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『欲望と戦争』を書く理由『欲望と戦争』を書く理由
わ け

前々号（平成２８年７月号）では「「ひとはなぜ戦争をするのか ア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 その１インシュタインとフロイト その１」」、前号（平成２８年８月号）では「「ひひ
とはなぜ戦争をするのか アインシュタインとフロイト その２とはなぜ戦争をするのか アインシュタインとフロイト その２」」と題
して、アインシュタインとフロイトの戦争防止に関する往復書簡と、それ

に対する私見を述べました。私見の骨子は、２人の考え方に基本的には共

鳴する内容です。

そこで述べたことをベースにして、『田舎弁護士の大衆法律学 新・

憲法の心』シリーズの『第２０巻 戦争の放棄（その２０） 戦争防止論 その１

アインシュタインとフロイトの手紙』を脱稿することができました。

これも偏に、この事務所便りをお読み下さっている皆様のご指導とご支

援によるものです。心底より感謝と御礼を申し上げます。本当にありがと

うございます。

引き続き、『第２１巻 戦争の放棄（その２１） 戦争防止論 その２ 欲望

と戦争』を書き始めました。その骨子は、「日本国憲法９条は、アインシ

ュタインとフロイトの戦争防止論を超えている」という内容となります。

詳細は『第２１巻』で述べますが、今回は、その書き出し部分である「『『欲欲

望と戦争』を書く理由望と戦争』を書く理由」を紹介させていただきます。
わ け

日本国憲法９条は、釈迦、孔子、ソクラテスの哲学から脱皮し、アイン
し ゃ か

シュタイン、フロイトの先を行くものだと確信しています。
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『欲望と戦争』を書く理由
わ け

戦争を防止する方法には、２つの柱がありそうです。１つ目の柱は、戦

争を防止する外的な枠組を整えることです。２つ目の柱は、戦争を防止す

る人間の心の在り方を整えることです。

１つ目の柱については、これまで戦争を防止しようという目的で国際社

会が考え出したしくみとしては、「国際連盟」と「国際連合」があります。

国際連盟は、戦争防止のしくみとしては役目を果たせず、第２次世界大

戦を経て消滅しました。第２次世界大戦終結とほぼ同時に生まれた国際連

合は、未だ戦争防止の目的を完全に果たし切れていないというのが実情です。

アインシュタインもフロイトも述べていますが、戦争を防止するに必要

な力がないからです。国際連盟に戦争を防止する力がなく、第２次世界大

戦が勃発したことは明白です。国際連合の戦争防止機関である安全保障理
ぼっぱつ

事会も、戦争を防止する力、即ち国連軍を持っていないので、今までのと

ころ国際連合が戦争防止の外的な枠組としての役目を十分に果たすまでに

は至っていません。

戦争防止の外的な枠組は、各国の武力を国連に集め、国連軍をつくり、

武力の行使は世界警察とも言うべき国連だけが行使できるしくみができな

ければ、完成しません。

日本国憲法９条は、国として「戦争放棄」と「戦力の不保持」を宣言し

ました。戦争防止の外的な枠組は、各国が「戦争放棄」と「戦力の不保持」

を宣言し、戦力というか、警察力というか、「武力」を国連に集中させな

ければ実効性のあるものはできません。

日本国憲法は、世界に先駆け、戦争防止の外的な枠組を整えるために第

１歩を踏み出したのです。戦争を防止する方法の１つ目の柱である外的な
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枠組を整えるという意味でも、日本国憲法９条は人類史上初めての画期的

なものであり、世界史的価値を有するものだと確信します。

憲法９条は、戦争を防止する方法の１つの柱である外的な枠組を整える

第１歩を踏み出し、世界初の快挙を成し遂げたというだけではなく、戦争

を防止する２つ目の柱である人間の心の在り方を整える、つまり、ものの

考え方、哲学の面においても、人類史上初めての画期的なものであり、世

界史的価値を有するものであると確信します。

２５００年昔、既に、人間の生き方について深い思考に到達した釈迦、

孔子、ソクラテスでさえ、そこまでは考えが及ばなかったのではないかと

思える「戦争放棄」、「戦力の不保持」を掲げた憲法９条の哲学は、２５

００年前から進化が止まっていたとさえ思える、人間の生き方に対する思

想からようやく脱皮したという印象を受けます。憲法９条の「戦争放棄」、

「戦力の不保持」の規定は、そのような哲学的視点においても、極めて高

い評価を受ける価値があるものです。

釈迦も孔子もソクラテスも、「争いは動物の本能から発生するもので、

回避できない」と考えていたのだと思います。アインシュタインもフロイ

トも、その点においては同じだと思います。織田信長、豊臣秀吉、徳川家

康が武力で日本を統一したこと、「南北戦争」という武力によってアメリ

カ合衆国が統一されたことなどの例を出すまでもなく、暴力によって世の

中が統一されてきたことも事実です。

私にも、戦争は動物的本能のなせる業であり、歴史を振り返ってみて
わざ

も、これを捨てること、つまり「戦争放棄」、「戦力の不保持」は、動物

の一種である人間としては不可能ではないか、という思いもありました。

それがこれまでの哲学の基本です。アインシュタインもフロイトも、戦争

を嫌悪する人類の文化の向上を願っていましたが、人間の本能の放棄とい
け ん お

える「戦争放棄」、「戦力の不保持」までは考えていなかったと思います。
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ですが、日本国憲法９条は、そのような動物的本能さえ捨てることを宣

言したのです。それは、第２次世界大戦で６，０００万人とも８，０００

万人とも言われる人間が死んだことと、広島・長崎の被爆体験に基づくも

のです。

ここに至って、人類は「わが身を守るはずの戦争と戦力を放棄するとい

う方法でしか、人類を守ることはできない」という考えに至ったのです。

動物の一種である人間は、動物の自己防衛本能である戦争と戦力を捨てな

ければ、自ら造り出した兵器によって人類が滅亡するという状況に追い込

まれたのです。このことは、２５００年前には想定できなかったのです。

釈迦も孔子もソクラテスも、国や国民やわが身を守る争いで人類が滅亡

することがあるということを想定していなかったために、「戦争放棄」、「戦

力の不保持」という思想までは持たなかったのです。アインシュタインも

核兵器開発までは同じだったと思います。

「戦争放棄」、「戦力の不保持」は、単に物理的なことに止まるもので

はないのです。人間の生き方に対する考え方、つまり、人間の心の在り方、

哲学、宗教に関わることでもあるのです。２５００年前から自然科学はど

んどん進化し、兵器開発が進み、核兵器に至りました。しかし、人間の心

の在り方は進化しませんでした。憲法９条の「戦争放棄」、「戦力の不保

持」によって、やっと心理的な面が自然科学に追いついたという気がしま

す。

戦争を防止する方法の１つ目の柱である外的な枠組を整えるということ

は、日本国憲法や国際連合憲章などの法や条約などの法律論であり、政治

論で、これについてはこれまで『田舎弁護士の大衆法律学 新・憲法の心

戦争の放棄』シリーズの中で検討してきたつもりです。

ですが、戦争を防止する方法の２つ目の柱である戦争を防止する人間の

心の在り方の調整については、十分には検討していません。前巻（第２０

巻）『戦争防止論 その１ アインシュタインとフロイトの手紙』に

続けて、本巻では『戦争防止論 その２ 欲望と戦争』というタイト
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ルで、戦争を防止する２つ目の柱である人間の心の在り方の調整について

検討することにします。

前巻（第２０巻）では、前述の通り『アインシュタインとフロイトの手

紙』と題し、２人の往復書簡を紹介しました。

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」と考えていたのです。

戦争は、人間の行動です。戦争防止論を考える上では、人間の行動を掘

り下げなければなりません。

「行動」とは、「個人または集団が目的をもって、実際にからだを動か

すこと」（角川必携国語辞典）です。「目的」とは、「やりとげたいと目ざ

していること」です。その根源は欲望です。人間の行動を掘り下げるため

には、人間の欲望を掘り下げることが不可欠となります。

前記の通り、自然科学は、釈迦、孔子、ソクラテスの２５００年前と比

べれば、驚異的な進歩を遂げました。これは、ダイナマイトの発明が物語

っている通り、自然科学の進歩は、巨万の富を生み出します。欲に駆られ

た人間は、自然科学の研究に没頭しました。これに比べ、心の問題を考え

ても、富にはつながりません。心の研究が自然科学の研究に遅れたのも、

欲望に根本的原因がありそうです。

私は４２の厄年に糖尿病、高血圧症、高脂血症を宣告され、６２の厄年

には慢性腎不全で人工透析導入を宣告されました。６０歳代の１０年間は

入退院の繰り返しでした。１０回にわたる手術も受けました。死も覚悟し

ました。そのような中で「人間は、欲望によって行動している」という体

験を、いやというほど味わいました。

そのような体験の中から、欲望について掘り下げてみました。拙著『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」－』

（発行所 株式会社エムジェエム、発行日 平成２８年１月２８日）におい

て、「体験的欲望論」をまとめてみました。
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体験を通じた私の欲望論を紹介することは、戦争防止論を語る上で無意

味ではないと思いますので、次項では「体験的欲望論」を述べることにし

ます。

『年寄りのための童話』として書いたものですから、できるだけ読みや

すく、わかりやすいということを念頭に置きました。論理的ではありませ

ん。自分の思いつきを書いたもので、皆様にお読みいただける代物ではあ

りませんが、自分が体験し感じたこと、思うことを素直に述べました。「そ

んな考えもあるのか」程度に受け止めていただければ幸甚です。

理論も大事でしょうが、「戦争はいやだ」、「戦争は絶対反対だ」という

素朴な感情も軽視できないと確信します。誰でも「戦争はいやだ」、「戦

争は絶対反対だ」と思っているにもかかわらず、これまで戦争は繰り返さ

れてきました。現在も、地球上のどこかで戦争状態は発生しています。

「戦争反対」という１人１人の素朴な思いは、なぜ実現されないのでし

ょうか。その根本的原因を突き止めるためには、人間の行動の基となる欲

望を掘り下げることは不可欠です。

そこで、この巻では『欲望と戦争』というタイトルで、戦争を防止する

方法の２つ目の柱である人間の心の在り方の調整の問題について、私見を

述べることにします。

心の在り方の調整の問題は、人間１人１人の内心の問題ですから、１人

１人が異なり、一概に論じることは困難な問題です。ですが、人間には誰

にでも共通して感じる印象があります。一例を挙げれば、砂糖を舐めれば
な

甘く、塩を舐めればしょっぱく感じます。これは、人種によっても性別に

よっても年齢によっても変わりません。

私１人の体験に基づいた欲望論によって、戦争を防止する方法の２つ目

の柱である戦争防止のための心の在り方の調整の問題を述べてみます。

異なる印象を持つ方も大勢いると思いますが、共鳴して下さる方もいる

かもしれません。「戦争絶対反対」の立場としては、兎にも角にも戦争防
と かく

止に役立ちそうなことがあれば、述べることにします。
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

『大震災・巨大津波を詠む
－５年後の再発行－（第３分冊）』

前号（平成２８年８月号）で、「３・１１は、人の心の持ち方の大切さを

教えてくれた」と題して、『大震災・巨大津波を詠む －５年後の再

発行－（第３分冊）』の「まえがき」と「『予約頼む』の兄の声に 『了

解』と応じた旦那 店は流されてなし」という一句を紹介させていただき

ました。

割と好評でしたので、今回は『第３分冊』に収録されている句の一部
とその解説、５年後の心境を転載させていただきます。いずれも、家内の

ことで 些 か恥ずかしいのですが、「あんなこともあったなぁ」という思
いささ

いで紹介させていただきます。

『第３分冊』は、現在三陸印刷株式会社様（宮城県気仙沼市）におい
て印刷中で、１０月上旬に発刊される予定です。それに先駆け、その一部

を紹介する形となります。『第３分冊』には、全部で２１句が収録され
ています。その句に対する詠んだ当時の解説と、５年が経過した現在の心

境が述べられています。

興味がおありの方は、「購買申込書」をご利用の上、発行所・株式会社

エムジェエム宛にお申し込みいただければ幸甚です。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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大震災の
沙汰も金次第
さ た

よくぞ出した

大きなへそくり
家内大明神

H23. 3.19

兄は、会社を経営しています。従業員のため、まさかに備えて最低限の
そな

現金は確保していたのですが、「緊急時だから少しでも多い方がありがた

い」と言うので、なんとか協力したいと思ったのですが、銀行も休日など

で動きません。

「仕方ない」と思っていたところ、妻が「これを使っておいて」と言っ

て、まとまった札束を目の前に差し出しました。明日 3月 20日（日）、そ

れを持って兄のところに行くことにしました。

まさかの時のために貯めていたへそくりだそうですが、妻は「お父さん

が働いた金だ。自由に使ってほしい」と言ってくれました。

このときばかりは、妻が「大明神」に見えました。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

〇家内ウルトラ大明神
だいみょうじん

「明 神」とは、神を敬った言い方です。その上に「大」がつくのです
みょうじん うやま



- 9 -

から、「大明神」と言えば、これ以上はない最上級の褒め言葉です。妻が
ほ

へそくりの札束を差し出してくれたときには、「家内大明神」という言葉

が口から出ました。

「地獄の沙汰も金次第」と言いますが、千年に一度とも言われる3・11
さ た

の大災害直後においても、「金が物を言う」で、金の力で解決しなければ

ならないことが少なくなかったのです。

兄は、津波で車を失った人達のために100台の軽自動車を準備し、無償

で被災者の足として役立てたようです。妻のへそくりも、わずかですがそ

のようなことに役立ったものと思います。

それから1年3か月後、私は妻から腎臓の提供を受け、生体腎移植手術

を受けました。新たな命をもらいました。ここまできますと、「大明神」

では言い足りません。「大明神」の前に、「ウルトラ（超）」の字を入れて、

「家内ウルトラ大明神」と呼ぶことにしました。

普段、「金は、生活に必要な程度あればそれでいい」と考えていました

が、このような経験を経て、「いくらかは備蓄が必要だ」と思うようにな

りました。ですが、金は「御足」と言われる通りで、足があるようにすぐ
お あ し

出て行ってしまいます。毎月の遣り繰りに追われ、備蓄にまでは届かない
や く

のが実情です。

最近、『長生きを楽しむコツ』シリーズの10冊目となる『その十 －総

論２「欲望」－』という本を発刊しましたが、その中で「人生は欲で楽し

み、欲で苦しむ」と書きました。「人生は金で楽しみ、金で苦しむ」と書

き換えることもできる気がします。

ある人が、「自由になる金が500万円あれば、自殺は思いとどまる」と
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語っていたことを思い出します。「そうかもしれない」と思い当たること

があります。金は命を救うこともあるのです。

妻のへそくりが大恩ある兄の役に立ち、私は恩の幾分かでも返すことが

できました。兄はそれを活用し、被災地の多くの人のために役立てました。

妻のへそくりは、3・11の被災者のために何某かの役に立ったのです。
なにがし

そのような縁（円）が巡り巡って、「他力の連鎖」で私は健常者になれた

気がします。そう考えると、いよいよ「家内ウルトラ大明神」ということ

になります。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

あの家も
この家も消え

瓦礫の野
が れ き

H23. 3.20

「あそこには豪邸があった」。だが、影も形もありません。「ここには

数億円かけたという豪邸があった」。それも影も形もないのです。あるの

は一面、瓦礫の山です。
が れ き

数千万円や数億円をかけた豪邸が、一瞬のうちに消えてしまったのです。

巨大津波で多くの人命が奪われ、人の命の 儚 さを知らされましたが、豪
はかな

邸もまた儚いものであることを知らされました。街全体が消え、瓦礫の野

原となったのです。
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たくさん金を稼いで豪邸を建てることは生き甲斐の一つかも知れません

が、それだって儚いものであることを知らされました。あまり、こだわり

たくはありません。小さな家でも満足です。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

〇終の棲家
つい す み か

自宅は、新幹線一ノ関駅のホームの隣にありました。ホームにいる人と

会話ができる距離です。平成２７（２０１５）年暮れに撤去し、跡地は更

地となりました。3・11の影響で、一ノ関駅通過の新幹線列車が走るたび

に家全体がガタガタしていました。もう限界でした。跡地には自宅を新築

しようと考えていました。

妻が「自宅はいらない。一戸建ての家とローンを残されても手に余る」

と言い出しました。「なるほど、その通りだ」と納得しました。

子供達も成人に達し、それぞれの生活をしています。妻と2人だけの生

活をしていますと、普段はダイニングキッチン（台所と食堂を兼ねた部屋）

と寝室と風呂とトイレがあれば十分です。それに小さな寝室が予備として

あれば、子供の誰かが帰ってきても何とかなります。

自宅の取り壊し直前よりマンション生活に入りました。住んでみたら、

「これはいい」と妻も私も納得しました。鍵一つで自由に出入りできます。

戸締まりの心配をする必要はありません。庭掃除も雪掻きも不要です。電
か

気も水道も、調子の悪いところがあれば管理人に伝えるだけです。生活し

やすいのです。便利なのです。
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「灯台下暗し」でした。手近なところが見えていませんでした。仕事柄、

1人残された高齢者が広い家屋敷の管理に四苦八苦している事例はよく知

っているのに、自分のことには気づかなかったのです。広い家屋敷は、家

族が多いときはいいのですが、いずれ家族はバラバラになります。残され

た者は年を取り、体力がなくなり、管理が難しくなります。その上、ロー

ンまで残されては堪りません。
たま

3・11を体験し、「豪邸は不要」というサンプルを見せてもらったのに、

うっかりしていました。「自宅はなければならない」などと、よく考えも

せずに思い込んでいたのです。妻に言われて、自分の愚かさにはっと気づ

きました。

妻は、跡地に新幹線の改札口まで歩いて2～3分という立地条件を生か

し、介護までは必要ではないが、老後を仲間と楽しみたい方のためのサコ

ウジュウ（○サ ービス付き○高 齢者向け○住 宅）にして、超高齢化社会
に役立たせたいと提案しました。即座に賛成しました。平成28（2016）

年7月に着工しました。年内には完成予定です。妻と末っ子が経営します。

私は入居仲間に入れてもらうべく、第1号の入居契約者となるつもりです。

妻の考え方は合理的だと思い、賛成したのですが、本音を言いますと「今

度自宅を建てたら、そこが『終の棲家』となるのだろう」と思った瞬間、
つい す み か

「終の棲家など欲しくない」という思いが湧いていたのです。

「人生はどこで終わってもよい。終の棲家など不要」という哲学が浮か

んだのです。生まれる場所は選べません。死ぬ場所だって選べないのです。

自宅で死ぬ人はそう多くはありません。現代は、結婚式だって葬式だって、

自宅でする家は少なくなりました。人生は旅です。豪邸も終の棲家も不要

です。


