でもあるニャ♪ (o^-')b グッ!!
基本的人権が認められて無い皇室の皆ニャ♪わ奴隷と言って良いと思うにゃ♪ (つ Д｀)
皇室の存在している理由って、天皇制が存在してるからやにゃ～にょ？ ( ゜-゜)トオイメ
天皇制わ奴隷制やにゃ～にょ？
＞衆憲資第 13 号
＞象徴天皇制に関する基礎的資料
＞最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会
＞（平成 15 年 2 月 6 日及び 3 月 6 日の参考資料）
＞平成 1 5 年 2 月
＞衆議院憲法調査会事務局
＞○政府委員（山本悟君） 典範が憲法を超えたものでは現在もないことは
＞もう明らかであると思います。一つの法律であるわけであります。
＞ 憲法そのものが第 2 条で世襲制の天皇制というものをとっている限りに
＞おいては、それを維持する上において必要な面におきましては、天皇なり
＞皇族なりにつきまして必要な限度で憲法の他の条章の権利、義務というよ
＞うなものの制約をある程度受けるのもやむを得ない、こういう考え方を憲
＞法自身がすでにとっていると存ずるわけでございます。したがいまして、
＞典範は、もちろん憲法の中のものでございますが、同時に、憲法がそうい
＞う世襲制としての天皇制をとっている限りにおいて、それを維持する上に
＞必要だと考えられている程度の制約はやむを得ないというたてまえをとっ
＞ていると存じております。
＞●これについての主な学説は、以下のとおりである。
＞ 「天皇・皇族も、日本の国籍を有する日本国民であり、人間であることに基
＞づいて認められる権利は保障される。ただ、皇位の世襲と職務の特殊性から必
＞要最小限度の特例が認められる。
＞ ただし、どのような人権がどの程度保障されるかについては、個別的な検討
＞が必要である。たとえば、国政に関する権能を有しない天皇には、選挙権・被
＞選挙権等の参政権は認められないと解されるし、その他に、婚姻の自由、財産
＞権、言論の自由などに対する一定の制約も、天皇の地位の世襲制と職務の特殊
＞性からして、合理的であると考えられている。天皇と皇族とでは、人権保障の
＞範囲に若干の違いがあることも、当然である。」（『憲法』芦部信喜 86 頁）
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/shukenshi013.pdf/$File/shukenshi013.pdf
＞shukenshi013.pdf

天皇制わ奴隷制？
天皇制って一種の奴隷制やにゃ～にょ？ (￣▽￣;)
＞奴隷（どれい）とは、人間でありながら所有の客体即ち所有物とされる者を言う。人間としての名誉、権利・自由を認められず、他人の所有物と
して取り扱われる人。所有者の全的支配に服し、労働を強制され、譲渡・売買の対象とされた[1]。奴隷を許容する社会制度を特に奴隷制という。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B4%E9%9A%B7
＞奴隷 - Wikipedia

＞奴隷制（どれいせい）とは、一般に人格を否認され所有の対象として他者に隷属し使役される人間つまり奴隷が、身分ないし階級として存在す
る社会制度。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B4%E9%9A%B7%E5%88%B6
＞奴隷制 - Wikipedia

天皇制わ奴隷制？
だったら…
日本って奴隷制の存在する国と言えるんやにゃ～にょ？ (ーー;)ヾ
明仁ﾆｬｿ♪わ、日本が、奴隷制の存在する国で良いと思うにゃ？ m9(￣▽￣)
＞2014 年、過激派組織 ISIL はコーランの解釈に基づき奴隷制度の復活、運用を国際社会に公表している[20]。
＞^ Islamic State Says Slavery is Established Part of Islamic Law.The Islamic State's (ISIS, ISIL) Magazine Wed, September 10, 2014
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B4%E9%9A%B7
＞奴隷 - Wikipedia
>Modern Day
>Slavery
https://clarionproject.org/docs/isis-isil-islamic-state-magazine-Issue-3-the-call-to-hijrah.pdf
>isis-isil-islamic-state-magazine-Issue-3-the-call-to-hijrah.pdf

＞ISIS
＞CNN とエコノミストによると、自営業イラクのイラク国家とレバントは、「イスラム神学を引用している女性を性奴隷として誘拐することを正当化す
る」と述べた。 ISIL オンラインマガジン Dabiq に掲載された「時間の前の奴隷制度の復活」（Judy Day of Judgment Day）は、Yazidi の女性がイス
ラム法の下で捕虜になり、性的奴隷や妾になることができると主張した [4] [43] [44] [43] [44] [46] [43] [44]
＞それは、奴隷を取ることを正当化しただけでなく、コーランやハディースの詩を否定したり嘲笑したりする人々がイスラム教徒の背教者であると
宣言した。コラン族では共謀が具体的に正当化されていると主張している。
[translated by:Google 翻訳:https://translate.google.co.jp/?hl=ja&tab=wT]
>ISIS
>According to CNN and The Economist, the self-styled Islamic State of Iraq and the Levant "justifies its kidnapping of women as sex slaves citing
Islamic theology." An article entitled, 'The revival (of) slavery before the Hour,' (of Judgement Day), published in the ISIL online magazine, Dabiq,
claimed that Yazidi women can be taken captive and forced to become sex slaves or concubines under Islamic law, "[o]ne should remember that
enslaving the families of the kuffar -- the infidels -- and taking their women as concubines is a firmly established aspect of the Shariah, or Islamic
law."[4][43][44]
>It not only justified the taking of slaves but declared that those who "deny or mock" the verses of the Koran or hadith that justified it were
apostates from Islam, asserting that as concubinage is specifically justified in the Koran:
https://en.wikipedia.org/wiki/Slavery_in_21st-century_Islamism
>Slavery in 21st-century Islamism - Wikipedia
>'The revival (of) slavery before the Hour,' (of Judgement Day), published in the ISIL online magazine, Dabiq,
>THE REVIVAL OF SLAVERY
>BEFORE THE HOUR
https://clarionproject.org/docs/islamic-state-isis-magazine-Issue-4-the-failed-crusade.pdf
>islamic-state-isis-magazine-Issue-4-the-failed-crusade.pdf

明仁ﾆｬｿ♪わ、日本が、ISIL みたく奴隷を許容する社会制度の国で良いと思うにゃ？ m9(￣▽
￣)

■日本国民が奴隷にされても良いにょか？
＞天皇制わ奴隷制やにゃ～にょ？
だったら…
天皇制を放置するって～事わ、日本国民わ奴隷制を許容しているって～理屈になっちゃうニャ♪
(ーー;)ヾ
日本国民わ奴隷制を許容しているって～理屈になっちゃったら、
もしも日本国民が奴隷にされた場合でも、それを容認しないという立場を、日本国民わ持つこと
が出来にゃくにゃっちゃうニャ♪ ＿|￣|○i|!
そして
日本わ ISIL の奴隷制度の復活、運用を否定することが出来にゃくにゃっちゃうニャ♪ （´；ω；`）
ﾌﾞﾜｯ
だって…
他人を奴隷にするのは良くても、自分が奴隷にされるのは悪い
ニャ～んて虫のいい理屈は通用しにゃいからニャ♪ デヘ(=゜ω゜）ノ
奴隷制を許容するって～事わ、
天に唾する
って～やつニャ♪ (￣▽￣)b
いつか、自分の行ったことが因果応報で自分に帰ってきても文句が言えなくなるニャ♪ (ーー;A)
だから…
だ か ら
奴隷制を否定しにゃくてわにゃらにゃいニャ♪ o(＾▽＾)○
＞天皇制わ奴隷制やにゃ～にょ？
だ か ら
日本国民わ天皇制を否定しにゃくてわにゃらにゃいニャ♪ o(＾▽＾)○
天皇制よりも、
日本国民に対する基本的人権の保障が優先されるニャ♪ o(＾▽＾)○
だ か ら
日本国民の基本的人権を保障する為にゃら、
天皇制をブッ壊しても構わにゃいニャ♪ o(＾▽＾)○
だ か ら
明仁ﾆｬｿ♪を始めとする皇室の皆ニャ♪に基本的人権を勝ち取って欲しいのニャ♪ o(＾▽＾)○
そして
天皇制を廃止に追い込んで欲しいにょにゃ♪ o(＾▽＾)○
日本のために♪ ヽ(´ー｀)ノ
日本国民のために♪ ＼(＾Ｏ＾)／

明仁ﾆｬｿ♪を始めとする皇室の皆ニャ♪
日本を助けて下さいニャ♪ ＜(＿＿)＞
日本国民を助けて下さいニャ♪ ＜(＿＿)＞
そのために
天皇制を廃止に追い込んで欲しいにょにゃ♪ (￣▽￣)b
明仁ﾆｬｿ♪を始めとする皇室の皆ニャ♪に基本的人権を勝ち取って欲しいのニャ♪ (￣▽
￣)σσ
よろしくお願いしますニャ♪ ＜(＿＿)＞

■最後に
今度、明仁ﾆｬｿ♪わ天皇を退位するにゃ♪ (￣▽￣)ﾉ お疲れ～♪
良い機会ニャ♪ ヽ(´ー｀)ノ
日本を救うためにも、 (￣▽￣)／／
日本国民を救うためにも、 ＼＼(￣▽￣)
悠仁ﾆｬｿ♪を始めとする皇室の皆ニャ♪を救うためにも、 ＼(￣▽￣)／
明仁ﾆｬｿ♪を始めとする皇室の皆ニャ♪に基本的人権を勝ち取って欲しいのニャ♪
o(*^▽^*)o
そして
天皇制を廃止に追い込んで欲しいにょにゃ♪ (≧▽≦)／
その為の手段として、ﾆｬｰ σ(￣▽￣)わ、こ～ゆ～手段を提案するニャ♪ ρ(￣▽￣)b
明仁ニャ～ン♪ (￣▽￣)ﾉｼ
戸籍を作ったらど～かニャ？ (￣▽￣)σσ

m9(ﾟ∀ﾟ)Идиот！＞ номенклатуnра
נומנקלטורה עמלק
Ceterum autem censeo, Nomenklaturam esse delendam.
ｍ(ΦωΦ)ｍ＜ウニャウニャ）
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