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   結   論 

1.AEの平和思想は主に外的な要因によって 

形成された(ユダヤ人であること,戦争の絶えな
い時代に生きたこと,ナチスの暗殺リストにのる
人物になっていたことなどのため) 

2.ナチス台頭以降 ,AEの平和思想は変化した
(武器をとるな,徴兵に応ずるなという絶対的 

平和主義から,やむを得ない場合は武器をとる
‘確信ある’平和主義へ) 

3. 各国が軍事力,司法権などを放棄して世界政
府に委ねる構想を持っていた 
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Berlin1914-1932 

 

Ulm1879-1880 

 

Prag1911-1912 

München1880-
1894 

Zürich1896-
1900,1909-
1911,1912-1913 

Bern1900-1909 
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「ヨーロッパ人への宣言」 

         1914/10 G.F.Nicolai 

（独のベルギー侵攻に対
して）「欧は良き文化を
まもるために統合しよ
う」署名者：(アインシュ
タインを含む)4人 

 

侵攻肯定の別の宣言に
は独文化人93名の署
名 
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「科学における革命： 

宇宙の新理論： 

ニュートンの考えはくつ
がえされる」 

        

      Times 1919/11/7 
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京
都 

アインシュタイン  手に枝花を持ち京都・知恩院を散策 
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   絶対的平和主義者として 

「戦争参加一切拒否[理由の如何を問わず
一切の戦争に参加せず，また直接間接
のいかなる支持も与えない]の国際運動
は，この時代の最も希望に満ちた進歩の
一つだと，私は信じます。」 

 
1928/11/25  

戦争反対抵抗者インターナショナル英国部会へ の書簡 
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   Adolf Hitler 1889-1945   

 1930/9ナチ党選挙で大勝  1933ヒトラー首相  
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確信ある平和主義者として 「私がいささかも戦
争の支持者になっ
たという訳ではあ
りません．反対に
ヨーロッパの民主
的な国々の軍備
は，この悪い時代
に，平和主義の目
的に近づく一方法
であると，私は率
直に見ています」 

 1933/12/3 英の学者へ 風刺画 The Brooklyn Eagle1933 
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1939年F.ルーズベルト宛の原爆製造研究進
言の手紙に署名,この行為を一生悔やむ 

F.ルーズベルト 
 

 

署名 
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1945/8/6 広島に原爆投下 
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宮島弥山(標高
535m)からの 

広島市遠景 

(AE登頂
1922/12/20) 

 

 

 

安芸の宮島 

厳島神社 

(AE宿泊) 
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篠原正瑛(1912-2001)とAE激論を交わす  1952 
(占領政策後の原爆被害写真公開に対して) 

篠原「人類の福祉と幸福に奉仕すべき科学が
なぜこのように恐ろしい結果を生み出す手
段となったのか」 

ＡＥ「ドイツが原爆製造に成功する見通しありと
のことで大統領宛の手紙に署名した．私
は絶対的平和主義者ではなく，確信ある
überzeugter Pazifist 平和主義者であり

暴力の使用を認める場合がある」 

篠原「絶対的平和主義者でないならヒットラーも
平和主義者になってしまう」 
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B.ラッセル 

「ラッセルーアイン
シュタイン宣言」発
表 1955/7/9 

「国籍、大陸、信条
に属するのではな
く、人類の一員と
しての立場から、
水爆などの危険性
を討議する会議を
招集し決議を提出
する」 
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     AEの平和思想の基本 

「私の平和主義は一種本能的な感情です。他の
人間を殺害することを考えるのは，私にとって
忌まわしいことです．私の態度は知的な理論
の結果ではなくて，あらゆる種類の残酷さと憎
しみに対する，深い反感に由来するものです」 

       (1929/7 編集者にガンジーへの評価を求められて)  

「結局のところ，あらゆる人はアメリカ人であろう
と，ドイツ人であろうと，ユダヤ人であろうと，
非ユダヤ人であろうと，人間なのです．唯一の
高貴なものであるこの観点をなんとか保つこ
とができれば，私は幸せな人間です」  

                                New York Herald Tribune 1935/4/3  
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    世界政府論 
「われわれの中で，[物質的統一と知的協力という]こ
れらの要望を前にして生きている人々は，‘自分の
国のために何がなされるべきか’という風に考える
ことを止めなければなりません。むしろ‘一層大きな
世界共同体の基盤をおくには，われわれの共同体
は何をなさねばならぬか’を問うべきであります」  

                                    仏独友好大会1922/6 

「もろもろの主権国が存在する限り戦争は不可避であ
る．世界政府は，合衆国，ソ連邦，英国という大軍
事力を持っている三大国のみで設立されるべきであ
る．それら三国は，この世界政府に軍事力の一切を
寄託しなければならない．三大国が憲法を起草しえ
た後，より小さい国々は，その世界政府に加わるよ
うに招聘されるべきである」  

                                  Atlantic Monthly 1945/11 
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1950/2/13 TV番組 

 The first problem is to do away with mutual 

fear and distrust. Solemn renunciation of violence,  

not only with respect to means of mass destruction,  

is undoubtedly necessary.  Such renunciation, however,  

can only be effective if at the same time a supra-national  

judicial and executive body is set up and empowered 

to decide questions of immediate concern to the security 

of the nations. 

 In the last analysis, every kind of peaceful cooperation  

among men is primarily based on mutual trust and only  

secondly on institutions like courts of justice and police.  

This holds for nations as well as for individuals.  

And the basis of trust is loyalty and peace. 
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    第一の問題は相互の恐怖や不信を取り除く
ことである。 大量破壊の手段のみに関係し
ない暴力の厳粛な否定が必要なことは疑い
がない。しかしながら，このような暴力の否定
は，同時に、諸国家の安全への直接の関心
の問題を決定するために、超国家的な司法
体，行政体がつくられ，力をもつ場合にのみ
効果的になりうる． 

     結局のところ，人々の間のあらゆる種類の
平和協力は先ず，相互の信頼に基づき，二
次的にのみ裁判所や警察のような制度に基
づく．このことは個人のみならず諸国家に対
しても成立する。そして信頼の基礎は忠誠と
平和である． 
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         東海大学 (現在，１０キャンパス，２１学部) 

                      湘南キャンパス 
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