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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」」その２その２

前号（平成２８年７月号）で、浅見昇吾氏訳の『ひとはなぜ戦争をす

るのか』（発行所 株式会社講談社、発行日 ２０１６年６月１０日第１刷）

を紹介しました。「早速購入して読んでいる」という方が何人かおられま

した。「アインシュタインのファンだが、アインシュタインとフロイトの

間で書簡を交わしていたことは知らなかった」という方もおられました。

他方、「いつもの事務所便りよりも、少し難解で読み難かった」という方
にく

もおられました。

前号では、アルバート・アインシュタイン（1879-1955）からジグムン

ト・フロイト（1856-1939）に対する手紙を紹介しただけでしたので、今

回はフロイトからアインシュタインに対する返信を紹介する予定でした。

「少し難解で読み難い」というご指摘を受け、躊 躇するところもあり
ちゅうちょ

ますが、アインシュタインからの「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？」という問い掛けに対し、フロイトがどういう回

答をなしたかについては興味があります。

フロイトからアインシュタインに対する手紙は、アインシュタインから
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フロイトに対する手紙の４倍にもなる長文です。これを全て紹介すること

は、紙面の都合上不可能です。心理学者の文章ですから、難解なところも

あります。そこで、そのポイントの絞り方にも問題がありそうですが、ピ

ンポイントに絞って簡明に紹介することにします。

私なりのコメントをつけますが、文字通り『的 外』な説明となるかも
まとはずれ

しれません。ですが、「乗りかかった船」です。途中で止めるわけにはい

きません。もう１回、お付き合い下さい。詳しいことは、後日発刊する『田

舎弁護士の大衆法律学 新・憲法の心』の『第２０巻 戦争の放棄（その２

０） 戦争防止論』において述べますので、是非お目を通して下さるようお

願い申し上げます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

アインシュタインへの手紙 ジグムント・フロイト
（ 抜 粋 ）

１９３２年９月 ウィーンにて

アインシュタイン様

（抜粋１）

あなたが手紙の中で端的に主張したのと同じ結論が出てきます。

戦争を確実に防ごうと思えば、皆が一致協力して強大な中央集権的

な権力を作り上げ、何か利害の対立が起きたときにはこの権力に裁

定を委ねるべきなのです。それしか道がないのです。

しかしこの道を進むには、２つの条件が満たされていなければな

りません。現実にそのような機関が創設されること、これが１つ。

自らの裁定を押し通すのに必要な力を持つこと、これが２つ目です。
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国際連盟下において、アインシュタインとフロイトの戦争防止のための

書簡のやり取りがありましたが、第２次世界大戦は勃発しました。これは、
ぼっぱつ

アインシュタインとフロイトが言う「そのような機関」は創設されていた

のですが、戦争を防止する力がなかったということになります。第二次世

界大戦を経て創設された国際連合も「そのような機関」で、加盟国も国際

連盟と比べれば飛躍的に増大し、世界のほとんどの国が加盟しています。

ですが、戦争を防止する力は十分ではありません。戦争防止の国際連合の

機関である安全保障理事会は、常任理事国一国の拒否権の行使により、な

かなか決議が成立せず、戦争防止のための国連軍は容易に動きません。そ

もそも国連軍ができていないのです。「国連の裁定を押し通すのに必要な

力」を持っていないのです。

最近、中国の領海侵犯に対する仲裁裁判所の裁定もそれを押し通すのに

必要な力がないものですから、中国はその裁定を無視しています。国連決

議を無視して、ミサイル発射、核実験を繰り返す北朝鮮も同じです。アイ

ンシュタインもフロイトも望んだような、自らの裁定を力ずくで押し通せ

る国際的機関は、未だにできていないというのが現実です。

集団的自衛権というのは、それに代わるものの如く一見、見えますが、

反対勢力側も集団的自衛権を行使すれば、戦争が大きくなるだけです。集

団的自衛権は、裁定に絶対的な権威を持たせることになるどころか、戦争

を拡大させるだけです。戦争防止に逆行する考え方だと思います。

（抜粋２）

人間はなぜ、いとも簡単に戦争に駆り立てられるのか。あなたは

このことを不思議に思い、こう推測しました。人間の心自体に問題

があるのではないか。人間には本能的な欲求が潜んでいるのではな

いか。憎悪に駆られ、相手を絶滅させようとする欲求が潜んでいる

のではないか。

この点でも、私はあなたの意見に全面的に賛成いたします。その
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ような本能が人間にはある、と私は信じています。

アインシュタインもフロイトも「人間が戦争に駆り立てられるのは、人

間には憎悪に駆られ、相手を絶滅させようとする欲求が潜んでいるからだ」

と考えています。それは否定できません。そもそも人間の行動は、欲求に

よって動かされているものだと思います。これは、人間に限ったことでは

なく、動物は皆、同じだと思います。

私は、『年寄りのための童話 長生きを楽しむコツ』の『その十
－総論２－ 欲望』において、「欲望」とはどのようなものかにつき、
自らの体験を基に述べました。その中で、「欲望と戦争」という項も設
けました。『田舎弁護士の大衆法律学』の『第２０巻 戦争の放棄(その２０)戦

争防止論』において述べるつもりです。

動物と人間の違いは、人間が科学的知識を持っているという点にありま

す。動物には科学的知識はありませんから、兵器の開発ができません。動

物は自らの欲求を押し通すための暴力に及んでも、その被害は自然の摂理

の中で一定の限界線が引かれています。だから互いに相手を根絶やしにす

るまではしません。これに対して、人間は科学的知識があり、兵器の開発

ができるため、大量殺人兵器が限りなく開発されていきます。その結果、

広島・長崎の原爆投下に至り、今や相手を根絶やしにするだけでは、味方

も含め、地球壊滅、人類滅亡の危険さえ現実となっています。暴力によっ

て自己の欲求を満足させようとすることは、人間も他の動物も変わりあり

ませんが、人間は科学的知識があるという点において欲求をコントロール

しなければならないという他の動物とは異なる立場に追い込まれているこ

とを、私達は自覚しなければならないのです。2500 年前に釈迦が「少欲
し ゃ か

知足」を説いています。今日まで欲望のコントロールの方法は進化して
いないのに、科学の進化、兵器の開発が驚異的に進んだため、このような

極めて危険な状況となったのです。
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（抜粋３）

私たち（平和主義者）はなぜ戦争に強い 憤 りを覚えるのか？ あなた
いきどお

も私も、そして多くの人間が人生の数多くの苦難を甘んじて受け入れてい

るのに、戦争だけは受け入れようとしないのはなぜなのか？ あなたの手

紙のなかでは言及されていませんでしたが、私が強い関心を寄せている問

題です。

不思議ではないでしょうか。戦争は自然世界の掟に則しており、生物学

的なレベルでは健全であり、現実には避けがたいものなのですから！

どうか私の問いかけに驚かないでください。何かを理論的に考察するた

めには、（現実の生活とは違い）物事を高みから眺めるような超然とした

態度をとることも必要でしょう。

私の問いに対してすぐ思い浮かぶ答えは、次のようなものでしょう。

なぜなら、どのような人間でも自分の生命を守る権利を持っているから。

なぜなら、戦争は１人の人間の希望に満ちた人生を打ち砕くから。

なぜなら、戦争は人間の尊厳を失わせるから。

なぜなら、戦争は望んでもいない人の手を血で汚すから。

なぜなら、戦争は人間が苦労して築き上げてきた貴重なもの、貴重な成

果を台無しにするから。

それだけではありません。いま戦争に勝利しても、かつてのように英雄

になれるわけではないのです。破壊兵器がこれほどの発達を見た以上、こ

れからの戦争では、当事者のどちらかが完全に地球上から姿を消すことに

なるのです。場合によっては、双方がこの世から消えてしまうかもしれま

せん。

いま述べたことに異議を唱える人はいないと思われます。つまり、戦争

に対して人間が皆反対の声を挙げてしかるべきなのです。もし戦争に反対

しない人がいたら、そのことのほうが不思議なのかもしれません。

「私たち（平和主義者）はなぜ戦争に強い 憤 りを覚えるのか」とフロ
いきどお

イトは自問し、その答えを自ら示しています。そこに書かれていることは
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その通りだと思います。

その上、フロイトは「破壊兵器がこれほどの発達を見た以上、これから

の戦争では、当事者のどちらかが完全に地球上から姿を消すことになるの

です。場合によっては、双方がこの世から消えてしまうかもしれません」

と述べています。この言葉は、原爆が発明される以前の言葉です。フロイ

トは、原爆の出現を予測していたのでしょうか。心理学者であるフロイト

は、そこまで予測していたとは思いませんが、物理学者であるアインシュ

タインは、或いは原爆の出現を予測していたのではないのでしょうか。原

爆の発明にはアインシュタインの理論が使われているそうです。

フロイトは「戦争に対して人間が皆、反対の声を挙げて然るべきなので

す。もし戦争に反対しない人がいたら、そのことの方が不思議なのかもし

れません」と言い切っています。核兵器が開発されていない 1932 年当時

においても、フロイトはこのように言い切っているのです。核兵器が地球

上に氾濫している現在において、なんだかんだと理屈を言って、「戦争も
はんらん

止むを得ない」などと考える人は、「不思議な人間」と言わなければなり

ません。そのような人間が振りかざす理屈に騙され、戦争に反対しない人
だま

は、私は何かが狂っていると思えてならないのです。集団的自衛権の行使

を主張する政治家、それに賛同する国民の姿を見ていますと、どこかが狂

っていると思えてならないのです。

（抜粋４）

文化の発展が生み出した心のあり方と、将来の戦争がもたらすとてつも

ない惨禍への不安 この２つのものが近い将来、戦争をなくす方向に人

間を動かしていくと期待できるのではないでしょうか。

私は、暴飲暴食をし、糖尿病、高血圧症、高脂血症となり、慢性腎不全

になりました。このような病気が原因で人工透析療法に入った者の５年後

の生存率は５０％を切ります。６２歳の厄年に人工透析に入るように２つ

の大学病院で宣告されたときは、「６５歳くらいまで生きられればそれが
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限界か」と覚悟を決めました。しかし、奇跡的な縁を得て、故・出浦照國
いでうらてるくに

先生の食事療法に入りました。食事療法に入った当初は、それまで暴飲暴

食に慣らされていましたので、食事のコントロールは地獄でした。ですが、

「それを食べたり、飲んだりしたら死ぬ」という思いで食事のコントロー

ルを続けたところ、だんだんと食事制限ができるようになりました。食事

療法を開始し、約５か月続けたところ、それまでの焼肉とビールの生活か

ら脱することができ、「米旨し 野菜も旨し ダイエット」という 拙 い句が
つたな

出てきました。

戦争は、人間の本能的な欲求に基づくものであり、それは動物的な欲望

でもあり、止められないものかもしれないという思いは、アインシュタイ

ンにもフロイトにもありそうですが、私は欲求と欲求の調整によって回避

することができるということを、自らの食事療法の体験を通じて痛感して

います。

つまり、「食欲」という欲求を抑えるために、「死にたくない」という

欲求を使うのです。「人を殺したら、死刑にする」という刑罰は、「人を

殺したいという欲求を実行したら、死刑になる」という危機感で抑えよう

とするものです。戦争を防止するためには、2500 年前、お釈迦様が「少
欲知足」を教えましたが、欲を抑えることと、危機感が不可欠だと確信
します。

そして、フロイトは「文化の発展が生み出した心のあり方」と表現して

いますが、自然科学の進歩に著しく遅れてしまった「心のあり方」につい

て、人間１人１人が考え、サミットなどと呼ばれる国際的会議の場におい

て真剣に議論されなければならないと確信しています。今や、第３次世界

大戦になったら、地球壊滅、人類滅亡は避けられない状況にあります。そ

の危機感を世界中の人間１人１人がしっかり認識し、戦争に反対するとい

う考えを共有しなければならないのです。私は命のある限り、「戦争反対」

を何度でも繰り返し語り、そして書き続けます。

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

「３・１１は、人の心の持ち方の大切さを
教えてくれた」

『大震災・巨大津波を詠む ５年後の再発行』は、（第１分
冊）と（第２分冊）を発行しました。近々、（第３分冊）を発行する
予定です。平成２８（２０１６）年９月中には発行させるつもりです。

（第３分冊）のテーマは「３・１１は、人の心の持ち方の大切さを教
えてくれた」ということになります。発行に先立ち、いつものようにこ

の事務所便り『的外』の平成２８（２０１６）年８月号（第３１６号）

において、その「まえがき」と一句を紹介します。興味が湧きましたら、

是非お読み下さい。念のため「購買申込書」を同封しますので、何分よ

ろしくお願い申し上げます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

まえがき

平成23（2011）年5月20日に『大震災・巨大津波を詠む』（平成23年8
よ

月25日初版発行、以下『詠む』と略称します）の「まえがき」を書きま

した。そこでは、「千年に一度とも言われる大震災・巨大津波の思い出を、

文字によるアルバムにしてみようと考えました」と述べました。読み直し

てみますと、「あんなこと、こんなこと、あったでしょう」という感じが

し、アルバムの役目は果たしている気がしました。

『5年後の再発行』（第１分冊）の「まえがき」では、「3・11は、過去

ではなく『現在進行形』であり、今なお現在進行中なのです」と述べまし

た。（第２分冊）の「まえがき」では、「3・11は警鐘である」と述べまし

た。

この（第３分冊）の「まえがき」では、「3・11は、人の心の持ち方の
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大切さを教えてくれた」ということを述べます。

3・11の巨大津波を受けた直後の被害者に接し、心の持ち方によって生

き方に大きな差が出ることを改めて知らされました。

「ポジティブ」とは、「積極的」、「肯定的」という意味のようです。「積

極的」とは「自分から進んで働きかけようとする様子」、「肯定的」とは

「その通りで、間違っていないと認めること」と角川必携国語辞典は解説

しています。

その反対が「ネガティブ」です。「消極的」、「否定的」ということにな

ります。

3・11直後の大勢の被害者に会って、心の持ち方がポジティブかネガテ

ィブかによって、人生は大きく変わるということを強烈に印象づけられま

した。「人生は心次第」ということが実証されました。

あれだけの被害を受ければネガティブな気持ちになることはやむを得な

いとは思います。ですが、ポジティブな方にも出会えました。その方達の

5年後の今日を見ていますと、3・11以前に倍して商売は繁盛しています。

活気に溢れ、いきいきとしています。5歳年を取ったはずですが、3・11
あふ

以前より若返っている気さえします。

今、私は「ポジティブ」の意味は「積極的」とか「肯定的」で間違って

いるとは思いませんが、まずその前提は「受け容れる」ということではな

いかという思いに至っています。

3・11の巨大津波によって、人も家も船も車も流されました。それは動

かすことができない受け容れなければならない事実です。厳然たる事実で
げんぜん

す。つらく我慢するのが大変苦しいことです。しかし、そのことを悔いて

ばかりいても仕方ありません。そのことを事実として受け容れた上で、そ

の先をどうするかを考えるというのがポジティブな生き方です。

まず、釈迦が教える「諦念」、つまり、ある事実、起きた事柄を「仕方
ていねん

ない」と受け容れ、さらには「鳴かぬなら それが一番 ホトトギス」（『い

なべんフィロソフィー』）というポジティブな心から、前向きな行動は始
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まるのだと思います。

本当に困ったときこそ、心の持ち方が人生を決めるのです。「スキーは

バランス良く滑ることより、バランスを崩したときにどうバランスを戻す

かが大事である」とスキーの名手が言ったということを知りました。人生

も、スムーズに進んでいるときよりも崩れかかったときにどう立て直すか

がキーポイントだと確信しました。人生は綱渡りです。「崩れかかったバ

ランス」の立て直しの連続です。そのことを3・11から改めて学びました。

平成28（2016）年4月24日

青空浮世乃捨
あおぞらうきよのすて

（田舎弁護士 千 田 實）
い な べ ん ち だ みのる

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

「予約頼む」
の兄の声に
「了解」と

応じた 旦那
だ ん な

店は流されてなし
H23. 3.20

兄は、『福よし』の旦那に「今夜予約を頼む！」と声をかけました。『福
だ ん な

よし』の旦那は「何時？」と尋ね、兄が「６時」と答えると、旦那は「了

解！」と、威勢のいい大きな声で応じました。兄も旦那も、満面の笑顔で

した。

兄の自動車会社は巨大津波を被り、兄の妻が経営する書店は 23 万冊の
かぶ

本が全滅し、それだけで 1億 7千万円の損害を被りました。『福よし』の
こうむ

旦那は店がなくなってしまいました。その 2人の会話は暗いところがなく、
嘘のように明るいものでした。
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兄にも『福よし』の旦那にも、「終わったことは仕方がない。前を向い

て頑張ろう！」という意気込みが感じられました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

〇いなべんフィロソフィー

「人生は楽しみ合うのみ」というのは、私の哲学です。大病を経験し、

3・11を経験し、74歳という馬齢を重ねた今日、「人生はどう生きるべき
こんにち

か」という問いに対する私の回答なのです。

「人生は楽しみ合うのみ」というキャッチフレーズ(短くて印象に残る

文句)を『いなべんフィロソフィー（哲学）』と名付けました。

60代に入り、10回の手術を繰り返し、死を覚悟したこともありました。

3・11の巨大津波で、一瞬にして多くの知人、友人を失いました。元気で

いられることは、ありがたい偶然に過ぎないのです。人と話ができたり、

一緒に食べたり飲んだり、行動を共にできることは奇跡的なことなのです。

生かしてもらっているなら、その間は一瞬一瞬を楽しみ合った方がいい

に決まっています。他人といがみ合ったり、敵意を持つなど愚の骨頂なの
ひ と

です。どうしてもいやならば、近づかなければいいだけです。いやなこと

はしなければいいのです。

『いなべんフィロソフィー』は、「フィロソフィー」が「哲学」と訳さ

れてしまったので何だか難しく感じられますが、そうではないのです。「生

きるための知恵」と訳せば、わかりやすい言葉となります。

ですから、『いなべんフィロソフィー』は、「この世を楽しく生きるた

めの知恵」ということになります。最近、『長生きを楽しむコツ』という

冊子（「さくら色の本」シリーズ）を書いています。すでに『その一』か

ら『その十二』まで発刊済みです。その内容は、「長生きを楽しむために

はどうしたらよいか」という具体例を、私の経験を踏まえて述べています。

結局、「心」の問題に尽きるのです。
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「今夜予約を頼む！」、「何時？」、「6時」、「了解！」と大声を張り上げ

ていた兄と『福よし』の旦那のやり取りに、巨大津波で流された「日本一

の焼き魚」を提供する店は、目の前にあるような気がしました。

店は流されてからまだ10日、影も形もありません。ですが、2人の会話

を聞いていると、店が心の中にはあるのです。話しているだけで、店があ

りそうで楽しくなるのです。いい会話です。5年が経った現在も耳に残っ
い ま

ています。兄も『福よし』の旦那も笑顔でした。あの笑顔は、現在も目に

焼き付いています。

「人生は楽しみ合うのみ」です。あの時の兄と『福よし』の旦那から教

えられました。そこから『いなべんフィロソフィー』は生まれました。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

『グランルーム』のご案内

私の妻と二男とが経営する株式会社エムジェエムが立ち上げるサコウジ

ュウ（○サ ービス付き○高 齢者向け○住 宅）『グランルーム』は、ようやく
平成２８（２０１６）年７月から建設工事に着工しました。１２月には完

成する予定です。

「元気な高齢者の第２の人生の社交場」にしたいとの考えのようです。

私は、第１号の入居契約者になりました。

この事務所便りに『グランルーム』のご案内状を同封してほしいとの申

し出がありましたので、パンフレット（説明書）の抜粋を同封します。興

味がおありの方は、是非お目を通して下さるようお願い申し上げます。

さらに詳しいことをお知りになりたい方には、詳細なパンフレットをお

送りしますので、恐れ入りますが、お電話（0191-23-8960）、若しくは
ＦＡＸ（0191-23-8950）で、「みのる法律事務所」までご一報下さい。


