


2020年は時代の変わり目



水瓶座の時代



およそ2160年周期で変わる地球のサイクルに節目が訪れ

1980年以降『水瓶座の時代』に入り始めた



魚座の時代➡みずがめ座の時代

宗教の対立
領地の奪い合い

物質主義
見えるもの

魚座の時代
紀元0年からの約2000年

争い・支配の時代

LOVE&PEACE
自由や革新、平和、

平等、博愛、オリジナリティー、
科学技術などが調和する時代

心・精神・意識の時代
見えないもの

みずがめ座の時代
1980年代から4000年くらいまで

解放の時代



ニューエイジ（英: New Age「新時代」の意）とは、
20世紀後半に現れた自己意識運動であり、
宗教的・疑似宗教的な潮流である[1]。

ニューエイジという言葉は、
魚座の時代から水瓶座の時代の
新時代（ニューエイジ）に

移行するという西洋占星術の思想に基づいている



風の時代



地・土の時代➡風の時代

2020年末 約200年続いた

「土（地）の時代」が終わりを告げ

「風の時代」への転換期が訪れる

パラダイムシフト



パラダイムシフト

その時代や分野において

当然のことと考えられていた認識や思想、
社会全体の価値観などが

革命的にもしくは劇的に変化すること



パラダイムシフト

■天動説から地動説 （地球は丸かった。）

■明治維新（西洋化・科学主義）

■産業革命（大量生産・大量消費）

■パソコンの普及 (データ/電子化、情報社会)

■人工知能(AI)の進化（労働力/働き方の変化）



社会的なパラダイムシフト

これまでの

常識、価値観、固定観念、ルール

の崩壊



土の時代➡風の時代

物やお金などに価値を置く
物質重視の価値観

地・土の時代
1802年～2020年

資本主義経済

「目に見えないもの」
「物質ではないもの」

情報や人脈に価値を置く

風の時代
2020年～2219年

人材主義経済

人類レベルで体験する時代の流れ



パラダイムシフト

そのパラダイムシフトに備え、

私たちひとりひとりの

意識を変えていくべき時



個のパラダイムシフト

枠からはみ出すことは
悪いこととされる時代だったけど、

これからは枠を超える力がないと
生きて行けない時代



「コロナ」

・オンライン化 ➡ ZOOM利用

・通勤、通学のない世界 ➡ おうち時間の拡大 ➡ 家族との関係

・都市部 ➡ どこにいても働ける＝地方へ ➡ 好きを仕事にしたい

・地位や名声 ➡ 自由な時間が欲しい

・お金やモノ（物質） ➡ 質の良い情報、人脈

・人間力がものをいう ➡ ひとりひとりの在り方が問われる

・エネルギー／波動の時代 ➡ 見えないものに価値がある時代



占星術に見る

グレート・ミューテーション



3月22日
7月2日
12月17日
12月19日
12月22日

「風の時代」に入ったサイン

土星と木星のグレートコンジャンクション
➡20年に一度の天体現象

土星が水瓶座に入った
土星逆行 山羊座に戻り
土星は再び水瓶座に入る
木星も水瓶座に入る
土星と木星がぴったり重なる
冥王星も水瓶座に入る
本格的な風の時代のスタート

2020年

2023年
2024年



土星と冥王星の配置 イベント

1914年 魚座 コンジャンクション 第1次世界大戦

1931年 魚座 オポジッション 世界大恐慌
満州事変

ナチスの独裁政治

1939年 魚座 スクエア 第2次世界大戦

1947年 魚座 コンジャンクション 東西冷戦

1965年 魚座 オポジッション ベトナム戦争
文化大革命

1982年 魚座 コンジャンクション AIDSパンデミック

2020年 魚座 コンジャンクション コロナパンデミック



2020年から2023～4年は

めちゃくちゃ大事な時期なのです！



「風の時代」に入ったサイン

グレートコンジャンクションが起きた
星座の性質に社会が発展していく

➡20年ごとの周期で社会は変容・発展している

土星：基盤、ルール、土台を表す
成長、上昇、発展を意味する

木星：可能性を成長させる



2020年12月22日以降
2040年までの20年間

社会は水瓶座の方向に進む

発展することが予測される



星座の4つのエレメント

火：牡羊座、獅子座、射手座

土：牡牛座、乙女座、山羊座

風：双子座、天秤座、水瓶座

水：蟹座、蠍座、魚座



水瓶座時代のキーワード

IT、インターネット、SNS、システム、
デジタル、デジタル家電、ネットビジネス、発明
改革、革命、革新的、客観性、個性、最新、斬新、前衛的、
大胆、独創的、非凡、論理性
クール、ドラスティック、ユニセックス、リベラル、若返り、知識、
博愛精神、ユーモア、インスピレーション
宇宙、科学館、未来、占星術、地球、天文学、プラネタリウム、惑星、
仲間、友人、友情、人脈、グループ、グローバル、
コラボレーション、ネットワーク
権利、自由、独立、平等、フリーランス
突然、予想外、変化、ブレイクスルー、現状打破、効率化
NPO、ボランティア、環境、環境問題、エコ活動



エレメント 年 星座

風 2020年 水瓶座

地 2000年 牡牛座

風 1981年 天秤座

地 1961年 山羊座

地 1941年 牡牛座

地 1921年 乙女座

地 1901年 山羊座

： ： ：

地 1842年 山羊座

火 1821年 牡羊座

地 1802年 乙女座

土星と木星のグレートコンジャンクション
20年に1度の天体現象



エレメント 年 星座

風 2020年 水瓶座

地 2000年 牡牛座

風 1981年 天秤座

地 1961年 山羊座

地 1941年 牡牛座

地 1921年 乙女座

地 1901年 山羊座

： ： ：

地 1842年 山羊座

火 1821年 牡羊座

地 1802年 乙女座

土星と木星のグレートコンジャンクション
20年に1度の天体現象



エレメント 年 星座

風 2020年 水瓶座

地 2000年 牡牛座

風 1981年 天秤座

地 1961年 山羊座

地 1941年 牡牛座

地 1921年 乙女座

地 1901年 山羊座

： ： ：

地 1802年 乙女座

土星と木星のグレートコンジャンクション
20年に1度の天体現象

200年に1度のエレメントの移動
＝グレートミューテーション



グレート・ミューテーション
↓

突然変異

種の保存、進化のため



土・地のエレメントの時代 1802年～2020年

物質的な豊かさ
安定した社会、安定した暮らし

身体的な心地よさ
快適さを求める時代

利便性

物質的なものに価値の置かれる時代



土・地のエレメントの時代 1802年～2020年

■法律の整備
皆がそれを守り心地よく安定した社会の創造

■衣食住の充実
飽食の時代、大量生産、大量消費、
住み心地のいい家屋、必要なものが安く手に入る

■健康
乳幼児の死亡率の低下、寿命が長くなる

■物質的な豊かさ
一流大学、一流企業、勤勉さ、お金をたくさん手にすること



地のエレメントの時代 1802年～2020年

■縦型社会
ヒエラルキー
目上の人に従い、実直に働き、個性をころし勤め上げる

■偏差値の高さ、賃金の高さ
法律、医学、経営といったジャンル

■皆一律の同じような成功を求める

■場を乱すような突出した個性は好まれない

■ルールを守ることが大事



風のエレメントの時代 2020年～2219年

風＝大気の循環
身体＝呼吸、血流を流す
思考、感情、知性の働き

外側で起きていることを判断する
知性＝情報量が増える、インターネットの恩恵

情報＝大量、双方向、発信

非物質的なものに価値の置かれる時代



風のエレメントの時代 2020年～2219年

■情報＝貴重さ、量、スピード
■個性的であること
■面白いアイディア
■着眼点がユニーク
■独自の観点
■多様性が歓迎される
■多角的な視点
■経験より個性的であるか



風のエレメントの時代 2020年～2219年

■横型社会
■ユニークな人が繋がる
■物事への選択肢が多い
■自由に軽やかに変化していく

■風、柔軟さ、発想力、臨機応変さ
■感性を使って道を切り開いていく



風のエレメントの時代 2020年～2219年

地の時代の恩恵＝物質的な豊かさ

＋

風の時代の質に馴染んでいくことが大事！



風のエレメントの時代 2020年～2219年

＜地の時代のデメリット＞

■物質中心、お金中心
■恩恵もあるが豊かさをゆったり楽しむより、
■お金を稼ぐために追いかけられる
■決められた生き方を変えられない
■豊かさが行き過ぎて大量廃棄



風のエレメントの時代 2020年～2219年

＜風の時代の変容＞

■ AI化（artificial intelligence）

■IOT化（Internet of Things モノのインターネット）

■オンライン化
人との接触を減らすためますます増える
オンライン会議、授業 テレワーク
ZOOM飲み会、オンライン合コン等



風のエレメントの時代 2020年～2219年

＜風の時代の変容＞

■学校や会社の規則に捉われず
自分の時間と生活を管理していく

■通勤、通学のない世界

■働き方が劇的に改革されていく



風のエレメントの時代 2020年～2219年

■それに伴う仕事の問題
「これからどうしよう」という不安

■既存のやり方に囚われないこと
■アイディアを出してたくさんの選択肢を持つこと
■いろんなやり方をもつこと

■試してみる軽やかさ
■組み合わせてやってみる



風のエレメントの時代 2020年～2219年

■価値観の近い仲間と情報共有

■今ここで、この状況で何ができるかの模索

■面白がって楽しみながらやってみる

■それをシェア、発信する



風のエレメントの時代 2020年～2219年

■仲間とのブレスト
■自分の頭の中を分かち合いみんなでアップデート
■大勢の人と情報を分かち合う

■地：過去からの積み重ね大事、知識、経験
風：それを活かして軽やかに

■臨機応変さ



風のエレメントの時代 2020年～2219年

個の時代

自分という「個」を理解して発揮していく

自分の望むことを知り、素直に世の中の流れに乗る



時代の流れ＝意識の変化

【所有：Having】

貧しさの中からの
物質的な豊かさの時代

国家・社会軸

【行為：Doing】

比較競争の価値観
勝ち負けの時代

他人軸

【存在：Being】
個々の存在価値
自他を肯定
自他を愛する

自然体・自分軸

参考：
心理学者ラバーテ提唱HDBモデル



時代の流れ

【所有：Having】

昭和
1926～1989年

【行為：Doing】

平成
1989～2019年

【存在：Being】

令和
2019～

心理学者ラバーテ提唱HDBモデル

40代以降の私たちが
軽やかに転換するためには

明治1868年～
大正1912年～



円満ライフメソッドの全体像

スピリット
源との繋がり

身体
今を感じる感性

心
思考・感情

生
センシュアリティ

性
セクシャリティ

聖
スピリチャリティ

Wellbeing
より良い流れ



円満ライフメソッドの全体像

Wellbeingの流れ

地

＜心＞
感情ヒーリング

思考ビリーフリセット
とらわれから解放される

＜身体＞
呼吸と身体感覚に

意識を留め「今」を生きる
活力が増し健康になる

＜スピリット＞
チャクラを活性化させ
「内なる存在」と調和し

源と繋がる

＜センシュアリティ＞
感じる力を育む
官能的に生きる

安心、安堵、平安の
歓びを体験する

＜セクシャリティ＞
生命エネルギーと
精神的な繋がりを
実感し至福を感じる

＜スピリチャリティ＞
意識の目醒め

無限の可能性にアクセス
できる自分になる

天


