本シリーズにおいては、第３次世界

ＷＷ３について考察をしておく事は極

なっている。そうした状況で予防的に

ＷＷ３の恐怖が見え隠れするように

そのように最近世界の人々の視界に、

界で、＃ＷＷ３の文字が飛び交った。

状況が形成され、インターネットの世

既に生理面からの考察は（Ⅰ）とし

こで採用している。

ナロジカルに用いて論じる方法論をこ

て捉える方法論」を地球社会全体へア

心理―精神の三位一体の重層構造とし

察の為の方法論として「人体を生理―

部作からなる本稿を起こした。その考

て始めてキチンと第３次世界大戦を考

章の（Ⅲ）の精神的側面とが一緒になっ

い。あくまでも（Ⅰ）の生理的と、次

の発生の可能性を論じる訳にはいかな

理的側面のみだけで、第３次世界大戦

の考察を行うが、
（Ⅱ）で考察する心

からの「第３次世界大戦は近いのか？」

として捉える
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世界と共に生きる、よりスマートでより美しい日本

第３次世界大戦は近いのか
～心理的側面からのアプローチ
（Ⅱ）
～

大戦（ＷＷ３）の可能性を事前に周到

めて有意義であると考え、それ故、生

察することが出来る。しかしここで論

地球を生理 心- 理 精- 神の複合体

に論じるのが目的である。つい最近、

て行ったので、今回は（Ⅱ）の心理面

〈はじめに〉

健

飛岡
理（Ⅰ）
、心理（Ⅱ）
、精神（Ⅲ）の３

（株）人間と科学の研究所 所長

アメリカとイランとの間で一触即発の

金沢工業大学客員教授

世 界 と 共 に 生 き る 、よ り ス マ ー ト で よ り 美 し い 日 本
しての心理的側面を扱うのが本稿（Ⅱ）

響は大きい。その影響の大きい実体と

然として実在する実体であり、その影

じる心理的側面は、空想ではなく、厳

も、まだ心理は人間の知的理解におい

ようになってきている。そうは言って

い〝心理〟が様々に科学的に語られる

も増えていて、今まで捉えどころの無

や〝音声病理学〟として議論される事

深めねばならない。

えず心理についてのより一層の認識を

事は間違いない。それ故に、我々は絶

大きなインパクトを与える実体である

ても、少しくどいが人間の造る社会に

ているのだ。

そしてここで心理を語る際に、次の

点を強く認識して欲しい。

人間の心理は、人間の「言葉、意識、

簡単に言えば生理とは、人体を物理、

ついて事前に触れておく事にする。

位一体の階層構造の分類、特に心理に

ここで今一度生理～心理～精神の三

集団心理を、出来るだけ科学的に扱う

ａｓｔｒｏｐｈｉｃ）に戦争に向かう

面、特にカタストロフィック（Ｃａｔ

解の進歩は、地球上の人類の心理的側

て不明が多い。しかし心理の科学的理

うになったものが、精神の一部を構成

私は心理が体系化し、文章化されるよ

が、心理的にも援用することが出来る。

した尺度は知識に対してのものである

にまで及んでいる。実は図Ⅱ―１に示

及ぶ範囲と重なり、その内部から宇宙

らを文型（Ｓｔａｔｅｍｅｎｔ）にし、

名する能力であり、次いで知性がそれ

は単語としての処々を分離識別し、命

のである。ある意味で悟性のスタート

先に感覚が存在していたし、している

感覚や感性に根差している。言葉より

の話であるが、心理の原型は、人物の

は、文字通り意識が備わっているから

それらを文章（Ｓｅｎｔｅｎｃｅ）に

の出来事が、心の

は宇宙の誕生以来

類の誕生、あるい

のマグマの如く人

にあり、地中深く

して登場すると共

ホモサピエンスと

て 人 間 の 心 理 は、

わっていく。従っ

の人間に理性が備

会的存在として

倫理が加わり、社

していく。そこに

でも、人間の認識のほぼすべてに渡っ

何よりも人間に心理が意識されたの

化学的現象として捉えた部分であり、

上での支援になるであろう。以下若干

していると捉えている。まさにその心

記憶」の三位一体と深く関係している。

メタボリズム（新陳代謝）や、ホメオ

心理学のベースとなる部分に触れてお

理はまだ十分に科学的とは言えないま

人間の心理の対象は、自らの意識の

である。

スタシス（恒等性）や、脳や神経系の
こう。

人間の心理の及ぶ範囲について見て

～言葉の存在する範囲全体へ～

（１）心理の及ぶ範囲

構造（メカニズム）と機能（ファンク
ション）を科学としての、生理学とし
て論じる分野である。
それに対して心理とは、心理学の扱
う分野で、人の心の動きを説明する部
分であり、楽しい、寂しい、悲しい、

おこう（図Ⅱ―１）
。
人間の心理は実に広範多岐、複雑怪

嬉しいといった感情の動きを論じる部
分である。ご存じの如く、心理学が今

奇であり、上述の如くそれを完全に理

の程度と分類すると、
「ある程度判る」

解する事は宇宙の謎を解くのと同じで

学的アプローチもかなり高まってい

であろう。しかし間違いなく人間は、

でも文学部に所属するケースが多いよ

る。

感情の動物であり、心理が深く考えや

うに、自然科学とは距離を置いている

特に人間の音声から、人間の心理を読

行動に作用している。それ故に、その

極めて難しい。図Ⅱ―２の如く、理解

み取る工学的技術が発達をし、それら

正体を科学的に捉えるのは難しいにし
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人間の認識能力の発達

図Ⅱ―２

が、今日では心理そのものへの自然科

が生理学と結びついて、
〝音声心理学〟

図Ⅱ―１心理の及ぶ範囲

訳である。しかし、イランにしても、

う。アメリカはそれを一番恐れている

ろいろ議論されるが、その概念スキー

アメリカにしてもその対立心を厳密に

フロイトに関しては今日、学説的にい

ると語ったユング心理学のようにとら
ムは有用であると私は捉えている。そ

中のマグマとして奥深くに存在してい

える事が妥当なのであろう。心理の領

互いに相手に対しての反撥や憎悪とい

論じると学問的には論じ切れなく、お

う心理があるのは間接的証明として事

れ故、時々そのフレームを用いる。
そして生理が名詞レベルとすると、心

（４）集団心理の爆発としての戦争

実である。

理は形容詞レベルで表現され、精神は
文章の集合体として表現される事にな
る。

く、人間は心理的動物であり、心理が

精緻な記述は難しい。しかし間違いな

として見放すと、まだ不十分であり、

在し、それが安心側になると、更に満

に「安心 不- 安」の揺らぎの状態が存

に示したように、多くのケースで中央

そしてその心理の状態は、図Ⅱ―４

レベルでの集団心理が、大戦を引き起

心理で、個人的殺人は生じるが、国家

がっていくのかどうかである。人間の

で達し、戦争特に第３次世界大戦へ繋

や地域レベルでの集団心理が不信にま

スーパーエゴに規定されるが、それは

手段を持てば、もっと大胆な活動を

仮にイランが核を開発し終え、運搬

切って行ってしまったという説もあ

を感じ取って、それをドイツが先陣を

てのヨーロッパ不満、そうした雰囲気

ロッパやアメリカの国民の意識であ

メリカに流入する難民に対してのヨー

気になるのは、今のヨーロッパやア
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域は広く深いのである。

（２）心理は曖昧、しかし間違い
なく実体がある
人間の心理は前述の如く、急速に科

その行動に深く関わっている事は疑い

足になり、それが続くと信頼になる。

こすエネルギーになるのか、どうかが

ここで論じたい事は、こうした国家

ようが無い。その意味で実体がある。

逆に不安が続くと不満になり、更に不

問われる訳である。

（３）心理の動き

それ故、地球上の人類の集団心理も

満が続くと不信になり、人々の動きは

学化しているものの、全体を自然科学

実体として扱わねばならない。地球上

る。しかしこの考え方はドイツの法律

反抗心が強まり、テロリスト的になっ

何よりも心理は、認識上は曖昧であ

で実体として存在しているが、理解が

で認められない。ただ私が述べたいの

てくる。

るが、実体として力強く存在している

一番難しい事象の１つである。

は、１つの時代の空気と言う集団心理
安が存在し、その多くが不満を強め、

し、時として心理的増幅は爆発的にな

不信にまで至っている。その中には
〝強

る。そうした状況が今日社会で生じる

今日の地球社会には、実に様々な不

生理と精神の中間に位置しており、両

ヒットラーが率いるドイツは、当時の

事があるのかどうか？それがここでの

が実際に巨大な軍事エネルギーを動か

者から影響を受けると共に、両者に影

い反米心〟のイランの人々の如く、聖

ヨーロッパの中に充満していた空気

テーマであると言えるだろう。

社会的遺伝子（ミーム）と遺伝子（ゲ

してくる可能性は高いと言えるであろ

したとの例にはなると考えるからであ

響を及ぼす存在である。そしてフロイ

戦を嫌わないという心理状態にまで

（心理）
、即ちユダヤの重商主義に対し

ノム）と捉える事も可能である。この

第２次大戦を例にとって考えると、

トの考え方によれば、意識レベルとし

至っているケースもある。

ることがある。

てのエゴは潜在的意識としてのイドと

その心理は、図Ⅱ―３に示した如く、

人間の心理の三層構造

図Ⅱ―３

世 界 と 共 に 生 き る 、よ り ス マ ー ト で よ り 美 し い 日 本

る。
明らかにポピュリズムの中には、あ
る種の難民の忌避感が強く漂ってお
り、それが国の施策に反映するように

だ。

（５）非理性的、非論理的感情で

を詳しく論じたのは、Ａ・トフラーの

水〟に流されると称する。そのあたり

になるケースが多い。それを〝情報洪

いる。今日と言う時代は、自分の目の

代理意見として持ち、そして生活して

高いリーダー達の意見や考えを自分の

ことと捉えるべきであり、時として戦

を動かす集団心理となる事は良くある

そのような人々の心理が、社会全体

なるのか！

るのか、そしてそれが戦争への誘因に

うか？「窮鼠猫を噛む！」事態が生じ

放置した結果はどこに向かうのであろ

因はそれである。果たして難民問題を

ないのか？そもそも情報も判断基準も

な情報と知識の下で判断をせざるを得

基準を外部に求めるか、自分の不十分

そこでは人々は何らかの情報と判断の

れろ！」と考える日本人はそうである。

なっている。特に「長いものには巻か

立てて、主体的に理解する事が難しく

会全体の動きを合理的、理性的に体系

今日の地球社会の多くの人々は、社

となく大きな歴史の流れの中に放り込

から見ると少なく、国民の大多数は何

き指導者に出会う人々もいるが、全体

為にしっかりとした勉強会に入り、良

中には、より正しく情報を理解する

当たり障りの無い事を話す事が多い。

余り体制に批判的な事も言わないし、

う人が多く、その見解は偏っていて、

物は、比較的弱者の理解者の如く振舞

なるが、今日のマスコミに登場する人

そこで判断者や解説者を求める事に

的増幅が容易に生じ易い時代とも言え

ｙ〟がいることになるのである。心理

にならざるを得ない〝Ｍａｊｏｒｉｔ

く、全体から疎外され、
〝Ｓｉｌｅｎｔ〟

ａｊｏｒｉｔｙ〟が本人の意志ではな

そこではまさに、
〝Ｓｉｌｅｎｔ Ｍ

なく容認してしまっているのである。

る。しかし自分１人でないので、何と

い。一種の全体の動きからの疎外であ

らのものでは判断し切れない事が多

自分の培ってきた知識や、生活体験か

験から大きくハミ出している。従って

前で生じている事が、自分の経験や体

争に至るエネルギーを持つこともある

いらない。最初から判断停止をしてし

まれて、流れに判断を委ねて生きてい

るであろう。

『未来の衝撃』である。

のである。少なくとも良心のある人は

まうという状況にある人も多い。全体

るだけであり、国家の行く末を合理的

の生活と強者への傾倒

一定数以上存在しているが、自らの平

の動きを察知出来ない主体性を持たな

理性的にしっかりと考え、自分なりの

なっている。イギリスのＥＵ離脱の一

和な生存を邪魔する人に対しては、そ

い人々の増加であり、そこでは心理的

万都市』を出版し、その中で１人

かつてルイスマンフォールドは

の良心も折れることがあるのは事実

考えや判断を主体的に形成する作業を

ディアや何となく自分で手にする情報

従って今日の人々の多くは、マスメ

えて『 万人都市』を提唱した。

り、そこには 万人程度が住めると捉

来る範囲で、それは ㎞位の範囲であ

の人間が自分で出来事を見聞して、見

は、マスメディア、ローカルメディア

から断片的に考えて、何となく自分な

行う事は少ない。心理的浮き草の如き

共々かなり充実しているので、かなり

りの考えを漠然と持っている程度であ

定められるのは、１日で徒歩で往復出

の情報が集まる。しかし逆に多くの立

る。

存在になってしまっているのだ。

『

不安が容易に増幅され易いことに注目
せねばならない。
仮に情報と判断を他者や外部に求め

場の人の情報が複数集まり、その中に

るとすると、今日では情報源に関して

25

25

10
は相対立する見解が含まれることが多

と繋がったり、偉大なる指導者や声の

結果として、心理的共感出来る人々

スが展開しているので、自分の実体験

本中、世界中との関係においてビジネ

時間の距離を乗り物で通勤したり、日

今日の人々の生活の多くは、１～２

25
い。それ故に判断し難い状況に陥る事
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心理の状態図
図Ⅱ―４

え〟に対しての不安から、歴史が物語

ある意味で隠れた戦争の様相を呈す

る如く人々は故郷を捨てても地球上を

いずれにしても、今日の地球上は未

の世界を遥かに超えてしまっている。
そこでは非理性的、非論理的な状況の
放浪するし、他の地域からその食糧を

だ食糧危機に伴う生存の不安を心理的

るのである。

中での人生を余儀なくされ、まさに
得ようとして、時として暴力に訴える

の有効性が問われる今日において、人

類と地球の危機を訴える人に、
「経済

学を学んでから」うんぬんの話しは何

とも滑稽である。

が存在している。今日の武漢発コロナ

発国においては現実的にそうした状況

を抱えて笑いたい位である！

なる可能性を帯びている。まったく腹

集中は紛争、葛藤、特に戦争の原因と

る。

ぎる〝ガン〟の立場に人間を貶めてい

そのものを母体としての地球を食いち

人間はマズローの価値欲求五段階説

れる事になると、人は全力で生存を可

られる事が第１であり、それが脅かさ

の不安が第１である。その中でも食べ

かとの不安を強めている。これに対し、

存する環境を超えてしまうのではない

する人口爆発は、この地球を人類が生

億から今世紀中に１００億に達せんと

ムニューシン米財務長官はグレタさん

領は、自分の手柄話をしに行ったし、

その中で何とも馬鹿なトランプ米大統

一色であった。

年のスイスのダボス会議も、環境問題

そして何よりも第２次産業革命以来

問題なのだ！

の人間にとって、自らの生存に関わる

大洪水を生じている。何よりも地球上

の後の大雨で、山火事は消えたものの

森林火災で燃えてしまったし、更にそ

ての大気汚染、水汚染、海洋汚染、土

能とするように活動することになる。

（Ⅰ）で述べた如く、意図的に人口を

に「大学で経済学を勉強してから考え

の工業化の排出した廃棄物のみで、も

を借用するならば、まず第１に生存の

実際に地球上では、十分に栄養が充

強制的に一定の範囲に留めようとする

なさい」といった発言をした。何とも

う地球の自然浄化力や、自己修復能力
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チャップリンの『モダンタイムス』で

ウィルスによる封鎖においても、武漢

図Ⅱ―５で示したように今日にまで

の人々は食料の調達に必死であり、激

壌汚染、そして都市環境汚染は、人類

に抱いている人々は、かなりの割合で

しい調達合戦が繰り広げられている。

今日の地球社会を捉えている大きな

の生活の場を汚染し、地球上の生物の

事になる事もある。それは今日の日本

この疎外状況がいつしか地球上の多

結果として人々の食料品の取り合いに

心理テク不安の１つは、何と言っても

造る生態系を凄じい勢いで単純化し、

の人間の機械化、それに伴う厳しい疎

くの人々の全体への反撥のエネルギー

なる事態も生じているし、十分に診察

目に見えない形で人々の目の前にその

氷山を溶解させ、森林を伐採し、バイ

に積み重ねた人類の環境破壊は、人類

へと飛躍的に増大していく事があるか

をしてもらえない状況にも反撥し、一

猛威を露している環境問題である。ス

オハザードを生じ、激しい気象変化を

存在していて、それらのエネルギーの

も知れない。そしてその反撥のエネル

部暴徒化しているという情報もされて

ウェーデンのグレタ・トゥンベリさん

招き、豪雨、暴風、台風、トルネード等々

では判りにくいが、発展途上国や未開

ギーが巨大化して社会を変える波にな

いる。

の登場によって環境問題がシリアスな

の勢力の強まりを招いている。オース

外状況が今日生まれているのである。

るかも知れない。

もっと目を先に向けると、今日人口

展開を迎えていると捉える人々の動き

トラリアでは日本の本州の半分位が、

何よりも人類の文明活動の産物とし

欲求が位置付けられる。何よりも厳し

増加への不安が、食料問題と絡んで

が触発されて、活発になっている。今

足されているのは全人口の２～３割で

団体があり、それらの団体の非人間的

恥ずかしい話しだ。経済学がどれ程環

（７）今日の地球上の最大の不安～環境問題～

い環境の淘汰圧に適応するべく、自ら

人々を不安にしている。果たして 数

（６）人間のいちばんの不安～生命の危機

の生命の存続が第一義的であり、死へ

あり、それ以外は栄養不良であり、厳

な（？）活動が一部の人々の中で不安

しい栄養不足の状態にある人々は２～

視されている。

を超える状況がもたらされているとい

３割いると統計は語っている。この
〝飢

境問題に役立つのか？経済学そのもの
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ず、地球全体として産業廃棄物を出し

うＮＡＳＡの見解等があるにも関わら

い状況に破壊されてしまうのである。

で、この地球の文明都市は元の何もな

だろう」との通りで、第３次世界大戦

たにもかかわらず、かなりその距離は

しても、あれだけの韓国ブームがあっ

のとなっている。また真近の韓国に対

んでいる。これが人々の〝諦観〟を誘

は、人々の心の底にヘドロのように沈

いムードが生まれているが、実際に社

は日米安保もあり、かなり心理的に近

それに対し、表面的にはアメリカと

離れていると言えるであろう。

い、自己中心的な動きへとつながって

会的距離を計測した結果では、日本と

アメリカとは社会的距離の離れた国で

ある。

この社会的距離に遠い国同士は、お

フランス、パキスタン、インド、イス

ディスタンス）という概念が用いられ

る言葉に、社会的距離（ソーシャル

１つの国と他の国との関係を表現す

である。ひと昔前に比べると、人種、

理へ一役担う事があるのも歴史的事実

すると述べたが、この後者が敵対的心

激しい憎悪を抱くケースと両方が存在

的不安を助長する

（９）社会的距離の拡がりが心理

いる。

それ故に、核に対しての人類の不安

続けているのである。
これを科学的に解決出来るとする考
え方もあり、馬鹿トランプ米大統領は
「まだ地球生態系は十分に今日の環境
破壊に耐えられると信じている」と発
言し、中国、インド、インドネシア島
もその巨大な汚染物質の排出に十分な
対策を行っていない。いやもち論努力
をしているのだが、出来ないのだ。何

ラエル、北朝鮮が持っており、その使

る。それを定量的に計測する１つに

民族間の対立は和らいだと言えるもの

互いに関心を抱かないケースと、逆に

用に国際社会が怯えると同時に、核拡

「貴方はどの国の人と結婚をしたいで

の、未だ本質的に人類の中には、そう

故ならその範囲とスピードが地球の自

今日の地球上にある大きな不安の１

散と更に小型化する事によって、テロ

すか？」というアンケート調査があり、

浄能力と合わないからだ。

つは、核アレルギーであり、ＢＣ兵

リストの手に渡る事が恐怖心を煽って

朝鮮、イランあるいはイラクへの制裁

対しての厳しい監視の目を光らせ、北

げて、これから開発しようとする国に

れが第３次世界大戦を誘発のトリガー

という考え方が大国にある。そしてそ

事力を用いても、それを阻止しよう

これ以上の核の拡散に関しては、軍

まれる。

逆に積極的に離れようとする状況も生

し関心を示さないし、場合によっては

この社会的距離が離れている国に対

深いものであり、しかもそれが厳格な

人種間や、宗教観、民族間の対立は根

の対立』において示した如く、まだ

（８）核への不安

器の使用に関しての不安である。既に

のように厳しい対応を敷いている。

にならないかとの不安が、それ以外の

おそらく今日の日本人にとって朝鮮

理論によって裏打ちされたものではな

した宿命的なものが強く残っていると

いる。

そしてその制裁への反撥が、逆に大

国々には存在している。まさにＡ・ア

半島の２つの国は、かなり社会的距離

く、心理的な物に根差したケースが多

その結果の定量的解析から、国家間の

持っている国は、自らの所有は棚に上

きな国際紛争を招く原因と化してい

インシュタインのメッセージ「第３次

は離れているのではないだろうか？特

い。しかし、心理的な物は曖昧な認識

言わざるを得ないであろう。宿命の運

る。特にイランの反米感情は心理的に

世界大戦が核でなされれば、次の第４

に北朝鮮との距離はかなり今日遠いも

距離を割り出すのである。

激しく国民を揺さぶっている。

次世界大戦は、石と棍棒の戦争になる

サミュエル・ハンチントンが『文明

命的対決である。

既に核は、米、ロシア、中国、イギリス、
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図Ⅱ―５環境破壊

要求、人権の尊重等に

となっている。自由の

う。特に今日、
拝金主義、
経済第一主義、

関しては、それなりの

定を求め、経済を指向するからであろ

つの大きな力となる事があるのは歴史

商業主義、物質主義等々の言葉で語ら

理論、例えば『契約説』

しかしそうした世の中のムードが１

るが、実体としては根深く、根強いも
の事実であり、無視出来ない問題であ

れる如く、有限の物質世界を追い求め

しかなされないが、即ち非論理的であ

のなのである。
る。今の文在寅韓国大統領の手法は、

「
〝世界の理想〟など糞くらえ！」で、

政治権力の中枢の座に就いたことで、

尻を追いかけてきた人物が、いきなり

特にトランプ氏の出現は、金と女の

ノーベル平和賞を受

でなく、
（Ⅱ）で考察を

きであろう。それ故
（Ⅲ）

あり、感覚と捉えるべ

での難しい立場が反映

していた。
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そして今日、愛国心の高揚が更にこ

また今日アメリカのトランプ大統領

自分が威張れるアメリカ１国の経済の

賞したアウンサン・スー

とかがあるが、むしろ

の出現を始め、ヨーロッパの多くで難

みを考え、世界の調和を乱し、結果と

チー女史が指導する

ることが第一主義的な価値観になって

民問題を契機として、国民の日ごろの

して世界経済を弱らせている。それを

ミャンマーにおいても、

〝反日〟をテコにしての集団心理の操

ポピュリズムが世界各地で活発に

不安がポピュリズムとして噴出してい

可能としたのは、アメリカの〝Ｒｕｓ

厳しいロヒンギャの迫

の社会的距離を離れたものにしてい

なっているが、その背景には経済的衰

る。ドイツにしても、フランスにして

ｔ Ｂｅｌｔ〟と呼ばれる、時代から

人間の基本的な感情で

退地域の人々の心理や、愛国心（Ｐａ

も、イタリアにしても同様であるし、

害が生じており、国際

いるからである。

ｔｒｉｏｔｉｓｍ）感情の強さや、
様々

イギリスにおいても同様である。これ

取り残された旧工業地帯の人々のポ

的な厳しい批判の目に

る。

な要因が絡み合っている。そしてその

らはどちらかと言えば、現体制の中で

ピュリズムであった。しかしこの一国

露されている。スーチー

作であり、マヌーバーである。しかし

イデオロギー側面もあるし、理論的に

マイナーな部分の人々がその主力であ

主義は、アメリカを中心とした世界を

女史の弁論は、やはり

人々はその操作によって動くのであ

も様々に語られている。しかし、今日

るが、それを指導しているのはイデオ

再活性させるのではなく、世界を乱し、

ミャンマーの擁護であ

それではポピュリズムの何が問題な

る。

ポピュリズムの大半は、余り合理的で

ロギーであり、極右であったり、極左

現在、株高であり、消費経済の好調の

り、そこには理想的な

（ ）世の中のムードとしての

ない心理、即ち差別感や愛郷心や愛国

であったり国の事情によって異なるよ

アメリカ自身が世界全体の中で、日本

そうした背景の下に分析を加えてい

のか？それは今の世の中が理性的な大

そして今日焦眉の課題は人権問題で

ポピュリズムの台頭

心といった集団心理に根差しているの

うだ。

くと、一例として今日の悪化してい

局観が薄れ、一国主義、ポピュリズム

あり、香港の人々の一国二制度での

いずれにしても今日

している。

ではなかろうか？

る日韓関係の如く、何となく世の中の

の自己中心主義が世界中に広がり、世

薄氷を踏むような〝人権と自由〟への

の地球社会においては、

ヒューマニズムではな

ムードに合わせて動いている人が圧倒

界を不安定にしていることである。何

闘争であり、そこには香港市民のある

今までに構築された既

く現実の政治力等の下

的に多く、一部の指導者がそうした

がそうせしめているのか？それはやは

種の恐怖感と閉塞感とがエネルギー

の如く衰退していく事の予兆なのであ

ムードを巧みに作り出しているのが実

り人々が自分達、仲間のみの生活の安

る。

情であろう。
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側面もあるし、具体的な政治的利権、

済戦争もあるが、面子を掛けた心理的

その中には生理学的側面としての経

代に当たっての紛争であり、軋轢と言

対欧米の争いの局面もある。新旧の時

の新旧の争いである。ある面でアジア

相を呈しており、国々の覇権を賭けて

今日の米中摩擦はまさにそうした様

激しくぶつかる事が出て来るであろ

事件が生じると心理的増幅作用の下に

入っておらず、逆に言えば、何らかの

れらに関してはまだ思考の枠の中に

大方の人は心理的不安を抱いても、そ

これらに対して、一部の人を除いて、

ターウォーズとサイバー戦争である。

精神的側面としてのイデオロギー等の

えよう。そしてここで論じているのは

う。

する側に回るものである。

争いもある。覇権を追いかける側の心

こうした葛藤や軋轢が、世界大戦へと

く、科学技術競争も含めた国家間覇権

明らかに文明のホットスポットは、
理には、一種の不安感があるが、目の

つながる摩訶不思議なエネルギーがあ

存社会の殻を打ち破る事の難しさが多

〝文明西進説〟が指摘する如く、西へ
前に先行者の姿が見えてくると、心理

るか否かである。

争いとみるべきであろう。

西へとシフトしている。

的に高揚し、闘争心へと転化している

少なくとも今日の地球上には新旧の対

くの事例で示されている。それ故、世

そうしたシフトが生じる時に、必ず

事が多い。逆に追いかけられる側には、

立が幾つかある。

（ ）新旧の対立感

今日である。

界全体に心理的不安が募っていくのが

新旧の争いが生じる。今日生じている

現状の地位を守ろうとしての守旧本能

に逆に追う側にも追われる側にも現状

や防衛本能が働くことになる。それ故

国全体の中に醸成されるムードと言う

とも多いが、１つの国の国民の多くは、

これらはかなり理性的に語られるこ

の如くに崩れたり、火山の噴火の如く

しかも心理は実感として〝雪なだれ〟

も述べた如く、
〝確実な実体〟であり、

的理解に至っていないが、本文で何度

団心理、それらは未だ不十分な科学

人間の心理、そして地域、国家の集

〈おわりに〉

米中の摩擦も単に経済摩擦のみではな

に満足しない人は現状を打ち破ろうと

心理的要因によって動かされている事

突然噴火する。従って被害が大きいの

で、少々乱暴でも過大視しておく事が

が多い。
既に語って来た如く、多くの国の国

ここでは今日の地球社会の心理的側

人類社会の調和的未来を考える上で有

面が、地球社会の出来事にとって極

民の大半は理性的であるよりも、他

事に関しては感覚や感情で動いている

効であろう。

ケースが圧倒的に多いのである。今日

めて実体として大事である事に触れた

の国の事や新しい事、あるいは難しい

やたらと弱者への配慮が強まり、全て

生理と精神との三位一体の合体エネル

が、第３次世界大戦は心理のみでなく、
その結果衝突する事による議論が出来

ギーの中から生じるものなので、
（Ⅲ）

の議論において〝禁止〟が多くなり、

なくなっている。逆に言えば感情的に

で精神面を論じてから、＃ＷＷ３へ繋

がるようにしたいと思う。

動くことが多くなっている。
何よりも我々が留意するべきは、ス
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