
人類歴史の摂理法則から見た東アジアの近未来（４） 

 

３-２、経済発展と経済体制 

 

経済発展の面から見ると、工業社会段階への進展は、①国民経済 ②帝国主義経済（植民地

経済）③グローバル世界経済 の三段階のステップを踏んで展開されてきた。この一連の流れは、

世界に産業革命の果実を届け、経済的に世界を一つに結び付ける役割を担っていた。一方、経

済体制の面から見ると、自由主義経済体制という生産手段の私的所有および経済的な利潤追求

行為を基礎とした経済体系として行われてきた。（別名、資本主義経済とも呼称されている。） 

この経済体制は、人間の創造本性を刺激し技術革新を推進するものであり、また、新たな市場

を開拓して富の獲得を増進するために適したものである。しかし、自由に秩序なく富の争奪戦が

行われるため、時間的・空間的に経済の揺らぎが生じ歪みをもたらすものとなる。すなわち、貧富

の差を拡大させ（富の空間的偏在）、経済変動の振幅の拡大（富の時間的偏在、バブルと大恐慌

を生み出す）を引き起こすこととなる。 

自由主義経済体制においては、経済は自由な市場の争奪戦となるため熾烈な競争が繰り広げ

られる。熾烈な競争は技術革新を誘発するのだが、一方で勝者と敗者を生み出し富の格差を現

出させることになる。この経済体制のもとでは、貧富の差は避けがたいものとして社会的に問題と

なり、富める者と貧しき者の対立が激化することになる。自由主義経済システムに内包されたこの

矛盾は、アンチテーゼとして共産主義思想を生むだけでなく、戦争を引き起こしてきた。富と市場

の争奪戦が緊張した局面を迎え、世界を二分する対立に及んでくると、大戦争が起こる。これが

世界大戦である(後述)。自由主義経済体制は対立を激化させるため、戦争と手を結んでいるとも

いえるのである。 

また、自由主義経済体制では経済活動が市場における自由競争に委ねられているため、経済

変動が激しいものとなる。好景気不景気の波は、時としてバブルを形成し時として恐慌をもたらす。

富の偏在が高まると、その調整としての波も大きくなる。大恐慌は経済変動の調整として起こるの

であるが、変動の振幅が大きすぎるため、人間生活にとって耐えられない状況が現出することに

なる。貧富の差は一定以下に留めないと経済は破局的現象を現出させ、経済だけの調整では済

まなくなる。往々にして政治体制の変革を起こし、場合によっては戦争につながることになる。 

 

（資本主義経済体制と大恐慌） 

英国は、産業革命以前、植民地帝国の成立により世界の物質や財宝を母国英国に集中させ、

また英国から他国に散布した。この目的を達成するために輸出入に厳重な統制を加えた（航海法

の制定など）。当時の英国は、ヨーロッパの一大中継港であり倉庫であった。 

産業革命が始まると、今まで裕福な一部の人のものに過ぎなかった贅沢品が一般大衆にも手

の届くものとなった。商品価格の低下という形で主に消費者に利益がもたらされた。大量生産によ

る供給の急増に伴い、実質価格が低下したのである。また、蒸気機関、自動車、電気などが発明



されることにより、人間生活は飛躍的に豊かなものになり、今までの人間生活を大きく変えるもの

となった。新しい技術は、新しい産業を生み出し、新しい生活様式を作り出した。多くの人が農村

から都市に移り住み、炭鉱夫にまた工場労働者になっていった。産業革命は、別名勤勉革命と呼

ばれるように、時間で働く労働者になったのだった。このようになった人間にとって、唯一頼れるも

のは「お金」だけだった。 

J.M.ケインズは、「もはや、労働は、アダム・スミスが想定したような土地に結びついたものでは

なくなった。スミスにとって『自然的秩序』を与えたはずの『土地と労働』という組み合わせはもはや

20 世紀にはいると想定することはできない。(中略) 土地から切り離された膨大な中間層が頼りに

できるものは、月々の給与が確実に手に入るということでしかない。したがって何よりもまず、確定

した貨幣賃金を確保できるという期待だけがサラリーマンの生をこの社会につなぎ止めることにな

る。こうして貨幣賃金の安定と雇用の安定こそが 20世紀の資本主義の最重要課題となる」と述べ

た。（＊１） 

（＊１）佐伯啓思著「幻想のグローバル資本主義（下）ケインズの予言」ＰＨＰ新書 1999 p43～44 

 

過去の共同体を放逐し自由主義経済を採用した人間は、そのシステムがもつ悪魔的要素に苦

しむことになる。市場に任せた経済システムは、多くの欠陥を表してくる。所得分配は、不公正・不

平等なものであり、世代を通じて加速される傾向をもっている。19 世紀後半から 20 世紀にかけて、

所得分配が世界の多くの資本主義国家で大きな社会的問題となり、累進所得税、相続税などの

制度が導入されて、所得分配の不平等を是正する政策がとられてきた。しかし、資本主義に内在

する所得格差はこ、のような所得の再分配政策を通じてだけでは解決し得ないものであった。 

トマ・ピケティは、「長期的にみると、資本収益率は経済成長率よりも大きい。資本から得られる

収益率が経済成長率を上回れば上回るほど、それだけ富は資本家へ蓄積される。そして、富が

公平に再分配されないことによって、貧困が社会や経済の不安定を引き起こす」ということを明ら

かにした（Wikipedia）。自己利益の追求は、必然的に経済面での破局、大恐慌を起こしかねない

のである。 

1929 年の世界大恐慌は、自由放任の自由主義経済制度の限界を露呈するものだった。大恐

慌の原因は、次のように説明されている。 

① 農業、石炭、鉄道などの産業は、恐慌の起こるずっと前から不況になっていた。 

② 過少消費 

●生産が消費より早く進んでしまった。 

●富の不平等な分配―米国人の 1％が国の富の５９％を所有し、８７％の人がわずか 

１０％を所有するのみであった(連邦取引委員会) 

③ 各産業の少数の会社による市場支配(寡占)による経済のバランス喪失 

1929年、非金融最大 200社が全会社資産の４９％を握っていた 

④ 無統制な株式市場の投機 

⑤ 国際的通商関係の縮小―ヨーロッパへの貸付金の国内留保、投資引き上げとそれに伴うヨ



ーロッパの不況（＊３） 

（＊2）メアリー・べス・ノートン他著 本田創造監修「アメリカの歴史５－大恐慌から超大国へ－」三省堂 1996 

このような中で、新しいパラダイムを提示したのがＪ．Ｍ．ケインズである。Ｊ．Ｍ．ケインズは、

自由な市場経済制度の下では、非自発的失業が発生する状態がむしろ一般的であることを証明

し、政府の経済政策は有効需要を適切に操作することによって完全雇用を実現することであると

提唱した。 

貧富の差の拡大、失業問題など、社会的弱者に対してどう対処すべきかが自由主義経済下で

の最重要課題となった。修正資本主義と呼ばれるこの改革なしには資本主義は永続しないことが

明らかになったのである。Ｊ．Ｍ．ケインズの処方は、金融の中央銀行による管理と政府によるマ

クロ政策であった。（マクロ経済学を創始したのはケインズである。）ケインズ政策では、政府およ

び公共セクターの社会福祉、公共事業などが重視される。1930 年代の米国のニューディール政

策はケインズ政策の先駆けであった。経済的混乱の時期に発表されたケインズ理論は、自由主

義国を共産革命から守るものとして歓迎された。 

しかし、第二次世界大戦後、ケインズ政策の弊害が目立つようになる。自由主義各国はケイン

ズ政策を取り入れていく。財政政策によって有効需要を増大させようとすることは、政府予算の増

大を意味する。このことは二つの帰結をもたらす。一つは財政赤字であり、もう一つは「経済」に対

する政治の侵食である。ケインズ主義のもとでは、「大きな政府」がつくられ、非効率な経済が生

み出される傾向がある。またケインズ的政策は、大衆政治に飲み込まれていくという問題を有して

いる。 

戦後、米国はケインズ政策によって完全雇用の社会を目指した。しかし 1960年代の終わりごろ

には行き詰まることになる。1970年代は、スタグフレーション(不況と物価上昇)に悩まされることに

なる。 

一方、経済のグローバリズムの進展は、市場経済の不安定要素を増大させ、人々の生活をい

っそう不確実性にさらすようにさせてきた。経済のグローバル市場の制御は、政策的に管理困難

であり、また複数の国家の間の政策協調はかえってそれぞれの国の利益の衝突の場になりやす

い。1960年代、Ｒ・マンデルとＪ・Ｍ・フレミングによって提唱された開放マクロ経済学のモデル「マ

ンデル・フレミング理論」の応用により、国際金融のトリレンマ《一国は、3つの「自由な資本移動」

「固定相場制」「独立した金融政策」のうち 3つの政策を同時に実現することができず、同時に 2つ

しか実現できない》が明らかになった。この研究成果を受けて、先進国ではその後独立した金融

政策と自由な資本移動を実現するために固定相場制を放棄することになっていった。 

1970年代、世界経済は新しい時代に入っていく。1971年のニクソン・ショック、1973年のオイル

ショックと変動相場制への移行は、戦後の比較的安定した世界経済の枠組みを変えてしまった。

国境を越えて資金が動くことになり、国内経済は世界経済の動きに敏感に影響されるようになる。

経済のグローバル化が目立つようになる。1985年の先進 5か国 (G5) 蔵相・中央銀行総裁会議

により発表された政策協調「プラザ合意」は、国家を超えて経済運営することを不可避のものとし

た。 



1990年代、共産圏の崩壊を経験した自由主義陣営は、イデオロギー戦争の勝利に酔い、市場

経済の運営に絶対的な自信をもつに至った。この好機に米国は、貿易協定の締結などの貿易の

自由化や資本市場の自由化などアメリカの方針を押し付ける形で国際政治、経済のシステムを構

築してきた。 

経済のグローバル化は、1990年代初頭より急速に進んだ。グローバル化は、一部の国に利益

をもたらした。しかし、生産された製品とサービスの総量であるGDP値を押し上げた可能性がある

ものの、これらの国に関しても国民の大多数に利益をもたらすことはなかった。 

中国を除く途上国では、1981年から 2000年にかけて貧困が悪化した。世界人口 65億人の内、

およそ 40％が(1981年は 36％）が貧困状態にあり、8億 7700万人が貧困状態におかれている。

特にアフリカ諸国は人口が爆発的に増加しているため、極貧者の絶対数も 1億 6400万人から 3

億 1600万人ほぼ倍増してしまった。ジョセフ・E・スティグリッツは、「グローバル化が進むと、富め

る者と貧しい者との格差が拡大せざるを得ない」と指摘している。富める国米国における下層階

層の実質賃金も、四半世紀以上にわたって停滞し続けている。米国政府は 2010年 9月 16日、

2009年の米国の貧困率が１４．３％と、1994年以来の高水準に達したと発表した。貧困者の数は

４３６０万人で、５１年前の調査開始以来最多となった 

ジョセフ・E・スティグリッツは、「ゲームのルール作りとグローバル経済の運営を託された国際機

関（ＩＭＦ、世界銀行、ＷＴＯ）は、先進工業国の利益のために、もっと正確にいうなら先進国内の特

定の利権（農業、石油大手など）のために働いている」と、問題を指摘している。 

 ワシントン・コンセンサスは、資本の自由化、金融資本と金融市場の自由化として世界にアメリカ

ン・スタンダードを押し付けていくのだが、その盟友は米国のグローバル・バンクである。米国のグ

ローバル・バンクは、ワシントン・コンセンサスのもう一つの先兵として世界の中で暗躍している。 

 米国のグローバル・バンクは、1920年代、1980年代、1990年代、そして今回リーマン・ショックを

起こした 2000年代と投機的な貸付を行い、金融市場の暴落と金融危機を引き起こしてきた。1999

年の新しい銀行法（グラム・リーチ・ブライリー法）によって、ニューディール時代に作られたグラ

ス・スティーガル法は正式に廃止され、金融は野放しの状態になった。2008年のサブプライム・ロ

ーンとリーマン・ショックをきっかけにして起きた世界金融危機は、起こるべくして起きた事件だった

のである。 

 2008年のリーマン・ショックの後、米国をはじめとする先進各国は金融緩和を実施し、未曽有の

資金を市場に提供している。その量は、膨大な額に達しており回収が困難な状況にある。中央銀

行バブルと呼ぶべき現象が起きている。経済的破綻が恐ろしいため、金融引き締めが行えない状

況にある。今回のバブルは市場の監視者である中央銀行自体が首謀者であるので対策が非常

に困難である。バブルの破裂を危惧するだけである。 

 

一方で、産業革命は終わりに近づいている。米国といえども、ローレンス・サマーズが主張する

ように、本質的な点では需要不足から抜け出すことは難しい。需要不足は常態化する。それが、

労働生産性の低迷という問題である。雇用は確保されても賃金は上がらないというジレンマが起



きているのである。 

タイラー・コーエンは、米国経済の繁栄を支えてきた条件、容易に収穫できる果実が失われて

いるという。それらは①自由な土地 ②イノベーション（技術革新） ③頭がよいが、教育を受けて

こなかった子供たち の三つである。19世紀末までに①が消滅し、現在は②と③が消滅しつつあ

る。米国の将来にとって、これらのことが失われてきたことが大きな影響を及ぼすという。 

2013年 11月上旬に IMFでローレンス・サマーズが行ったスピーチをきっかけに巻き起こった米

国経済の状況の「長期停滞（Secular Stagnation）への可能性」の議論は、IoT革命の喧噪の中で

かき消されているが、それは IoT革命の歴史的使命を理解できていないものである。 

（「Secular Stagnation（長期停滞）」という表現は、1930年代にアルヴィン・ハンセン教授が指摘した構造問題のタ

イトルである。） 

日本でも、岡崎哲二の研究によると、日本経済の投資率（GDPに占める総固定資本形成の割

合）は、1970年代半ばを頂点に一貫して低下傾向にある。実質金利も 80年代後半の平均 4.1％

から 2000年代後半の 2.7%まで低下している。（米国の場合は、投資率はほぼ横ばいで 15～17%

であり、実質金利も 0～1%にまで低下することは稀ではないため、長期停滞と特徴づけるのは早

計であるといわれている。） 

ある国が持続的な経済成長を遂げて工業化を達成するためには、投資率が常に実質的に人

口成長を上回る水準にまで上昇することが必要である（経済成長史家の共通認識）が、人口減少

社会に入ってきている現在、経済成長という概念自体が陳腐化している。 

（参考 1:拙ブログ） 2010/5/4 「曲解されたアダム・スミスの世界」 

http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/post-9cb5.html 

（参考２：拙ブログ） 2010/5/4 「今、なぜアダム・スミスなのか？」 

http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/post-d421.html 

（参考３：拙ブログ）2010/5/4 「アダム・スミスが意図した世界（富と幸福）」 

http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/post-1b85.html 

(参考 4：拙ブログ) 2010/9/20 「ワシントンコンセンサス(米国流資本主義)の破綻-米国は建国精神に戻れ」 

http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/post-8653.html 

 

（新しい経済＝共同体経済家族主義が始まろうとしている） 

第四次産業革命によって、新しい経済＝共同体家族主義経済が始まろうとしている。 

現在、起きてきている経済的変革は、ものに足りた消費者が人生を豊かに生きるために本来のも

のと人の関係を見直そうとする動きである。地球の中で、環境との共生、社会との共生、諸民族・

諸国家との共生があたりまえになろうとしている。必要でないものを無理にもつ必要はない。その

ことに人々は気づき始めた。賢い消費者が、安心と安全が保証されるのであれば、所有を絶対視

しないという合理主義の精神を発揮しようとしている。 

贈与経済(贈与）の進展、すなわちシェアリングエコノミー、技術やサービスの無料公開など―そ

の価値を金額で表すことのできない経済活動が広がっている。その活動は経済統計には反映さ

http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/post-9cb5.html
http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/post-d421.html
http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/post-1b85.html
http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/post-8653.html


れず、またローレンス・サマーズが言うように需要を減退させるものである。 

共同体経済家族主義経済が産声を上げるためには条件がある。まず、富裕者と貧困者が格差

対立していることは異常であり、すばらしい人生を生きる権利が平等にあるというという認識が出

発点になければならない。そして、人と社会が信頼の絆で結ばれていること、富を有する人が富

の所有に執着しなくてもすむ状況にあること（将来の不安や恐怖がないこと）、同胞を助けたいと

いう相互扶助の精神に満ちていること、贈与者（富裕者）と需要者（困窮者）を結ぶ中間の機関－

政府や団体－が信頼に足るものであること、困窮者も社会の一員としてのモラルを守っていること

等、贈与という仕組みが世の中を平和で豊かにするものであるという認識が必要である。そして、

自立した賢い人間が、共存・共生の未来創造に目覚めようとしていることが重要である。そこにい

つまでの住みたいと思える状況が生れないといけない。地域は一つの家族にならなければいけな

いのである。 

このような基盤が醸成されるところから、新しい時代が始まることになるだろう。 これから繁栄

する地域・国はどこか？それは家族が安定して結束している地域・国である。家族の再興に成功

した地域・国が時代をリードするであろう。 

ジョン.・メイナード・ケインズも、「豊かな社会」の基本的な課題は、もはや経済にあるのではなく、

いかにして人々の日常生活を文化的な意味で充実したものにするかにある、という種類のことを

書いている。そして、大量生産の日常品がひとわたり行き渡れば、人々は、田園的なゆったりした

生活、芸術を楽しむこと、友人たちとの優雅な語らい、こうしたものをこそ求めるようになるだろう。

このような生活は、ある社会に独特の社会的コンテキストからしかでてこない。それはある社会に

独特のサービスや生活につながった社交の様式、社会風土と結びついた環境の維持、こうしたも

のと不可分なのである。（＊１） 

（＊3）佐伯啓思著「幻想のグローバル資本主義（下）ケインズの予言」ＰＨＰ新書 p２１１～２１２ 

（参考 5：拙ブログ） 2014/7/20  「サマーズ氏の提起した『長期停滞論』論争と日本経済」 

http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2014/07/post-be41.html 

(参考 6：拙ブログ) 2016/6/10  「米労働生産性低迷-経済の長期停滞論争と経済の未来」 

http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2016/06/post-cf9e.html 

（参考７：拙ブログ）2011/8/8 「米国国債格下げ―タイラ－コーエン論争と米国の苦悩」 

http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2011/08/post-4c06.html 

(参考 8：拙ブログ) 2009/8/2 「新しい経済－贈与経済が始まろうとしている（１）」 

http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2009/08/post-a81b.html 

(参考 9：拙ブログ) 2009/8/8 「新しい経済－贈与経済が始まろうとしている（２）」 

http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2009/08/2-3ac6.html 

 

３－３、世界大戦(民主主義陣営対全体主義陣営) 

 

中国の歴史に端的に現れているように領土国家、世界帝国形成の前夜は、激しい闘争が繰り

http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2014/07/post-be41.html
http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2016/06/post-cf9e.html
http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2011/08/post-4c06.html
http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2009/08/post-a81b.html
http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2009/08/2-3ac6.html


広げられる。この世界の支配権を賭けた最終的な闘争であるからである。 

産業革命以降の自由主義経済は、対外的に市場の争奪戦を行ってきた。自由主義経済は、国

内経済だけにとどまるものではなかった。先進国は、富を獲得するためには後進国の市場が必要

だった。必然的に帝国主義(植民地獲得)に向かうことになった。対立が激化した時、戦争が勃発し

た。壮絶な市場の争奪戦が緊張した局面を迎え、世界を二分する対立に及んだ時大戦争が起こ

る。それが世界大戦である。二度の世界大戦によって植民地獲得が非難されると、今度は経済

のグローバル化(貿易協定)という仕組みの中で市場の争奪戦を行ってきた。現在進行しているの

が第三次世界大戦である。 

世界大戦は、この世界の支配者を決める闘いである。人類歴史が示しているように、最終的な

勝利者は力だけでは無理である。たとえ一時的に勝利を収めたとしても、永続せず滅ぶことにな

る。勝利者は支配する人びとの支持がなくては長続きしない。このため、古代農業社会段階への

移行に際して、ハンムラビ法典、旧約聖書の十戒、秦の法家による支配、孔子の徳治思想が重要

な役割を果たした。 

 ２０世紀に第一次世界大戦、第二次世界大戦を経験したのも、人類摂理歴史の上から必然だっ

た(世界大戦は、本質的には思想戦なので必ず軍事戦になるというものではない。) 

第一次世界大戦は、民主主義政体の英国・フランス・米国と全体主義を指向するトルコ・ドイツ・

オーストリアの戦いとなった。ドイツのカイザー、汎ゲルマン主義を主唱して世界制覇をもくろんで

いた。別の見方をすれば、先進資本主義国家と後進資本主義国家との植民地争奪の戦いでもあ

った。宗教的には、キリスト教とイスラム教国トルコを支持する勢力との戦いであった。大戦は民

主主義政体の英国・フランス・米国側の勝利となった。その結果、世界政府の第一次的形態として

国際連盟を生み出すことができた。 

 第二次世界大戦は、第一次世界大戦と同様人間本性の自由を擁護する民主主義陣営と人間

本性の自由を塞ぐ道を指向する全体主義との戦いであった。１９３０年代の経済恐慌が押し寄せ

たとき、孤立した独・日・伊の三国は、全体主義によって難局を打開しようとした。全体主義は、個

人や団体は民族国家全体の存立と発展のためにのみ存在しなければならないという政治理念で

ある。この制度の下における自由は、個人が主張できる権利ではなく、全体の前に捧げなければ

ならない義務となる。全体主義の指導理念は、すべての権威をただ一人の支配者におき、その支

配者の意志をもって国家民族の理念とするのである。 

第二次世界大戦は、民主主義陣営の米・英・仏と全体主義を指向する独・日・伊の対戦であっ

た。宗教的にはキリスト教支持国と反キリスト教国（独は、ゲルマン原始宗教思想を提唱した）の

対戦であった。社会主義国家であるソ連は、この時点では対立軸にならなかった。（社会主義国

家であり全体主義国家であるソ連の出番は、第二次世界大戦後である。）第二次世界大戦は、民

主主義陣営の勝利となった。その結果、世界政府の第二次的形態として国際連合が生み出され

た。 

 第一次・第二次世界大戦を経て、人類世界は明確に二つの陣営に分かれることになった。 

民主主義陣営と共産主義陣営である。人間本性の自由を擁護する民主主義陣営と人間本性の



自由を塞ぐ道を指向する全体主義である共産主義陣営との対戦である。１９４５年以降繰り広げら

れた東西冷戦は、第三次世界大戦の対決の姿であった。冷戦という言葉は、まさに的を射た言葉

であった。第三次世界大戦は、東西冷戦が終了した後も未だ続いている。現在も共産主義という

思想は放棄されておらず、人間本性の自由を塞ぐ全体主義国家は現在も存在して、世界を危機

に陥れている。第三次世界大戦の中心国は、民主主義陣営が韓国・日本・米国、全体主義陣営

が北朝鮮・中国・ロシア(旧ソ連)である。ロシアは共産主義を放棄したものの全体主義を放棄した

とはいえず、中国、北朝鮮は現在も共産主義国を標榜している。 

民主主義陣営と全体主義陣営の対立が終焉を迎えることができない大きな理由は、米国をは

じめとする民主主義陣営の国々が自由に経済進出してくることにより、富を奪われ自国の経済が

破たんしかねないという恐怖があるからである。ロシア(旧ソ連)が全体主義を放棄せず、また市場

経済を取り入れた中国が共産主義を堅持しつつも経済の国境ファイヤーウォールを崩さないのは、

米国をはじめとする自由主義経済陣営の経済侵略から自国を守るためである。 

現在、第三次世界大戦は、北朝鮮をめぐる６カ国を中心として展開されている。東アジアの朝鮮

半島がその激突地点である。現在、北朝鮮のミサイル、核開発が世界を恐怖に陥れているが、こ

れからの展開が第三次世界大戦の行方を決めることになる。 

人類が工業社会段階に安着するためには、第三次世界大戦を超えないといけない。超えて世

界が一つにならないと工業社会段階は到来しない。現在人類は、最終的な生みの苦しみを味わっ

ているのであり、正念場を迎えているのである。今後の展開として最も望ましいのは、全体主義国

家が思想の過ちに気づくことである。このことが難しいと動乱期に突入し、場合によっては軍事戦

争に入ってしまうことになる。そして、多大なる犠牲を出すことになる。2017年という年は、そういう

分岐点の年なのである。軍事戦争に突入すると、多くの予言がなされているように、地球上の約

半数の人の命が奪われるという悲惨なものになりかねない。そのような未来は避けたいものであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


