
人類歴史の摂理法則から見た東アジアの近未来（５） 

 

（２） 動乱の時代の始まりと東アジア 

２０１７年という年は、第二次世界大戦の起点になったとされる１９３７年から８０年目にあたる。

再び戦争が起きかねない時である。また、現在は１９４５年の第二次世界大戦終結から始まって

いる第三次世界大戦(自由主義陣営と共産主義陣営との対立)の最終局面に至っているということ

を理解しないといけない。1989 年のベルリンの壁の崩壊と共産主義ソビエト連邦の崩壊によって

自由主義と共産主義の戦いは終わったかのように思われているが、未だに北朝鮮並びに中国は

共産主義を掲げ全体主義政治を行っている。ロシアも共産主義を放棄したとはいえ、全体主義の

政治を続けている。第三次世界大戦は続いているのである。 

対立の解消が望めないならば、動乱の歴史は繰り返すだろう。動乱は、経済的混乱として現出

するか、軍事戦にまで展開していくか、そして核兵器が使用されるかどうかは現時点では決まって

いない。どういう歴史が刻まれるかは、現代の人間がいかなる行動を取るかにかかっている。   

1937 年の米国の金融引き締めは、ルーズベルト不況と呼ばれる経済不況を起こし、経済的に

は戦争経済に突入した。現在世界経済は、各国の金融緩和によって市場にマネーがあふれかえ

っている。また、第四次産業革命と称される IoT革命の進展は、市場に過剰な期待を抱かしている。

処方箋を金融緩和に頼ってしまっている。この方策は、戦前の軍事力増強の国債乱発と考えれば

いい。資産バブルの懸念は、日増しに強まるのではなかろうか。ローレンス・サマーズも「長期に

わたる低金利政策に頼った成長戦略は、大規模なバブルの発生と危険なレバレッジの累積を招く」

と警告している。現在起きている経済現象は、中央銀行バブルであり、IoT 産業革命バブルである。

バブルは破裂する。 

このことがわかっているがゆえに、FRB はじめ各国の中央銀行は金融引き締めに慎重である。

いずれにしても経済的混乱が訪れることは避けられない。また、経済的混乱は、戦争への道を再

び選択する危険がある。何かの事件が引き金となって、後戻りのできない戦争が始まる危険が高

い。 

もしそのような展開になった時、東アジアの姿はどのようになるであろうか。動乱の時代の中心

となる国は、第三次世界大戦の自由主義陣営（韓国、日本、米国）・共産主義陣営(北朝鮮、中国、

ロシア)の 6 カ国である。この 6 カ国が中心となって動乱は展開される。 

日本は、如何にすべきであろうか。現在日本は既に繁栄の頂点に達している。日本の繁栄の始

まりは１８６８年の明治維新である。民族国家としてまとまった形態をとることに成功し、国民が一

つになって繁栄を築き上げた。既に明治維新以後１５０年を経過している。通常、国家の繁栄の期

間は 100～200 年とされており、いつ黄昏を迎えても不思議ではない。日本は今までの方法では

繁栄を継続することが難しい。日本一国だけで未来を切り開くのは至難な状況にある。一国の繁

栄の頂点を迎えた文明が更に繁栄を続けていくためには、他民族と融合してより大きな文明圏を

築き上げることしか道がない。日本は、東アジア文明圏あるいは環太平洋文明圏というより高度

な文明圏を創出する努力をする必要がある。 



そのことができない場合、日本は他国の脅威の前に衰退・分裂の時代を迎えるであろう。第二

次世界大戦後日本を米国、ソ連、中国が分断統治するというビジョンがあったが、この時と同じよ

うに米国・ソ連・中国の分断統治という悪夢の未来も否定できない。北朝鮮、韓国、ソ連、中国と

融合できるか否かが分岐点である。 

（参考 1：拙ブログ） 2015/10/3 「排他主義は国を滅ぼす－（古代ローマの衰亡より）」 

４世紀後半諸部族の移動や攻勢の前に危機に瀕したローマ人のアイデンティティは偏狭な差別と排除の論理

の上に構築されたものに変質し、外国人嫌いを伴う排斥の思想となり、視野狭窄で世界大国にふさわしくないもの

となった。帝国を成り立たせていたアイデンティティが変質して国家の本質が失われていったのだった。南川高志

氏は、「排他的ローマ主義」と呼んでいる。http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2015/10/post-4ed0.html 

 

韓国、北朝鮮の場合はどうなるであろうか。両国は、現在すでに分断国家となっている。韓国・

北朝鮮は、不幸にして繁栄期を迎える前に分断国家になってしまっている。その原因は、日本の

戦前の韓国併合にある。日本は、西欧列強のアジア植民地化から朝鮮半島に進出したものだが、

他民族の支配地に勝手に進出したという事実は否定することができない。朝鮮民族から反感を買

い、慰安婦問題、挺身隊問題などで未だに日帝 40 年の怨みを受けていることは残念でならない。 

ところで国家が分断されている朝鮮半島は、今後どのようになるであろうか。北朝鮮を説得して

南北統一ができない場合、次の展開は第三国によって占領されるというのが歴史の示すところで

ある。古代ユダヤ帝国が北イスラエルと南ユダに分裂した後、北イスラエルは最初の世界帝国を

建設したアッシリアに滅ぼされ、南ユダも新バビロニアに滅ぼされてバビロンに捕虜として連れて

いかれていく。韓国・北朝鮮は対立するのではなく、民族の危機を感じ取って統一の道を真剣に

模索しなければならない。南北統一に向かわなければ他国の支配下におかれて苦難の道を歩ま

なければならなくなる。 

中国は、現在世界の支配権を米国から奪おうとしている。地道に国力を高めて覇権を取ろうと

している。中国は、南シナ海を強引に中国の領土だと主張し軍事基地を建設している。また海軍

を増強し 2 隻目の空母を建造中である。太平洋の利権を狙っていると思われる。米国の支配力に

衰えがみられる現在、世界の覇権を手繰り寄せようとしているようである。周辺国は、中国の恫喝

の前になす術がない。中国は動乱の台風の目である。動乱期の行く末は中国の行動にかかって

いるといっても過言ではない。 

  

（３） 混乱を回避する道―鍵はベルリンの壁崩壊をもたらした背景にある 

 

（ゴルバチョフ大統領とペレストロイカ） 

ベルリンの壁崩壊は、ポーランドの民主化とハンガリーの改革が進み、東欧の社会主義国が民

主化の動きに混乱が続いていた最中の 1989 年 11 月 9 日に起きた。東ドイツ政府が、旅行及び国

外移住の大幅な規制緩和の政令を「事実上の旅行自由化」と受け取れる表現で発表したことが直

接のきっかけで、ベルリンの壁にベルリン市民が殺到し、混乱の中で国境検問所が開放されたの

http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2015/10/post-4ed0.html


である。 

このことが突如起きた背景を見ると、ソビエト連邦の書記長に就任したミハイル・ゴルバチョフが

行った一連の民主化政策の実施が世界を思いもかけない方向に導いたことがわかる。1980 年代、

米ソ二極論的世界像「新冷戦」が行きづまる中、中距離核戦力の開発などの新しい軍備拡張がソ

連財政を圧迫し、経済成長を阻害するものと認識されるようになっていた。 

1985 年に共産党書記長に就任したゴルバチョフは、党による一党独裁制が 60 年以上も続いた

ことにより硬直した政府を立て直すため、ペレストロイカ(再構築)と呼ばれる政治体制の改革運動

を提唱実践した。あわせて進められたグラスノスチ（情報公開）とともに、ソビエト連邦の政治を民

主的な方向に改良していった。ゴルバチョフは、社会主義体制の枠内での改革を志向したのだが、

物資の不足により高まる国民の不満を背景に、社会主義体制そのものの放棄と連邦制の崩壊に

つながった。現在では、共産圏の民主化を進めるとともに冷戦を終結させた政策として、主に旧ソ

連以外の各国で高く評価されている。 

対外的にはペレストロイカ時代、ゴルバチョフはそれまでのソ連の公式指針であった制限主権

論（社会主義国の連帯重視の原則）を放棄して、「新思考外交」を掲げて東欧諸国への統制を停

止していった。それは、東欧諸国が一気に社会主義を放棄する東欧革命をもたらしたのみならず、

バルト三国などソ連邦を構成する諸国、諸民族の分離独立運動をも誘発したのであった。 

〇「新しい思考」とは次のような新しい外交の軸に転換することを意味した。 

 ・アメリカなど西側との経済的な相互依存の必要、世界経済の一体性を認識する。 

 ・西欧（ＥＣ）と日本というアメリカ以外の勢力との関係を重視する。 

 ・中国との関係を正常化し、アジア・太平洋地域の一員となる。 

 ・ＮＩＥｓやＯＰＥＣ諸国などの新興勢力の出現を認識する。 

 ・世界共通（グローバル）な経済に対応し、環境問題など共通課題に取り組む外交。（＊１） 

（＊１） 世界史の窓  http://www.y-history.net/appendix/wh1702-008_1.html 

 ソ連の民主化政策実施が西欧世界を一変させたのである。現在、東アジア世界は極度の緊張

の中にある。いつ戦争に突入しても不思議ではない。この危機を回避し乗り越えるためには、ベ

ルリンの壁崩壊に象徴される民主化政策の実施がなされる必要がある。民主化は、人間の創造

本性の自由を触発し、自由への道を塞ぐ全体主義を打ち倒すのである。東アジアに関係する三国

の思想的状況とその変革の方向について記述する。 

 

（北朝鮮の主体思想と変革） 

主体思想は、人間中心の考え方で、人間がすべてのことの主人であり、すべてを決めていく自

立原則を掲げた指導理念をもった思想である。北朝鮮の主張によれば、1955 年 12 月に金日成が

行ったとされる演説「思想活動において教条主義と形式主義を退治して主体を確立するために」

が主体思想の原点である。（＊2）1966 年以降唱えられ、「主体」とは金日成によれば、「自国の革命

と建設に対して（人民が）主人らしい態度をとる」という人間中心主義の考え方で、「大国の内政干

渉を排除し自主独立路線を歩むことを主張し、思想における主体、政治の自主、経済の自立、国



防の自衛を掲げるものである。 

黄長燁が中心となって進められたといわれ、「自分の運命の主人は自分自身であり、自分の運

命を開拓する力も自分自身にある。故に、革命と建設の主人公は人民大衆であり、革命と建設を

促進する力も人民大衆の側にある」とされるが、その実現のためには人民大衆を正しい路線に導

く首領が必要だと説明されている。（＊2） 

主体思想は、マルクス・レーニン主義を適用した唯物論に立脚した思想であるがゆえに、結局

独裁や個人崇拝に利用されるものとなってしまった。首領金日成・金正日を神と崇める宗教に転

化していった。神を否定し個人崇拝に陥った思想には希望も未来もない。他の共産主義諸国と同

様に北朝鮮は発展するのでなく疲弊し滅亡の危機に直面していった。この結末は当然の帰結で

ある。 

 もともと北朝鮮の平壌は共産主義国家になる前、「東洋のエルサレム」と呼ばれるほどキリスト

教信仰の篤い土地だった。神の存在と神に対する信仰の姿勢は、北朝鮮の素晴らしい姿であっ

た。しかし、北朝鮮は社会主義革命によって神を否定してしまった。主体思想は人間主義に陥るこ

とによって失敗したのである。北朝鮮は、神のもとでの主体思想に戻ることが必要である。神を否

定した中での主体思想の下には繁栄はないことに気づかないといけない。北朝鮮の未来は、神を

迎え入れた主体思想を確立することによってはじめて切り開かれることになるだろう。 

(＊2) 礒崎 敦仁   澤田 克己著「新版 北朝鮮入門: 金正恩体制の政治・経済・社会・国際関係」東洋経済新報

社 2017 

 

(中国の変革) 

現代の世界の軍事・政治状況において、最も脅威であるのは中国の存在である。１０億の民を

抱え経済的にも米国に並ぶ地位を獲得しつつある中国は自信を深めている。中国は、次の時代

は自分たちの時代であると認識している。確かに中国が培ってきた精神と行動様式には人類の

未来を切り開くに足る内容を秘めたものがある。しかし、中国の時代が到来するためには大きな

障害がある。中国が共産主義を放棄したとしても不十分である。中国は、有史以来ずっと全体主

義を堅持して統治してきたという歴史に大きな理由がある。広大な国土と膨大な人口を統治する

ために、中央の権力による力の支配を一貫して取り続けてきた。 

毛沢東は、現代の孔子といわれた楊昌済に学び、「いささかも自私自利の心のない精神を樹立

して、高尚な、純粋な、道徳をもった人になろう」と学生時代の手記に記している。最初の妻は、楊

昌済先生の娘、楊開慧である。毛沢東はおそらく孔子の教えにもとづく理想社会(大同社会)の建

設を夢見ていたはずである。その毛沢東が、「私は孔子様にはならない。始皇帝になる」といった

と伝えられている。中国の現実の姿を知るにつれ、孔子による徳治政治は難しく力による統治し

か有効でないと悟ったと思われる。 

中国の歴史は、力による支配とその支配にいかに対処するかという民の歴史が綿々と続いて

きているのである。古代から現代に至るまで、民を力によって粛清してきた。儒教は統治のために

都合よく使われてきた面がある。西欧人は、中国を「義」の国として尊敬しながらも、中国民族がも

https://www.google.co.jp/search?hl=ja&site=webhp&tbm=bks&q=inauthor:%22%E7%A4%92%E5%B4%8E%E3%80%80%E6%95%A6%E4%BB%81%22&sa=X&ved=0ahUKEwiupfbXldPVAhWExrwKHZ2nC48Q9AgIJzAA
https://www.google.co.jp/search?hl=ja&site=webhp&tbm=bks&q=inauthor:%22%E6%BE%A4%E7%94%B0%E3%80%80%E5%85%8B%E5%B7%B1%22&sa=X&ved=0ahUKEwiupfbXldPVAhWExrwKHZ2nC48Q9AgIKDAA


つ底知れぬ暗部を感知して、「中国が変わるときは世界史が完成する時だ」とも述べたのである。 

中国は、中国思想がもつ長所と短所を自覚して自らの手により変革しない限り、中国自らが人

類歴史のリーダーとして世界を引っ張っていくことは難しい。たとえ力によって世界の覇権をつか

んだとしても、世界は安定せず崩壊することになるだろう。 

(参考 2：拙ブログ)  2011/7/11 「文化大革命－毛沢東の意図(神への挑戦)」

http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2011/07/post-6bda.html 

（参考 3:拙ブログ）  2015/10/23  「中国が西洋化することによって世界史が完成する」 

http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2015/10/post-61ff.html 

 

（米国の経済世界支配と変革） 

人間本性の自由を擁護する民主主義を掲げている米国にも問題がある。米国が、経済という

領域において自由主義として行ってきたことは、必ずしも正しいというものではない。自由主義経

済(資本主義経済)は、富を増進させる礎だからといって無条件に許されるものではない。自由主

義経済は弱肉強食を是認する。その結果弱者を追いつめることになる。自覚していないが、他人

の富（将来の富である市場）を合法的に奪っている。搾取していることに変わりはない。アンチテー

ゼとして共産主義という思想が生まれ、資本主義に対抗してきたことを忘れてはいけない。自由主

義経済は、新しい技術革新と富の創出において有効であるからといって経済的自由を振り回すこ

とは避けなければいけないのである。フリードリヒ・リストは、自由主義経済は世界連盟を前提にし

ていると批判した。アダム・スミスやケインズも、安易なグローバル経済化を戒めてきた。また、ア

ダム・スミスの自由経済思想を精緻に分析すると、自由主義経済を無条件に賛美しているわけで

はなく、東洋の儒教倫理の経済思想と符合する。 

スミスが述べている経済活動は、事物の自然な流れに従った安全をめざした目のとどく投資で

ある。このような事物の自然な秩序に従うという前提であれば、「（神の）見えざる手に導かれて」

個人的なものと社会的なものとが結合すると述べているのである。そうではない投資(経済)ならば、

個人的なものと社会的なものとは結合しないということが裏に隠されている。投機という資本主義

社会を混乱させている投資は、スミスが語った「(神の)見えざる手」ではなく、「サタンの見えざる手」

の導きと解していいだろう。 

中国の聖賢孔子は、経済活動に対して、慎重に言葉を選んで語っている。 

子罕（まれ）に利を言う。命と与（とも）にし、仁と与（とも）にす。 

＜先生は利について進んで話をすることは少なかった。それに触れるときは運命や仁徳と絡めて

話された。＞（子罕第九） 

孔子は、道義の追求のみを許し、利益の追求を許さなかったということではない。普通の人たちが

利を優先して義を軽んじたり、ひどいときには利に目がくらんで義を忘れてしまうことがあったから

こそ、わざわざ利について語らなかったという。 

二宮尊徳も、「分度を超ゆるの過、恐るべし」と語っている。分度とは、経済活動を行う上で自分

の実力を知り、それに応じて生活の限度を定めること、分限を超えてしまうととんでもない禍が襲

http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2011/07/post-6bda.html
http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2015/10/post-61ff.html


ってくるということを説いた。 

アダム・スミスが推奨した人間の自由な経済活動も、ある限度を超えると悪に転化してしまうの

である。自由主義経済の市場とは、神が導くだけでなく、悪魔(サタン)も導くというのが市場の本質

であり、自らを破壊する戦争とも手を結んでいるのである。 

報徳生活の三要素「勤労」「分度」「推譲」 

報徳は「勤労、分度、推譲」の三原則を基本とします。 

【勤労】は生活の基本であり自助努力の大原則ですが、同時に知恵を働かせて労働を効率化し、社会に役立つ成

果を生み出すという自覚を重視します。 

【分度】は経済的には、収入の枠内で一定の余剰を残しながら支出を図る生活、経営の確立。計画経済の基本で

す。この余剰が、明日の、来年のそして未来の生活、生産の発展と永安のための基礎資源となります。 

【推譲】は、分度生活の中から生み出した余剰、余力の一部を、各人が分に応じて拠出します。これが報徳資金に

なり、相互扶助、公共資本あるいは弱者、困窮者救済に宛てられ、家政再建、町村復興、国づくりが進められます。

尊徳は桜町領復興に当たり、小田原の田畑家屋敷、家財を全て売り払い、それを仕法の資金として推譲しました。

(Web 報徳博物館 http://www.hotoku.or.jp/sontoku/hotoku/) 

 

 (参考 4：拙ブログ)  2012/1/26 「アダム・スミスの自由貿易論は、世界連盟を前提にしている」（リストの批判よ

り）－１  http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/post-059e.html 

(参考 5：拙ブログ)  2012/1/26 「現実経済理論としての国民経済学（リストの批判より）―２」 

http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/post-fc7b.html 

(参考 6：拙ブログ) 2012/1/26 「リストの批判から 170 年－世界は真の世界連盟創設の時を迎えている。」

http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/post-c61d.html 

(参考 7：拙ブログ) 2016/3/12 「ケインズのグローバル経済批判」 

http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2016/03/post-d9ef.html 

(参考 8：拙ブログ) 2016/4/28 「アダム・スミスの『神の見えざる手』と現代」 

http://kiyapitolino.cocolog-nifty.com/blog/2016/04/post-c31a.html 

(参考 9：拙ブログ) 2016/4/19 「アダム・スミスの意図した『神の見えざる手』」 

http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2016/04/post-390d.html 

 

現在、グーグル、アマゾン、フェイスブック、マイクロソフトなどの米国の世界的企業が世界の富

を独占し、このことが世界各国との軋轢を生んでいる。市場は、強い者が奪って構わないというも

のではない。2004 年、GE 社長ジェフ・イメルトがハーバード・ビジネススクール（HBS）でこうスピー

チしたという。 

「アメリカでは、自分の顧客に会いにいくとき、顧客はきみがどれくらい多くの金を稼いでいるかを

語るのを歓迎する。それは、一種の力の誇示であり、顧客の方は、それはすごい、ずいぶん儲か

っているんですねとなる。だが、きみがヨーロッパで顧客に自分がどれほど多くの金を稼いでいる

http://www.hotoku.or.jp/sontoku/hotoku/
http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/post-fc7b.html
http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/post-c61d.html
http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2016/03/post-d9ef.html
http://kiyapitolino.cocolog-nifty.com/blog/2016/04/post-c31a.html
http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2016/04/post-390d.html


かを話せば、相手はその金は自分から奪われたものだと言うだろう。つまり、きみはそれほど多く

の金を稼ぐべきではないとみなされているんだ。したがって、きみは現在やっていることや、その

やり方を改めなければならない。そういう空気があるんだ。企業は儲けてはいけない。それがヨー

ロッパなのさ。」（＊２） 

（＊10：拙ブログ）2012/1/8 「米国型資本主義の揺りかご－MBA（ハーバードビジネススクールの場合）－１」

http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/mba-c4a5.html 

ジョナサン・タプリン氏（南カリフォルニア大学アネンバーグ・イノベーション研究所の名誉所長）

は、「グーグルが買収したユーチューブはストリーミング・ビジネスの 55％を占めているが、収益の

11％しか制作者に支払っていない。解決策の 1 つは、グーグルのような汎用性の高い技術を持つ

企業を公共企業に転化させるべき」という。検索アルゴリズムを他分野でのイノベーションに生か

すのだ。特許を安価なライセンス料で使わせることは悪いアイデアではない。 

 1930 年頃から数十年間も通信技術のトップリーダーだった AT＆T のベル研究所は、コミュニケ

ーション手段の開発・発明で多くの特許を得ていたが、ある時期に方向転換をする。 1950 年代

から 60 年代にかけても開発・発明が途切れなかったこともあり、1956 年に 8600 件あまりの特許を

無償で公開した。それによって半導体、ソーラー、レーザー、携帯電話、コンピューター言語、人工

衛星分野などで米国はイノベーションがさらに進んだ。シリコンバレーに IT 企業が参集することに

なった発端もそこにあると言われている。（＊3） 

（＊3）http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/50664 

 

工業社会段階に安着するためには、富の格差をそのままにしたままではできない。すべての人

類が共存共栄する相互扶助の精神が不可欠である。かつて農業社会が定着期に入った時、神が

人類に示されたとされる戒めを思い起こしほしい。モーセに示された十戒である。その八番目には、

「あなたは盗んではならない」、9 番目には、「あなたは隣人について偽証してはならない」、10 番

目には、「あなたは隣人の家をむさぼってはならない。隣人の妻、しもべ、はしため、牛、ろば、ま

たすべての隣人のものをむさぼってはならない」(「出エジプト記」第 20 章)と記されている。この戒

めを刑法のものとだけ解釈すべきではない。合法的であっても他人の生命、富を奪う行為は、当

人が奪われていると感じる限り、悪なのである。自由主義経済による富の獲得は節度を持つべき

である。米国が節度を回復することが世界平和を実現するもう一つの鍵である。 

トランプ大統領は、「米国第一主義」を主張している。「米国第一主義」は、米国を孤立主義に陥

らせ、世界秩序を不安にさせるものとして批判されている。しかし、摂理的にみて正しい政策であ

る。世界の覇者と思われ世界の警察官を自認している米国も、国内を見てみれば強者が弱者を

追いつめ弱者の生存を脅かしている。世界の覇者である米国においても、国民の富は、強大な企

業の利益のために、そして海外からの経済産品の輸入によって奪われているのである。富は、国

家間で企業間で個人間で地域的に偏在しているのである。それが生存を脅かすところにまで来て

いるという現実を無視してはいけない。トランプ大統領の米国の中産階級の雇用を守らなければ

http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/mba-c4a5.html


ならないという政策は正しい。この政策に反対している人々は、他人のものを奪っているということ

に気づいていない。 

雇用を生むために製造業に回帰しようとしていることも正しい。ＩＴ企業の雇用吸収力は、製造

業に比べてはるかに小さく、一方で地域の企業を疲弊させるものとなっている。ネット販売の最大

手アマゾンの発展は、地域企業の衰退を招き、多くのショッピングモールが閉鎖に追い込まれて

いる。今や、ネット企業は地域社会の破壊者になっているのである。人間の生存基盤・地域は再

生されなければならないのである。 

 

（６）  最後に 

現在、人類を取巻く状況は八方塞がりである。どこに道があるのかさえ定かではない。世界は

陰鬱とした闇におおわれている。 

この状況は、不思議でも何でもない。キリスト教でいわれてきた終末が訪れているだけなのであ

る。この世の支配者サタン(悪魔)がこの世を破壊しようとしている姿なのだ。すべてのものが終わ

りを迎えていく。信じようと信じまいと、人類歴史の裏で歴史を演出してきた神とサタンの戦いが最

終章を迎えているのだ。混乱は致し方ない。 

今人類がなさなければいけないことは、神のもとに帰ることである。そして、緊急になさなけれ

ばならないことは、第三次世界大戦の軍事戦を未然に防ぐことである。次に、IoT 革命を活用して

新しい経済＝共同体家族主義経済を築き上げることである。 

 

 

 


