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「ひとはなぜ戦争をするのか「ひとはなぜ戦争をするのか
アインシュタインとフロイトアインシュタインとフロイト」」

『田舎弁護士の大衆法律学 新・憲法の心 戦争の放棄』シリーズは、

『第１巻』から『第１９巻』まで発行できました。『第２０巻』として『戦

争防止論』を書きたいと考え、準備をしていました。

ほぼ考えがまとまりつつあったところ、株式会社講談社より浅見昇吾氏

訳『ひとはなぜ戦争をするのか』という本が平成２８（２０１６）年６
月１０日（第１刷）に発行されていることを事務局が見つけ、購入してく

れました。早速読んでみたところ、私が『戦争防止論』として書こうと思

っていたところと重なる部分が多く、そのタイミングの良さに不思議な縁

を感じました。何かによって導かれている気がしました。

この本は、誰でも知っている物理学者・アルバート・アインシュタイン

（1879-1955）と、ジグムント・フロイト（1856-1939）という著名な精神
医学者との手紙のやり取りを紹介したものです。

その内容は、国際連盟の提案により「アインシュタインが好きな相手を

選び、当時の文明でもっとも大切と思える問いについて意見を交換する」

というものです。アインシュタインは、１９３２年７月３０日付でフロイ

トに宛てて手紙を書きました。アインシュタインが選んだテーマは、「人

間を戦争というくびきから解き放つことはできるのか？」というもので
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した。

「くびき」とは、馬車や牛車に取り付ける横木で馬や牛をコントロール

するもので、転じて「自由を束縛する」という意味のようですが、ここで
そくばく

は「戦争から逃れる方法はないのだろうか」、「戦争を回避する方法はな

いのだろうか」という意味に使われているようです。

これに対し、フロイトは１９３２年９月、アインシュタインに対し返事

を書いています。フロイトの手紙は、アインシュタインの手紙の約４倍く

らいのボリュームがあります。その内容も心理学に及んでいますので、や

や難解なところがあります。私も、十分に咀嚼できてはいません。
そしゃく

このアインシュタインからフロイトに対する手紙と、フロイトからアイ

ンシュタインに対する手紙には、『戦争防止論』のヒントとなる話がたく

さん含まれています。

私が『戦争防止論』で書きたいと思うことがかなり述べられています。

ですから、出版担当の事務局と「『戦争防止論』は、『ひとはなぜ戦争を
するのか』をそのまま転載してはどうか」、「それでは手抜きが過ぎるか」
などと話して笑い合っています。

ですが、本気で、私が駄文を書くよりはこの本をそのまま読んでいただ

いた方がいいと思います。今回の事務所便りでは、この本のうちアインシ

ュタインの手紙の部分を全文紹介させていただきます。段落の間に少しだ

け私のコメント（解説）を差し挟ませていただきます。それを叩き台にし、

『戦争防止論』を書いてみることにしました。

いつものように、この事務所便りをお読み下さっている皆様のお力を借

りて、『田舎弁護士の大衆法律学 新・憲法の心 第２０巻 戦争の放棄

（その２０） 戦争防止論』を書き上げてみるつもりです。ご迷惑でしょ

うが、今回もお付き合い下さるよう宜しくお願い致します。

先般の参議院選挙の結果、改憲派が勝ちました。安倍政権下において、

国会はいつ憲法改正の発議に及ぶか、わからない状況になりました。いよ
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いよ国民の意識が日本の将来を左右することになります。今、選挙権を持

つ私たちは、将来の国民の運命に大きな影響を与える立場にあります。そ

の結果によって、子や孫の生命、自由、幸福に大きな影響を与えることは

間違いありません。憲法改正権者である私たち国民は、しっかりした憲法

に対する意識を持っていなければなりません。「本当に戦争となってもよ

いのか」を問い続けなければならないのです。

その参考になればと、『田舎弁護士の大衆法律学 新・憲法の心 第２

０巻 戦争の放棄（その２０） 戦争防止論』を書かなければならないと

考えていましたが、前記の通り『ひとはなぜ戦争をするのか』という本
には、私の考えていることと共通する考え方が多く含まれているアインシ

ュタインとフロイトの手紙のやり取りが紹介されていますので、まず今回

はアインシュタインからフロイトに宛てた手紙の部分を紹介させていただ

きます。この手紙の内容は、私達１人１人が「どうしたら戦争を回避する

ことができるのか？」を真剣に考えてみなければならないという問題提起

を具体的に指摘しているもので、極めて貴重な内容だと確信しています。

アインシュタインからフロイトに対する手紙は比較的短いので、全文を

転載します。この事務所便りでは、区切りのよいところで適当な段落をつ

け、簡単なコメントだけさせていただき、私の考え方は『戦争防止論』の

中で述べさせていただくことにします。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

フロイトへの手紙 アルバート・アインシュタイン

１９３２年７月３０日 ポツダム近郊、カプートにて

フロイト様

あなたに手紙を差し上げ、私の選んだ大切な問題について議論できるの

を、たいへん嬉しく思います。国際連盟の国際知的協力機関から提案があ
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り、誰でも好きな方を選び、いまの文明でもっとも大切と思える問いにつ

いて意見を交換できることになりました。このようなまたとない機会に恵

まれ、嬉しいかぎりです。

角川必携国語辞典は、「国際連盟」について、「第１次世界大戦後の１

９２０年にできた、世界平和のための初の国際機構。４２か国が加盟し、

日本は常任理事国。大国であるアメリカや旧ソ連は加わらず、力に欠けて

いたため、第２次世界大戦を未然に防げなかった」と解説しています。

アインシュタインは、このような国際連盟の国際知的協力機関の提案で、

「いまの文明でもっとも大切と思える問い」について、誰でも好きな方を

選んで意見を交換するということになり、その相手としてフロイトを選び、

フロイト宛にこの手紙を書いたということのようです。

「人間を戦争というくびきから解き放つことはできるのか？」

これが私の選んだテーマです。

技術が大きく進歩し、戦争は私たち文明人の運命を決する問題となりま

した。このことは、いまでは知らない人がいません。問題を解決するため

に真剣な努力も傾けられています。ですが、いまだ解決策が見つかってい

ません。何とも驚くべきことです。

私の見るところ、専門家として戦争の問題に関わっている人すら自分た

ちの力で問題を解決できず、助けを求めているようです。彼らは心から望

んでいるのです。学問に深く精通した人、人間の生活に通じている人から

意見を聴きたい、と。

アインシュタインは、「いまの文明でもっとも大切と思える問い」とし

て、「人間を戦争というくびきから解き放つことはできるのか？」という

テーマを選びました。「いまの文明」という、その「いま」は１９３２年

７月３０日ということですから、２０１６年７月から 遡 ること８４年前
さかのぼ

ということになります。

８４年前にも「技術が大きく進歩し、戦争は私たち文明人の運命を決す

る問題となりました」と述べていますが、８４年前と現在を比べたら、ど
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のように変わってきたでしょうか。１９４５年７月１６日に、米国は人類

初の原爆実験「トリニティ実験」に成功し、同年８月６日には広島に、同

月９日には長崎に原爆を投下しました。その後、原爆から水爆になり、今

や世界中の水爆が爆発したら地球は壊滅、つまり、地球はすっかり壊れて

なくなるという危険な状況にあります。地球が壊滅するのですから人類は

滅亡、つまり、滅び絶えるのです。アインシュタインがこの手紙を書いた

時代と現在とでは、戦争が持つ危険性は比べものにならないほど増大して

います。

私自身は物理学者ですので、人間の感情や人間の想いの深みを覗くこと

には長けておりません。したがってこの手紙においても、問題をはっきり
た

とした形で提出し、解決のための下準備を整えることしかできません。そ

れ以上のことはあなたにお任せしようと思います。人間の衝動に関する深

い知識で、問題に新たな光をあてていただきたいと考えております。

なるほど、心理学に通じていない人でも、人間の心の中にこそ、戦争の

問題の解決を阻むさまざまな障害があることは感じ取っています。が、そ
はば

の障害がどのように絡み合い、どのような方向に動いていくのかを捉える
とら

ことはできません。あなたなら、この障害を取り除く方法を示唆できるの

ではないでしょうか。政治では手が届かない方法、人の心への教育という

方法でアプローチすることもできるのではないでしょうか。

「人間の心の中にこそ、戦争の問題の解決を阻むさまざまな障害がある」

との指摘は、さすがアインシュタインという感じがします。アインシュタ

インは、物理学者ですが単に自然科学だけではなく、人間に対しても深く

鋭い洞察力の持ち主だったようです。

人間は、他の動物と同じで欲望によって行動します。戦争も人間の欲望

によって惹き起こされるものだと思います。拙著『長生きを楽しむコツ』

シリーズの『その十』で『欲望』について特筆しました。その中で、「欲

望と戦争」という一項を書きました。『戦争防止論』の中で紹介したいと

思います。『長生きを楽しむコツ』シリーズに関心のある方は、株式会社

エムジェエムに在庫がありますので、一声お掛けいただければ幸甚です。
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アインシュタインは、「政治では手が届かない方法、人の心への教育と

いう方法でアプローチすることもできるのではないでしょうか」と書いて

いますが、「人の心への教育」は『戦争防止論』としては極めて重要な位

置を占めていると思います。『新・憲法の心』シリーズの『第１１巻 マ

インドコントロール』、『第１２巻 愛国心』では、そのことを述べてい

ます。お読みいただければ幸甚です。

ナショナリズムに縁がない私のような人間から見れば、戦争の問題を解

決する外的な枠組を整えるのは易しいように思えてしまいます。すべての

国家が一致協力して、一つの機関を創りあげればよいのです。この機関に

国家間の問題についての立法と司法の権限を与え、国際的な紛争が生じた

ときには、この機関に解決を委ねるのです。
ゆだ

個々の国に対しては、この機関の定めた法を守るように義務づけるので

す。もし国と国のあいだに紛争が起きたときには、どんな争いであっても、

必ずこの機関に解決を任せ、その決定に全面的にしたがうようにするので

す。そして、この決定を実行に移すのに必要な措置を講ずるようにするの

です。

アインシュタインは、「戦争の問題を解決する外的な枠組としては、国

と国との枠を超えた機関によって、国と国との間の紛争を裁く」という方

法を提言しています。論理的に見れば、それは正解です。戦争は、「国と

国とが武力を使って争うこと」（角川必携国語辞典）ですから、「国がな

くなれば、戦争はなくなる」という論理は成り立ちます。さすが、自然科

学の大家であるアインシュタインには、そのような論理はわかりきってい

たのです。言われてみれば、誰にでもよくわかることです。

『新・憲法の心』シリーズの『第３巻 日本国憲法の心は世界憲法の心』

では、そのような自明の理について述べました。日本国憲法の前文には、

８４年前にアインシュタインがこの手紙で指摘したことが掲げられている

のです。

ところが、ここですぐに最初の壁に突き当たります。裁判というものは



- 7 -

人間が創りあげたものです。とすれば、周囲のものからもろもろの影響や

圧力を受けざるを得ません。何かの決定を下しても、その決定を実際に押

し通す力が備わっていなければ、法以外のものから大きな影響を受けてし

まうのです。私たちは忘れないようにしなければなりません。法や権利と

権力とは分かち難く結びついているのです！司法機関には権力が必要なの

です。権力 高く掲げる理想に敬意を払うように強いる力 、それを

手にいれなければ、司法機関は自らの役割を果たせません。司法機関とい

うものは社会や共同体の名で判決を下しながら、正義を理想的な形で実現

しようとしているのです。共同体に権力がなければ、その正義を実現でき

るはずがないのです。

けれども現状では、このような国際的な機関を設立するのは困難です。

判決に絶対的な権威があり、自らの決定を力尽くで押し通せる国際的な機

関、その実現はまだまだおぼつかないものです。

そうだとしても、ここで１つのことが確認できます。

国際的な平和を実現しようとすれば、各国が主権の一部を完全に放棄し、

自らの活動に一定の枠をはめなければならない。

他の方法では、国際的な平和は望めないのではないでしょうか。

このアインシュタインの指摘は、国際連盟に強い力がなかったため、第

２次世界大戦を未然に防げなかったことで実証されています。

国際連盟の反省に基づき、１９４５年６月２６日に国際連盟に代わって

設立された国際連合も、安全保障理事会の力は完全とは言えず、一常任理

事国の拒否権の行使で足並みが揃わず、アインシュタインが述べるように

「共同体に権力がなければ、その正義を実現できるはずがない」という状

態であることは、『新・憲法の心』シリーズにおいて繰り返し述べてきた

ところです。

さて、数世紀ものあいだ、国際平和を実現するために、数多くの人が真

剣な努力を傾けてきました。しかし、その真摯な努力にもかかわらず、い

まだに平和が訪れていません。とすれば、こう考えざるを得ません。

人間の心自体に問題があるのだ。人間の心のなかに、平和への努力に抗
あらが
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う種々の力が働いているのだ。

そうした悪しき力のなかには、誰もが知っているものもあります。
あ

第１に、権力欲。いつの時代でも、国家の指導的な地位にいる者たちは、

自分たちの権限が制限されることに強く反対します。それだけではありま

せん。この権力欲を後押しするグループがいるのです。金銭的な利益を追

求し、その活動を推し進めるために、権力にすり寄るグループです。戦争

の折に武器を売り、大きな利益を得ようとする人たちが、その典型的な例

でしょう。彼らは、戦争を自分たちに都合のよいチャンスとしか見ません。

個人的な利益を増大させ、自分の力を増大させる絶好機としか見ないので

す。社会的な配慮に欠け、どんなものを前にしても平然と自分の利益を追

求しようとします。数は多くありませんが、強固な意志をもった人たちです。

ここのところは、コメントの必要はないと思います。全く同感です。皆

さんはいかがでしょうか。アインシュタインという人は、単に物理学を研

究していただけではなく、世の中のこと、人間社会のことをよく洞察して

いた方だと感心してしまいました。

このようなことがわかっても、それだけで戦争の問題を解き明かせるわ

けではありません。問題の糸口をつかんだにすぎず、新たな問題が浮かび

上がってきます。

なぜ少数の人たちがおびただしい数の国民を動かし、彼らを自分たちの

欲望の道具にすることができるのか？戦争が起きれば一般の国民は苦しむ

だけなのに、なぜ彼らは少数の人間の欲望に手を貸すような真似をするのか？

（私は職業軍人たちも「一般の国民」の中に数え入れたいと思っています。

軍人たちは国民の大切きわまりないものを守るために必死に戦っているの

です。考えてみれば、攻撃が大切なものを守る最善の手段になることもあ

り得るのです）

即座に思い浮かぶ答えはこうでしょう。少数の権力者たちが学校やマス

コミ、そして宗教的な組織すら手中に収め、その力を駆使することで大多

数の国民の心を思うがままに操っている！
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しかし、こう答えたところで、すべてが明らかになるわけではありませ

ん。すぐに新たな問題が突きつけられます。

国民の多くが学校やマスコミの手で煽り立てられ、自分の身を犠牲にし
あお

ていく このようなことがどうして起こり得るのだろうか？

戦争の原因を、一部の権力者や一部の企業家などになすりつけることは

容易にできます。ですが、それでいいのでしょうか。国民１人１人には、

責任はないのでしょうか。明治維新後から第２次世界大戦終結まで戦争を

繰り返してきた日本において、国民１人１人には責任はなかったのでしょ

うか。

アインシュタインは、「国民の多くが学校やマスコミの手で煽り立てら
あお

れ、自分の身を犠牲にしていく」と看破している通り、国民１人１人が煽

り立てられ、わが身を犠牲にしていくことに気づかなかったのです。もう

気づかなければなりません。ここに至ってなお気づかないということにな

れば、もう自業自得です。自分のしたことの報いを自分自身で受けるほか

ないのです。そのようなことのないように、憲法に対する意識、９条に対

する意識をしっかり持ってほしいとの思いで、浅学非才を省みず、『新・

憲法の心』シリーズを書き続けていくつもりです。

答えは１つしか考えられません。人間には本能的な欲求が潜んでいる。
ひそ

憎悪に駆られ、相手を絶滅させようとする欲求が！

破壊への衝動は通常のときには心の奥深くに眠っています。特別な事件

が起きたときにだけ、表に顔を出すのです。とはいえ、この衝動を呼び覚

ますのはそれほど難しくはないと思われます。多くの人が破壊への衝動に

たやすく身を委ねてしまうのではないでしょうか。

これこそ、戦争にまつわる複雑な問題の根底に潜む問題です。この問題

が重要なのです。人間の衝動に精通している専門家の手を借り、問題を解

き明かさねばならないのです。

ここで最後の問いが投げかけられることになります。

人間の心を特定の方向に導き、憎悪と破壊という心の病に冒されないよ

うにすることはできるのか？
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この点についてご注意申し上げておきたいことがあります。私は何も、

いわゆる「教養のない人」の心を導けばそれでよいと主張しているのでは

ありません。私の経験に照らしてみると、「教養のない人」よりも「知識

人」と言われる人たちのほうが、暗示にかかりやすいと言えます。「知識

人」こそ、大衆操作による暗示にかかり、致命的な行動に走りやすいので

す。なぜでしょうか？彼らは現実を、生の現実を、自分の目と自分の耳で

捉えないからです。紙の上の文字、それを頼りに複雑に練り上げられた現

実を安直に捉えようとするのです。

アインシュタインは、「人間には本能的な欲求が潜んでいる。憎悪に駆

られ、相手を絶滅させようとする欲求が！」と書いています。人間にはそ

のような欲求があることは間違いありません。誰にでもそのような欲求は

潜んでいます。

ですから、人間の心を特定の方向に導き出すように教育やマスコミの手

で煽り立てられると、憎悪と破壊という心の病に冒され、戦争へと導かれ

ていくことになります。それは、「戦争は絶対にしたくない」という素朴

な感情を大事にする人より、いくらか勉強した「教養人」とか「知識人」

と呼ばれる理屈を大事にする人に、より多く見られることはアインシュタ

インが指摘する通りです。

『新・憲法の心』シリーズの『第１巻 平和憲法の危機』で述べた通り、

「私のような低俗な者には、正義などどうでもよく、平和であればそれで

いい」、「正義の戦争より、不正義でも平和がいい」と語った小沢昭一氏

（1929-2012）の言葉を、もう一度紹介しておきます。

最後にもう一言、つけくわえます。ここまで私は国家と国家の戦争、す

なわち国際紛争についてだけ言及してきました。もちろん、人間の攻撃性

はさまざまなところで、さまざまな姿であらわれるのを十分承知しており

ます。例えば、内戦という形でも攻撃性があらわれるでしょう。事実、か

つてはたくさんの宗教的な紛争がありました。現在でも、いろいろな社会

的原因から数多くの内戦が勃発しています。また、少数民族が迫害される

ときもあります。しかし、私はあえて国家間の戦争をこの手紙で主題とい
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たしました。国家と国家の争い、残酷きわまりない争い、人間と人間の争

いがもっとも露骨な形であらわれる争い この問題に取り組むのが、一

番の近道だと思ったのです。戦争を避けるためにはどうすればよいのかを

見いだすために！

あなたがいろいろな著作のなかで、この焦眉の問題に対してさまざまな
しょうび

答え（直接的な答えや間接的な答え）を呈示なさっているのは、十分知っ

ております。しかしながら、あなたの最新の知見に照らして、世界の平和

という問題に、あらためて集中的に取り組んでいただければ、これほど有

り難いことはありません。あなたの言葉がきっかけになり、新しい実り豊

かな行動が起こるに違いないのですから。

心からの友愛の念を込めて

アルバート・アインシュタイン

「焦眉」とは、「火が眉を焦がすほどに迫る」という意味で、危険が迫

っているということのようです。

アインシュタインがこの手紙を書いた１９３２年当時は、第２次世界大

戦が迫っていた時期ということになるのだと思います。それから８４年経

った現在は、どのような状況と認識したらいいのでしょうか。

アインシュタインは、この手紙を書いた後に原爆開発に関わり、広島、

長崎に原爆が投下されたことを悔い、「第３次世界大戦はどう戦われるの

でしょうか。わたしにはわかりません。しかし、第４次大戦ならわかりま

す。石と棒を使って戦われることでしょう」と語ったそうです。第３次世

界大戦になったら地球壊滅、人類滅亡となり、何千年後、あるいは何万年

後、あるいは何十万年後、はたまた何百万年後に再び人類が現れ、原始時

代が始まるまで人間は出現しないだろうということを暗示している言葉だ

と思います。そのような危険な状態にあるということを、今地球上で生き

ている私達１人１人が意識しなければならないと確信します。政治がどう

の、政党がどうのというレベルの問題ではないのです。１人１人の人間が

深く自覚しなければならないことなのです。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

『田舎弁護士の大衆法律学
医療過誤裁判に対する疑問

過失と因果関係の証明』

この事務所便り『的外』３１２号（４月号）、３１３号（５月号）、３

１４号（６月号）において内容や目次を抜粋し紹介させていただきました

新刊書『田舎弁護士の大衆法律学 医療過誤裁判に対する疑問 過失
と因果関係の証明』（発行所 株式会社エムジェエム）が、８月１０日に

ようやく発刊の運びとなりました。

この本の構想は数年前から暖めていたものですが、実際に執筆を開始し

たのは本年１月１日でした。草稿が完成したのは私の７４歳の誕生日であ

る５月２０日でしたが、その後大幅な再編や読み合わせ等を行ったため、

印刷所である三陸印刷株式会社さんに入稿したのは６月８日でした。

その後、４回の校正を重ね、本日（７月２２日）無事に校正を終えるこ

とができました。現在、三陸印刷さんにおいて印刷・製本を進めていただ

いている真っ最中です。

今回も、この事務所便りをお読み下さっている皆様方のご指導、ご支援

のお陰で無事に発刊までたどり着くことができました。また、三陸印刷さ

んには、編集のみならず装丁デザインについてもお力添えをいただきまし

た。陰に陽に私を支えて下さった皆様方に対し、心底より感謝と御礼を申

し上げます。本当にありがとうございました。

これまで予想に反して多くの皆様から購買申込を頂戴しています。この

本の内容にご関心がおありの面もあるかもしれませんが、私に対するご支

援のお心によるものと心底より御礼を申し上げます。

ご予約をいただいている皆様方には、当初の予定よりも発刊が大幅に遅

れましたことを、この場を借りてお詫び申し上げると共にご報告申し上げ

る次第です。何卒ご容赦下さい。発刊されましたら、発行所である株式会

社エムジェエムより順次お送りさせていただきますので、今しばらくお時

間を頂戴できれば幸いです。

なお、今回も念のため「購買申込書」を同封させていただきますので、

ご興味がおありの方は是非ご利用下さいますよう、お願い申し上げます。


