
人類歴史の摂理法則から見た東アジアの近未来（１） 

 

はじめに 

 

人類歴史を紐解いていくと、そこに一つの発展・繁栄・衰退の法則があることが分かる。しかも

その展開は、数理性をもって展開される。私は、このブログで「40年周期説」をかつて取り上げた。

日本の近代史は、40 年という周期をもって展開され、現在は 2025 年解体というシナリオに沿って

進んでいるという内容である。1865―1905―1945―1985―2025 という節目の年を境に歴史が反

転しているというものである。この節目の年に+－3 年の幅を持たせて歴史をふりかえれば、理解

できるであろう。いいかえると、80年前の歴史現象が再現されているというものである。 

80 年前の 1937 年は、第二次世界大戦の始まりの年といわれている。4 月にはドイツ空軍機が

スペインゲルニカ爆撃、11 月には日独伊防共協定が成立、12 月にはイタリアが国際連盟から脱

退する。米国ではこの年、財政支出大幅削減の予算が実施され、翌 1938 年は「ルーズベルト不

況」と呼ばれる恐慌を招く。実質 GDP は 11%下がり失業率は 4%上昇した。株価は暴落し、軍事支

出に頼る戦時経済に打開策を見出すという最悪の展開になっていく。 

日本では、1936年に軍事クーデター、二・二六事件が起こる。1937年には 7月 7日盧溝橋事件

が勃発、8月には第二次上海事変、12月には南京事件が勃発、1945年まで続く日中戦争に突入

する。1938 年には国家総動員令が発動され、国民生活を犠牲にした戦時体制がとられていく。一

方、中国では 1936 年 12 月西安事件が起こり、国共内戦を停止し対日戦に向かう【国共合作】が

成立する。このような時代である。 

そのような中で、日本経済は 1940 年には鉱工業生産・国民所得が恐慌前の 2 倍以上と 1942

年夏まで景気拡大が続いていく。日本経済は太平洋戦争初期まで順調に見えたのである。 

（参考 1：拙ブログ） 2009/2/5 「日本近代史を支配する 40年周期説―2025年日本崩壊説は無視できない」

http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2009/02/post-b44f.html 

（参考 2：拙ブログ） 2014/12/29 「40年周期説は生きている。アベノミクスと高橋是清デフレ脱却政策」 

http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2014/12/40-77da.html 

（参考 3：拙ブログ） 2017/3/13 「トランプ旋風の歴史的意味（３）40年周期説から見た同時性の時代（１）」 

http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2017/03/post-7685.html 

 

ところで現代の世界情勢と近未来を分析するにあたる前に、40 年周期説のほかにいくつかの

歴史を動かしている法則を説明しておく。一つ目は、「人類歴史の三段階発展論」である。この論

は、拙者が主張しているものである。人間は、この地上で存在するためには、存在の基盤となる

STAGE が必要であり、その基盤の上に〈STAGE―社会組織―意識の三層構造〉が形成され、人

類歴史は狩猟社会段階➡農業社会段階➡工業社会段階の発展段階を踏んできており、現在は

工業社会段階の入り口にあるというものである。二番目は、世の常とされる栄枯盛衰を決めていく

「繁栄衰退」の原則である。三番目は、繁栄衰退を決めかねない「合体・分裂」がもたらす役割で

http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2009/02/post-b44f.html
http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2014/12/40-77da.html
http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2017/03/post-7685.html


ある。 

(参考 4：拙ブログ)  2016/2/25 「人間とＳＴＡＧＥの構造と進歩（１）（２）（３）」 

http://kiyapitolino.cocolog-nifty.com/blog/2016/02/post-a5ed.html このブログは、著書からの転載である。 

 

（１） 人類歴史の摂理法則 

 

①  人間存在と人間の地上活動の基盤 STAGE（この呼称は、私が命名している） 

この概念は、科学技術の進歩によってなされる人間および自然の改造に歯止めをかけるもの

である。 

地上での人間生活は、生命活動に適合する舞台を必要とする。自然から占取した資源を基礎

とした舞台は、人間の肉体条件が変らない以上普遍的性格を有する。この舞台を「SＴＡＧＥ」と呼

ぶ。いかにすぐれた舞台といえども、人間の肉体条件に適合しない限り意味を持たない。 

地球上の大気、気圧、組成物質等は、STAGE の普遍的性格を規定するものである。それゆえ、

いかに人間の STAGE 改造能力が進歩しても、人間の肉体条件が STAGEの改造の限界となる。

いいかえると、STAGE はいつも人間の生存をサポートするものである。この原則から逸脱すると、

人間の生存が脅かされることになる。 

 人間の地上活動の基盤となる STAGEは、自然から占取したものであり、大きく分けると空間（土

地、空中、地下、水中、宇宙空間）、時間及び物質（鉱物、植物、動物）から成り立っている。

STAGEは、自然の一部であり、人間の進歩につれて拡張する。20世紀末の現在、宇宙空間や時

間は、まだまだ人間が改変できる STAGEにはなり得ていない。しかし、遠い未来には人間が改変

し利用する STAGE となるべく準備されている。 

 STAGE の創造は、自然から占取しひとつの目的のために STAGE を創造しようとする明確な目

的と意志から出発する。もし、人間に創造の意志とエネルギーがなければ、STAGEは創造の方向

性を失い、エントロピー増大の方向へ向かう。STAGE創造のエネルギーの源泉は、人間の意志で

ある。 

 

② 【STAGE―社会組織―意識】 の三層構造 

STAGE の上で人間が生活していくために、人間は動物にはない人為的な組織を発明し、それ

を安定の基盤に生活してきた。それは STAGE 占有の組織であり、人間相互の組織であった。組

織は STAGE 上で生活していく必要から生まれたものであり、人間の意識―知恵によって築かれ

た。 

社会組織は、人間意識の創造の産物である。それゆえ社会組織は、人間の意識と相互作用の

関係にある。社会組織は、人間の意識の結実としてその性格を現す。歴史のなかで知られるよう

に、封建社会や社会主義の社会体制は、人間の意識の結実として生まれた社会組織の集合体で

ある。社会組織は、多分にその時代時代の人間の意識を反映するものであり、特徴的に時代を

表すものとなっている。意識が具体的に社会存在化したものであるという言い方もできる。 

http://kiyapitolino.cocolog-nifty.com/blog/2016/02/post-a5ed.html


人間の意識は、社会活動によって形成され、個々の意識として蓄積される。そして、その意識

は、社会活動を通じて他に影響を与える。しかし、経験によって意識がすべて生まれると断言する

事はできない。イマヌエル・カントは、その著書において、「人間の意識は、経験に先立つア・プリ

オリな認識というものがある」ことを指摘している。私たちも自らの心を自省してみると、経験だけ

では説明がつかない根源的な意識が存在して、私自身を規定していることを発見するであろう。

顕在意識とは別に潜在意識が働き、さらに「私」の意識次元を超えた意識存在を発見するであろ

う。 

私たち人間の意識は、背後に意識圏とも呼ぶべき存在（宗教的には「神」、共通意識とか宇宙

意識と呼ばれている）を背負っている。そしてその意識を分類すると、個々の遺伝に関係する意識、

民族的に共有する意識、人類に共有する意識に区分される。人類の進歩は、人間の発明の恩恵

に負うものが多いが、これも時空を超えた意識圏の作用と考えるべきであり、展開が規定されて

いると考えるべきである。人間の意識は、全く自由な存在というものではなく、個体の次元を超越

した意識圏に連結されている。 

 

③ 人類歴史の発展の三段階（狩猟社会段階➡農業社会段階➡工業社会段階） 

人類の進歩は、STAGE、STAGE の占有関係、社会組織および社会活動、意識の相互関係が

もたらす発展の過程である。それは、意識と自然という両極の間に規定されている。そして人類の

進歩は、当然のこととして神と自然という二つの本質の間で動く。また、STAGE の発展は、自然か

らの占取である STAGE利用圏の拡大と、占有関係の高次化および機能の分化高次化という 3つ

の形態として現れる。 

人類歴史は、現在三段階目、すなわち工業社会段階への発展段階を迎えている。STAGEの発

展は、狩猟社会段階、農業社会段階、工業社会段階の 3 つのレベルとして地球上の人類歴史に

現れてきた。 

人類の出発点になる狩猟社会段階の人類は、動物とさほど変わらない STAGE を有していた。

この段階の人類にとっては、狩猟器具及び身の回りの衣料、住まいとわずかばかりの文化（例え

ば、ネアンデルタール人の埋葬文化、縄文時代の土器等）を充足するSTAGEであり、その社会生

活と生存はほとんど自然に拘泥されていた。STAGEは、生のままの自然に近く、人類は自然の脅

威にさらされていた。STAGE となったものは、自然の生産物そのものであり、STAGE の占有関係

は、集団のあいまいな所有であり、その領域も区画もあいまいなままであった。それぞれの集団

がそれぞれテリトリーを分けて生存していた。まさしく「母なる大地に抱かれた幼児期」とも呼ぶべ

き人類の誕生の姿であった。 

狩猟期の人類が、何らかのきっかけで食物の栽培、動物の家禽化という手法を発明し、生存の

安定と剰余生産の確保を果たしたとき、農業社会段階への飛翔が可能となった。世界の四大文

明の始まりは、この結果として人類歴史に足跡をとどめたものである。しかし、この段階へのステ

ップが可能となるためには、多くの条件が必要であった。STAGE の利用高次化のために、人間の

技術の革新と社会統制システムの確立が漸次行われた。農業社会段階へのステップは、当初は



小規模なもので狩猟社会段階の規模を大きく塗り替えるものではない。初期の段階として共通し

ていることは、狩猟社会のように氏族を中心とした社会体制が続いていたことである。 

本格的な農業社会段階への移行は、この氏族体制から国家体制（都市国家から領土国家へ）

へ移行することによってステップアップする時に始まる。古代の国家形成期という各民族の歴史の

一コマとして記録されている動乱期である。氏族制から皇帝あるいは専制君主を頂点とする国家

体制の完成である。この移行期は、各氏族の対立闘争の時代であり、国家支配を目指した戦乱

の時期である。古代中国の春秋戦国時代（BC722～BC221）や日本の 2世紀から 5世紀にかけて

の時期はこの移行期である。この時期は、一つの国家統一という事業によって終わるが、この移

行のベースにあるのは、本格的な農業社会段階へのステップアップにつながる技術革新と生産力

の向上である。鉄、青銅器の発明と農具への応用、排水かんがい施設整備技術の確立、それに

伴う農業生産力の向上が起因となった。また、農業生産力の向上は余剰の物資を生み出し、商

業活動をもたらした。支配者にはより多くの富がもたらされ、この富が新たな競争と戦乱の原因と

なった。 

農業社会段階に達した人類の STAGEは、国家を頂点に重層的に管理される重層システムとな

った。国家的所有と徴税、そして末端では氏族による STAGE占有がなされて生存の舞台となった。

また、STAGE の資源分野については、その資源の特質を抽出する技術による一次改良とも呼ぶ

べき進歩があった。栽培植物の発見と栽培方法の獲得、動物の家畜化、鉱物資源の特性の把握

と活用（鉄、銅、金等）という技術の獲得は、生の自然ではない加工した STAGEを生み出すことに

なった。その結果、STAGEに農耕地という明確な機能区分をもたらした。 

工業社会段階への始まりは、産業革命と呼ばれている技術革新によって始められた。多くの識

者は、現在まで続くこの歴史の歩みをさまざまに解釈し位置づけているが、約 300 年に及ぶこの

歩みは一連の工業社会段階への進歩のプロセスである。 

このプロセスは、既に歴史で知るように、資源の全面活用、実用化ということに特色がある。資

源の利用は、科学技術の活用の下に資源を構成する単位―分子･原子･中性子及び細胞核･遺

伝子―まで利用改変する段階に入る。それゆえ、資源を利用するだけでなく、自然界にない物質

や生物を人類の手によって作り出す。環境ホルモンと呼ぶ化学物質やクローン羊、遺伝子組換食

物などは、この一連の進歩の流れとして必然的に起こっている。しかし、この進歩は、多くの現代

人が不安に思うように危険な側面をもっている。この技術革新だけでは工業段階に進歩すること

はできず文明は崩壊することになる。この技術は、人間が創造主になるようなプロセスであるため、

人間自身が創造主に似た存在になることが不可欠である。創造主が自然を統制しているように、

人間が STAGEを制御できるようになることが必要なのである。 

また工業社会段階においては、この資源の全面活用の他に空間の全面活用、時間の全面活

用という STAGE 活用の特性を有するものとなる。空間の全面活用は、新たな居住空間の創造と

いう形をとって現れる。地下空間、宇宙空間、水中空間は、人類の新たな居住空間となる。月や

宇宙基地は、夢ではなく当然の居住空間となる。時間も、アインシュタインが相対性原理によって

解明したように、人類が宇宙空間に出たとき人類にとって改変できるものとなるはずである。断片



的ではあるが、電気の発明によって人間は、夜でも昼間と同じように活動するようになっている。

このような技術革新とともに、居住空間の自由を獲得した社会が誕生し、歴史上はじめて STAGE

にほとんど束縛されない人間が自らSTAGEと均衡した社会を作り出す進歩の段階を迎えることに

なる。 

農業社会が重層的管理社会であったとするならば、工業社会は多元的重層的管理社会となる。

一つ一つの内部社会は強制的な服従的な社会ではなく、自発的に調和を目指す社会として形成

されるものである。そのためには、現代の人間には足りない部分が多い。人間の意識、社会組織、

統治方法（法律）、技術開発における人間の判断力など解決しなければならない課題が多い。もし

解決できなければ工業社会段階への安着は成功せず、混乱と人類社会の崩壊をもたらすものと

なる。多くの予言は、崩壊により人類の半分以上がなくなる事を警告している。 

現在進行しているＩＴ革命・ＩＯＴ革命によって、今までの残存している地域的存在を完全に過去

の存在とし、新しい段階に地球を導くものとなるはずである。まさしく地球は一つ、地球共同体の

時代を迎えることになる。国家という枠組みも硬直したものではなくなり、誰もが国境を越えてさま

ざまな活動を行うことができる環境が整ってきている。さまざまな束縛を超えて人間は、この地上

にユートピアを建設することが可能な段階を迎えているのである。 

 

④ 発展・繁栄・衰退の 5段階法則 

発展・繁栄・衰退の法則は、個人・家族だけでなく人間社会の組織・民族国家の歴史すべてに

あてはまるものである。それは、5段階によって形成される。 

《苦難の時代―発展の時代―繁栄の時代―分裂の時代―解体の時代》の５段階である。 

誰でもわかるように、発展の前に必ずその準備期間がある。苦難の時代は、発展が始まる前の

礎の時期である。きびしい冬の時代に春の準備がなされるように、苦難の中で発展を準備する時

期である。苦難なくして繁栄はない。「若いときの苦労は買ってでも行え」という格言は、苦難が将

来の繁栄の糧になることを教えている。冬の時代は、厳しい自然の前で表には何も現れていない

が、地下でひたすら精進を積む段階である。民族国家の発展段階においても同じである。キリスト

教がローマ帝国の中で迫害を受けるなかで生命のエネルギーを蓄えていったように、苦難の中で

ひたすら耐えることによって来るべき春のエネルギーを蓄えるのである。苦難に耐えることができ

ないと春（発展）の時を迎えることができない。 

発展の時代は、春のように花開く時期である。すべてが希望に満ち未来がバラ色に輝く時であ

る。苦難の中で蓄えていたエネルギーが一つ一つ開花していく。冬の厳しい寒さ（迫害）が去り、

暖かい陽光が差してくる。民族社会、民族国家において封建社会という段階は、民族として少しず

つまとまっていく春（発展）の段階である。身近な人々が指導者のもとに団結して理想を実現して

いく時代である。封建主義時代というのは、封建領主という庇護者のもとに人間が成長して民族と

しての姿を明らかにしていく時代である。日本にとって江戸時代という時代は、まさしく日本民族が

民族としての姿を現してくる時代であった。この時に、日本民族としての性格は築かれたといえよ

う。 



繁栄の時代は、文字通りこの世を謳歌する絶頂の時である。誰もが誇らしく思う時である。歴史

の中で繁栄を極めるときである。しかし、絶頂の時衰退の兆が見られるようになる。繁栄は永続し

ない。易経では、夏至を境に陰が勢力を伸ばしてくるという。  天風姤（てんぷうこ

う）：卦の形はひとつの陰爻（女性）が５本の陽爻（男性）を集めて、女王のように魅惑している。好

色女に騙される、女難の相である。歴史は、数多くの英雄烈士や数多くの国家が滅亡していった

主要な原因が淫乱にあったと伝えている。 

どんな繁栄にも衰退が待ち構えている。それはいつ訪れるかである。繁栄という現実の前では、

人間は現状に満足しやすく未来に対する展望を見失うことになりやすい。成功体験があるがゆえ

に未来に対して意見が分かれやすく、また繁栄の果実の奪い合いということが起こる。分裂の芽

が現れるのである。分裂は、社会を二つに分けてしまい、お互いが対立する時代を迎えることに

なる。そのきっかけになるのが女性であるという歴史の伝える教訓は意味深である。繁栄した会

社も二世の時代になると、兄弟同士で争うようになるのは典型的な姿である。利欲が渦まいて秩

序が混乱してくる。分裂してしまうとほとんどの場合修復できない。否応なしに解体に突き進むよう

になる。解体の時代とは、繁栄した社会が完全に他の者に飲み込まれることである。もはやかつ

ての栄光は、歴史の中にしかないことになる。時代は日暮れ、進んで事をなしてはいけない。山

が削り取られて荒野になる。すべては此処で終焉することになる。冬の時代の到来である。すべ

てが陰になり、冬に向っていく。大地は養分を蓄えて次の準備をする。 

  地雷復（ちらいふく）＜冬至＞「一陽来復（回復・復帰）の時」 地中奥深くでかすか

に陽気が芽生えた兆しの段階である。卦は地中深くに春の陽がひとつ芽生えた形。長かった冬

もあと一息だが、焦って飛び出してはいけない。雷のエネルギーもまだ潜んでいる状態で、活躍す

るのに充分な力はない。 

 

⑤ 合体と分裂（主導・従順・融合・対立・離反・分裂・協助） 

発展・繁栄・衰退の 5段階法則が時間法則であるなら、合体・分裂は空間法則である。 

人間社会は、人間関係によって構築されている。この人間関係がプラスの方向に働くのか、マイ

ナスの方向に働くかによって、事態は１８０度異なる方向に展開することになる。 

合体は繁栄に導く。もう少し正確に言うならば、善(神)を中心に合体するならば、発展と繁栄が

訪れる。「結束するところに繁栄が来る」とか「チームが一つになれば、力を発揮する」といわれて

きたのも繁栄の原則を感じ取った言葉である。合体するということは、人間の生存の基台(基盤)を

築くので力が働きやすくなるのである。 

孔子は、それまでの原始儒教（ただし「儒教」という呼称の成立は後世）を体系化し、仁（人間愛）

と礼（規範）に基づく人間関係を体系化した。儒教は、五常（仁、義、礼、智、信）という徳性を

拡充することにより五倫（父子、君臣、夫婦、長幼、朋友）関係を維持することを教えてい

る。儒教の教えは、家庭・社会を発展させる基を教えているのであり、それを実践することによっ

て生存の基台を築くものとなる。儒教倫理は、人間と組織を繁栄に導くものである。（悪も結束す

れば、強力になる。徒党を組んだ悪党は、強力な力を発揮する。）しかし、儒教が往々にして堅苦



しい形式主義に陥ってしまうのは、形にのみとらわれてしまい、心を見失ってしまうからである。誰

もが知っている「修身斉家治国平天下」の前には、人間の心を正す「格物致知誠意正心」というこ

の言葉があることを知らなければいけない。合体するためには、中心となるリーダーの姿勢、それ

を支える協助者、基台となる構成員がそれぞれの役割を果たすことが重要である。 

 ところが、人間にとって合体・融合するということは、如何に教えられたとしても至難の業である。

それは、人類歴史がほぼ分裂と闘争の歴史であることからみてもあきらかである。多くの民族の

神話は、民族創生の時期に兄弟の対立と殺害があったことを伝承している。旧約聖書のカインの

アベル殺害、古代ローマのロムルスのレムス殺害など、民族の始まりの時点から分裂が始まって

いる。 

分裂は、衰退のきっかけとなる。分裂は、繁栄の頂点において起こりやすい。易経では、夏至を

境に陰が勢力を伸ばしてくるという。卦の形はひとつの陰爻（女性）が５本の陽爻（男性）を集めて、

女王のように魅惑している。禍が近づいてくるのである。古代中国において中国を統一した秦が、 

始皇帝の死後、長子扶蘇と末子胡亥の対立になり、謀略によって胡亥が権力を継ぐが、統一後 

1５年で滅んでしまう（後述）。後継者となる兄弟の対立と抗争は天運を失い、急速に滅亡に向わし

めることになる。しかもそれは当事者だけでなく、子孫に受け継がれるという原則がある。 

 

さて、このような展開法則を現代の人類歴史にあてはめて近未来を展望してみたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


