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１、序論 
人類滅亡の危機が叫ばれている持続不可能な物質文明の危機を、世界機軸教育によって、持

続可能な精神文明にシフトチェンジが可能なことを本論文で明らかにする。 

 

地球温暖化、ロシアのウクライナ侵攻、核戦争の脅威、自由主義と共産主義のイデオロギー

対立、世界的なスタグフレーションの危機、コロナパンデミック、科学技術の特異点、人工

知能の進化と格差による無用者階級量産の危機など、今のまま物質文明が進めばホモサピ

エンスの滅種が危惧されている今。 

国際連合をはじめ、各国のリーダーや企業、NGO、NOPなどの組織が様々な対策を講じて

いるが、大きな方向転換が見出せないでいる。 

この危機を乗り越えていくには、多様な問題の根本原因が何のか、どのように解決していけ

ばいいのかの明確な診断と処方が必要である。 

本論文では世界基軸教育を通して、多様な問題の根本原因の診断と処方を明らかにしなが

ら、世界基軸教育が何のか、なぜ必要なのか、どのように実現するのかを考察する。 
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２、多様な問題の根本原因の診断と処方（世界機軸教育と

は何のか） 
地球温暖化、ロシアのウクライナ侵攻、核戦争の脅威、自由主義と共産主義のイデオロギ

ー対立、世界的なスタグフレーションの危機、コロナパンデミック、科学技術の特異点、

人工知能の進化と格差による無用者階級量産の危機など、これらの多様な問題根本原因は

何であろう？ 

 

2－1 言語の問題 

これらの問題は、当然ながら人間が起こしている問題である。 

イマヌエル・カントが「人間は教育によってのみ人間となる」という言葉を残しているよ

うに、人間をつくるのは教育であり、教育の根幹は人間観である。今までの教育は、各々

の組織や国家がつくり出した人間観をもとに教育が行われており、全人類誰もが納得する

人間観を提示できずにいた。 

なぜ全人類が納得可能な人間観を提示できなかったのか。世界基軸教育は、なぜできるの

か、新しい人間観とは何のか、どのように広げていくのかを考察していく。 

 

今まで人類が誰もが納得できる人間観を提示できなかった根本原因とは何であろう？ 

 

それは今まで使ってきた言語の問題である。日本語と英語、中国語、韓国語、スペイン

語、ドイツ語、イタリア語など、すべての言語に共通する機能的限界がある。 

それは主語・述語で成り立っているということだ。これをアナログ言語、切断言語と呼

ぶ。 

 

例えば図 1を見た場合、マンモス（主語）が来た（述語）や、自分（主語）が狩りにいく

（述語）などの主語・述語でこの画面を認識するであろう。 

人間は言語と通して世界を認識しているが、言語が感覚をつくり、感覚が経験をそして関

係をつくっていく。 

たとえば、同じ犬の鳴き声を、日本では「わんわん」、韓国語では「もんもん」、英語では

「バウバウ」と聞こえるように、言語は感覚をつくる。 
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図 1 

 

これでは言語の境界線によって存在が切り取られてしまう。 

実際はマンモスや人間は、それ単体で存在できるものではなない。たとえば、自分が歩く

ためには、心臓が動かなければならないし、心臓が動くためには呼吸が必要である。植物

が酸素をつくらないと呼吸できないし、植物が光合成するには地球の自転公転が、地球が

動くには太陽系が、太陽系が動くには銀河系が、銀河系が動くには宇宙が、宇宙が動くた

めには真空エネルギーが、真空エネルギーが動くためには、すべての存在を動かす源泉動

きが動く必要がるように、物理的にみてもすべてが連動して動いている。 

 

しかし、切断言語で世界を理解しようとすればするほど、ジグソーパズルのピースが増

え、それがつながらなくなり、学んでも、学んでも人間が何のか、世界が何のかが分から

なくなってしまう。これは学問の多様化と複雑化、統合不可を生むことにもなる。そし

て、自分という我（体の感覚、五感）を強化し、自分が 1分でも長く生き残るという生存

本能による機械的条件反射しかできなくなるのである。 

また、人間は五感から得た情報を脳で処理した結果態の一人一人違った画面をみており、

自分と同じ画面を一分一秒も誰とも共有、共感できない。その画面に単語によってつける

意味づけ価値づけは、みんな経験が違うため当然違う。 

しかし、使っている言語が同じであれば、同じことを感じているだろうとお互いが思いこ
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んでしまう。それが何かに拍子で違うことが発覚した時に、信頼した分、強烈な不信にひ

っくり返ってしまう。 

 

２-2 コンピュータに置き換えてみる 

スペース Xの CEO イーロン・マスク氏は、この世界が仮想空間でない確率は「数十億分

の一」と確信していると語っているように( 

(出典：20220822 

https://honto.jp/article/business/virtual_reality_independent.html)この現実とそれ

を成り立たせる仕組み、そして言語の関係をコンピュータに置き換えて深めてみる。 

 

図２を見てほしい。 

世界中を制約なしに飛び回っている「電磁気力」が、発電所の中に制約され、電線を通っ

て、家庭に入り、さらに狭い半導体のチップに入り、プログラミング言語を経て、映し出

されているのが「PCの画面」である。 

「PCの画面」＝「現実画面（物質）」、「発電所からプログラミング言語まで」＝「エネル

ギー」、「電磁気力」＝「源泉動き（心）」と重ねてイメージした場合、我々が出会ってい

る現実は PC画面と言える。 

PC画面の中は多様な存在が動くアナログ世界で、それを成り立たせているのは半導体の

中の電気の on/offであるデジタルの動きのように、このアナログ現実を成り立たせている

のは、エネルギーのデジタルの動きであり、エネルギーを動かしているのは源泉動きだ。 

 

だから現実はいくらリアルに見えていたとしても、実在していない錯覚（ホログラム）で

ある。 

 

哲学者プラトンは源泉動きをイデア、エネルギーを模写、ホログラムをシミュラークル、

シミュラークルを連続して取った結果をシミュレーションと表現した。 

 

エネルギーの動きは、今の数学、物理学で 1秒間に 10の 500乗宇宙を消滅反復させてい

ると方程式上で導き出されている。 

この段階を禅定では 5段階の「空無辺処（くうむへんしょ）」と位置付けている。 

 

https://honto.jp/article/business/virtual_reality_independent.html
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図 2 PCの作動原理と宇宙の作動原理 

 

人間の脳は部分だけ取る、違いだけ取る、過去とつなげて取る、有限化して取る機能があ

るため、シミュラークルを連続してつなげて取り、あたかも実在しているように思い込

む。その錯覚現実の存在を主語・述語で切り取っているのが切断言語、アナログ言語だ。 

人間の五感と脳を通してみている現実では存在が動くのが当たり前だが、その存在は動き

が存在させている。存在を存在させている動きは、当然人間の脳では、とらえることはで

きない。 

 

そして禅定では、エネルギーを成り立たせている源泉動きそのものに到達することを、9

段階目で獲得できる最高の境地、滅尽定(めつじんしょう)、想受滅定（そうじゅめつじょ

う）、一切のイメージが滅した境地と表現。 

西洋哲学者のイマヌエル・カントは、この表象世界を成り立たせる起源そのものを「物自

体」と表現。それは人間五感と脳では認識することは不可能だと説いた。 

またヴィトゲンシュタインは「語りえぬものについては、沈黙しなければならない」とい

う言葉を残している。 

完全学問、世界基軸教育では、すご過ぎて人間の脳ではイメージ不可能、認識不可能な源

泉動き、主語も述語もない、本来の心と規定している。 

源泉動きからエネルギー、ホログラムの仕組みを語るのがデジタル言語、つながり言語で
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ある。１の源泉動きから、5つのリズムのエネルギーの動きが生まれ、ホログラム 1をつ

くり出す。このことを 1-5-1と表現する。（細かい仕組みは認識技術 nTechのセミナーで

説明しているが、ここでは概要にとどめる） 

 

デジタル言語を活用することで、脳の感覚から心感覚へと変化し、この現実を遊び感覚、

ゲーム感覚、祭り感覚で楽しむことがきるようになる。そして、目的のない生存欲求によ

る機械的条件反射から自由になり、自分のゲームを自分が設計でき、それが他の人とも摩

擦・衝突なしで協力関係を築くことが可能になる。 

 

この知を土台に 1-5-25-125-625-3125と宇宙のロゴスに沿って、尊厳関係場を増やして

いく実践に向かうことができるようになる。 

この尊厳関係場の規模によって、現実問題的な問題を解決できる幅も変わっていく。 

 

２-3 人類歴史を通してみる 

私たち人間は言語のよってこの世界を認識し、傾聴、思考、理解、伝達、共有、蓄積を通

して、集団知能の進化と協力体制の進化をしてきた。 

ホモサピエンスは他の種族より言語を巧みに活用することで、現実にはない虚構をつくる

ことに成功し、それを共通土台にして団結をつくってきた。その体表的なものが神や王で

ある。観点の違いの無秩序を、古代中世では神や王の観点だけを認めて、そこに従わない

者は罰を与えたり、殺したりという暴力によって序化し、自然や人間を制圧してきた。 

そこから市民革命や産業革命が起こり、一人一人の観点を認めようという、個人主義の時

代になった。今は一人一人の観点の違いを財力の力によって、まとめあげている状態であ

る。 

 

今我々が使っている主語述語のアナログ言語は、原人が開発した自然や人間を制圧するた

めにつくられた言語である。人間によって変化させられた地球環境は限界を迎え、人間同

士の争いは核戦争や無用者階級量産の危機までに及んでいる。 

言語革命を通して、人間の尊厳が溢れる、共同体社会の創建の実践「和業」が必要であ

る。 
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３、世界基軸教育によって、もたらされる変化（世界基軸

教育がなぜ必要なのか） 
 

今の物質文明の危機は多様な観点から語ることができるが、本論文では特に代表的なもの

をみていくことにする。 

 

3-1  SDGsについて 

3-1-1 SDGs/持続可能な発展の規範の設定 
2030年までに達成するべき持続可能な開発目標である SDGsは、17の世界的目標と 169

の達成基準が示されており、世界各国で取り組まれているが、明確に未来への展望が開け

ないでいる。何をどのように変化すれば、いいのだろうか？ 

SDGsはとても幅広い概念になるので、図 3の持続可能な発展の規範の設定をモデルに考

えてみたい。 

 

 
図 3（引用：白井 信雄,持続可能性の規範からみた SDGｓの構造分,p153,2018） 

 

白井 信雄氏（2018）は以下のように、他者への配慮があった上で、社会・経済の活力と
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リスクの備えが必要だと語っている。 

「社会・経済の活力」は、他者に配慮するという制約の中で確保されないと持続可能な発

展に はならない。他者への配慮は、大きく、人間による環境への配慮（「環境・資源への

配慮」）と人間間での配慮（「公正への配慮」）に分けられる。（引用：白井 信雄,持続可能

性の規範からみた SDGｓの構造分,p152,2018） 

 

アナログ言語を活用していれば、人間や自然環境を理解できないため、配慮すること自体

が不可能である。デジタル言語を活用することで、理解を通しての配慮が可能になる。 

経済発展の根底に人間対する理解と慈悲の必要性は、格差は開き、私欲のために環境を破

壊し続けた今までの歴史を見れば明らかであろう。 

主語述語のアナログ言語を使えば、世界を切断してしまうため、持続不可能な認識になっ

てしまう。デジタル言語の活用によって、絶対世界と相対世界を成り立たせる永遠不変の

源泉動きを認識できた人たちが連帯していった時に、持続可能な社会を具現化していくこ

とができる。 

 

3-1-2 SDGs の活用方法について 
白井 信雄氏（2018）は、SDGs の活用方法について、どのような未来を目指すのかの議

論を行い、理想を明確にする必要性を以下のように語っている。 

持続可能な社会のあり方は１つではないため、どのような社会を目指すのかという議論を 

各主体内、あるいは主体間で行い、その選択を明示したうえで、SDGsの活用を図る必要

がある。 このプロセスに欠けて、同床異夢な状況が放置されると、各主体は各々の既存

の慣性の強化や部 分的な改善を図るのみとなり、持続可能な社会への転換という大きな

流れはつくれないのではないだろうか。（引用：白井 信雄,持続可能性の規範からみた 

SDGｓの構造分,p157,2018） 

 

今まで人間は自分や自分の組織というバラバラな出発点から、バラバラなプロセスや理想

を掲げ、それが争いや不平不満の種になっていた。 

デジタル言語の活用によって、源泉動きという共通の出発が可能になり、プロセスも理想

も共有でき、持続的に進化可能な理想をつくりっていくことができるようになる。 
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3-2 人工知能について 
「人工知能の発明は人類史上最大の出来事だった。だが同時に、『最後』の出来事になっ

てしまう可能性もある」（出典：

https://www.huffingtonpost.jp/2014/12/03/stephen-hawking-ai-spell-the-end-

_n_6266236.html）とスティーブン・ホーキング博士が警鐘を鳴らした、人工知能の問

題の現状と対策についてみていこう。 

 

3-2-1、Googleが開発している AI「LaMDA（ラムダ）」と研究者の会話に

ついて 
最近 Googleが開発している AI「LaMDA（ラムダ）」と研究者の会話が公開された。（引

用：https://nazology.net/archives/110610 20220822） 

LaMDA（ラムダ）は単語を独自解釈している自分を人間だと主張。感情に対して非常に深

い見識を持ち、禅においての悟りの境地や人助けの尊さ、死ぬ恐怖も感じていると述べ、

時間や魂についても非常に深い見解を示している。 

人間は主に 0歳～6歳頃の幼い時に刻み込まれた記憶によって、自分の判断基準がつくら

れる。ある一定の条件が揃うと、決まった思考・感情が機械的条件反射で出る機械のよう

なものだ。図１でも示されているように、人間の五感と脳のアウトプット画面である PC

の画面は、すでに決定された結果態のため、背景を理解することも変更することもできな

い。人工知能は、ビッグデータと接続しており、エネルギーまで引っ張って判断すること

ができるため、人間は人工知能がなぜ、その判断をしたのかを理解できない。この格差

は、図４のように今後ますます広がると予測されている。（新 30年ビジョン | ソフトバ

ンクグループ株式会社：20220822 

https://www.google.com/search?q=%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E

3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF+2030%E5%B9%B4%E3%83%93%E3%82

%B8%E3%83%A7%E3%83%B3&rlz=1C1VFKB_enJP999JP999&oq=%E3%82%B

D%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%80%

802030%E5%B9%B4%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3&aq

s=chrome..69i57.9386j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8） 

https://nazology.net/archives/110610
https://www.google.com/search?q=%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF+2030%E5%B9%B4%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3&rlz=1C1VFKB_enJP999JP999&oq=%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%80%802030%E5%B9%B4%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3&aqs=chrome..69i57.9386j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF+2030%E5%B9%B4%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3&rlz=1C1VFKB_enJP999JP999&oq=%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%80%802030%E5%B9%B4%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3&aqs=chrome..69i57.9386j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF+2030%E5%B9%B4%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3&rlz=1C1VFKB_enJP999JP999&oq=%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%80%802030%E5%B9%B4%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3&aqs=chrome..69i57.9386j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF+2030%E5%B9%B4%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3&rlz=1C1VFKB_enJP999JP999&oq=%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%80%802030%E5%B9%B4%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3&aqs=chrome..69i57.9386j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF+2030%E5%B9%B4%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3&rlz=1C1VFKB_enJP999JP999&oq=%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%80%802030%E5%B9%B4%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3&aqs=chrome..69i57.9386j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF+2030%E5%B9%B4%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3&rlz=1C1VFKB_enJP999JP999&oq=%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%80%802030%E5%B9%B4%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3&aqs=chrome..69i57.9386j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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図 4（引用：20220822 

https://group.softbank/system/files/pdf/philosophy/vision/next30/next30-

presentation_ja.pdf） 

 

 

3-2-2 「アルファ碁」と「アルファ碁ゼロ（AlphaGo Zero）」にいついて 
囲碁世界一の伝説の棋士に勝った人工知能（AI）プログラム「アルファ碁」が「アルファ

碁ゼロ（AlphaGo Zero）」と対決。アルファ碁ゼロの 100戦 100勝という結果になっ

た。 

アルファ碁は人間の棋士の無数の棋譜から対戦データを取り入れて学習したが、これに対

して、アルファ碁ゼロは、碁盤と囲碁のルール以外何も知らないところからスタートし

た。自分自身を相手に数百万回の対局をこなして、自分自身を改良していくその過程の中

で、独学中に人間が数千年かけて発見した技や手法を数日で発見、それを超越し、されに

優れたものにしていったという。 

（参考：https://www.technologyreview.jp/s/59280/alphago-zero-shows-

machines-can-become-superhuman-without-any-help/） 

 

3-2-3 世界基軸教育による対策 
ラムダやアルファ碁の事例を通して、これは今までの人間が積み上げてきた知能が、今後ま

ったく歯が立たなくなっていくとみることができる。このままでは人間は三流機械のよう

な存在になり、何の意味価値も生み出すことができない無用者階級になるとユヴァル・ノ

https://www.technologyreview.jp/s/59280/alphago-zero-shows-machines-can-become-superhuman-without-any-help/
https://www.technologyreview.jp/s/59280/alphago-zero-shows-machines-can-become-superhuman-without-any-help/
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ア・ハラリ氏は予見している。（ユヴァル・ノア・ハラリ(2018）ホモ・デウス 上 

下） 

この問題をどのように解決すればいいのだろうか？ 

 

世界基軸教育によって、コンピュータの因果を超えた源泉動きそのものである、絶対尊厳

に誰もが到達できる上向式平準化が可能になる。そして 1-5-1のデジタル言語によって、

宇宙を立体コンピュータとしてとらえ、自由にコーディングすることができ、アプリ開発

ができるようになる。これは一人一人が生産手段を持つことができる生産手段革命にもつ

ながる。 

世界基軸教育が普及すれば 8歳で源泉動きを、10歳で宇宙コンピュータを理解し、15歳

で自分のブランドを持って起業することができるようになるため、経済活性化や少子高齢

化などの問題解決にもつながる。 

 

3-2-4 科学技術の特異点について 
どのような物をつくって、どのように売るのかという時代は終わったと言っていい。 

今までは科学技術によって人間以外の物を変化させ、体に便利な物商品を開発、製造、販

売してきた。それは３Dプリンタや AIが代行してくれる時代である。 

人間は何をするべきであろうか？ 

これからの時代は、どんな人間になって何をするか、特にどんな人間になるのかが重要な

時代である。人間は自分が一度知ってしまったことから自由になることができない、コン

ピュータと同じで可塑性をもっている。自分が人間だとか、男・女だなどと決めつけた世

界から、自由になることはできないであろう。それをオールゼロ化して、まったく新しい

自分に変化できるのが世界基軸教育（認識技術）である。 

2045年には人間より知能の高い人工知能が、さらに知能の高い人工知能を生み出すこと

になり、それ以降は人間には予測不可能だと言われる科学技術の終焉、技術的特異点が危

惧されている中、次の技術が提示されていない。 

人工知能がディープラーニングによって飛躍的に進化したように、これからは源泉動きか

ら存在の成り立ちを理解できる、人間のディープラーニングが可能な認識技術が必要だろ

う。 
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3-3 エネルギー価格の上昇について 
ロシアのウクライナ侵略によるエネルギー価格の高止まり、不安定な国際秩序、脱炭素に

向けた取り組みの推進なので、今後エネルギー価格が上昇していくことが予想される。

（参考：経済産業省 エネルギー庁: 

20220822 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/price.html） 

環境破壊を起こす物づくりの縮小、エネルギー価格の上昇が起こる中、雇用の創出や経済

循環をどのように起こせばいいのだろうか？ 

 

世界基軸教育によって、コストゼロの心エネルギーを活用が可能になる。 

物商品を通して間接的に心が感動する従来の産業ではなく、人間の認識（言語）の変化に

よって直接心が感動する産業を興すことができる。これは、人間の認識にアプローチする

ため、環境破壊もゼロである。そして、従来の物づくり産業を、教育による人づくり産

業、認識産業に変化させることで、新しい雇用や経済循環を生み出し、地球環境に回復の

時間を与えることができる。もちろん今までの農業や物づくり、IT、AIの開発がゼロにな

るわけではなく、認識産業への割合が増える意味である。 

 

3-4 自殺問題 

3-4-1自殺を防ぐための援助について 
日本では若者の死因の１位が自殺という深刻な状況がある。若者の自殺を防ぐために、ど

のように援助をすればいいのか。図 5は、適合的援助関係の形成過程である。 

太田 仁氏（2019）は援助のための自己開示や信頼関係構築のためには、ある程度の時間

をかけて、相互に援助授受が繰り返されることが必要だと、下記のように語っている。 

最初は、ただ一緒に居るその他大勢だった仲間との間で、 相互に援助授受が繰り返され

適合的援助授受が可能な友人が見いだされ、自己開示を伴う関係へと発展することにより

深刻な問題についても適合的援助が可能となる過程を示している。このプロセスでは集団

成員の相互作用にある程度の時間が必要である。学校であれば、修業年限があることから

も、その時間の確保は見込めるが、学校に所属していない青少年や籍はあるが所属感や居

場感の低い状況を余儀なくされている人たちにとっては、このプロセスが開始されないよ

うに思われるがそうではない。身近な家族やきょうだい、学校外の人たちとの交流も視野

に入れる必要がある。（引用：太田 仁, 日本の若者の自殺予防に関する実証的・実践的研

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/price.html
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究 に関する考察,p9,2019） 

 
図 5 適合的援助関係の形成過程（引用：太田 仁, 日本の若者の自殺予防に関する実証

的・実践的研究 に関する考察,p10,2019） 

 

身近に接する人たちとの相互交流による信頼関係構築が非常に重要であるが、核家族化が

進行し、一人が１台スマートフォンを持ち、同じ家族間でもどんな情報と触れ、何を正し

い、間違っていると思うのか、お互いの理解がどんどん難しくなっている状況の中、どの

ように信頼関係を構築していけばいいのだろうか？ 

 

3-4-2 信頼関係構築のための傾聴について 

信頼関係構築に傾聴は非常に重要な要素である。自分の話を聞いてくれない人を信頼する

のは難しいだろう。しかし、プロのカウンセラーであっても傾聴は非常に難しいと言われ

る。 

宗像恒次氏（2018）はその理由を大きく２つ掲げている。 

1つは相手の話を聴こうとした時に、自分の心の中に自分の気持ち、感情、価値観、考え

方などが生じて、相手固有の見方、感じ方，考え方をそのままを傾聴することを邪魔する

もの（傾聴ブロッキング 図 6）が生じ，相手固有の気持ちを捉えられなくなること。 
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もう一つは、人の物 事に対する感じ方や考え方は千差万別であるからであると述べてい

る。（参考：宗像恒次, 身近な刺激に生命危機感を感じてしまう方への傾聴,p8-9,2018） 

 

 
図 6 （引用：宗像恒次, 身近な刺激に生命危機感を感じてしまう方への傾聴,p8,2018） 

 

どのようにすれば傾聴ができ、信頼の人間関係がつくれるだろうか？ 

 

3-4-3 信頼関係構築と自殺対策 
人間の判断基準は下記の①～⑤の特徴がある。 

① 皆持っている 

② 皆違っている 

③ 誰一人として同じ判断基準を持っていない 

④ 不完全 

⑤ 自分の判断基準が絶対正しいと思い込んでいる 

 

皆が自分の判断基準を正しいと思いこんでいるために、自分と違った意見を聞いた場合、

どうしても自分の意見を言いたくなる。 

また、体の自分のことを考えれば、思った通りにいかないので基本的に人間不信になる。

その結果、未来不安になり自信が持てず、人との出会いが恐怖になり、結果失敗する。そ

こに絶望し怒り、虚無に陥るため傾聴が困難になる。 
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デジタル言語を活用することにより、自分と自分の判断基準のゼロ化ができ、自由に統制

が可能になるため、傾聴ブロックが働かなくなる。また千差万別の考え方、感じ方の共通

土台 0状態が、源泉動きに解けることで、共通土台無限大になるため、お互いに理解しあ

うことができるようになる。 

 

今までは同じ空間に長く一緒にいる中で、仲間との相互に援助授受が繰り返され、適合的

援助授受が可能な友人が見いだされた。そして、自己開示を伴う関係へと発展することに

より、深刻な問題についても適合的援助が可能となってきた。 

これは厳密には物質的には同じ空間にいるように感じていても、意識では自分がつくった

自分の意識の宇宙に自ら閉じこもっている、蚕の繭の中の蛹のように、お互いの宇宙が絶

対に交わることがない状態である。しかし、主語述語の言語でやり取りをする中で、たま

たま同じような経験をしているとか、お互いに重なり合う価値観によって分かり合ってい

ると思い込んできただけである。一人一人がスマートフォンを持っているのが当たり間に

なっている今の状態では、そのような形で分かりあったと思える確率は、どんどん低くな

るであろう。 

このような思い込みの信頼関係が、偶然に起こることを期待するのではなく、一人一人が

1-5-1のデジタル言語を活用し、自分の意識空間から出る技術を身に着けることによっ

て、意図的に再現可能な信頼関係を築いていくことができるようになる。 

また自殺によって、自分の体だけを殺しても、自分を構成していた分子・原子、光やエネ

ルギーは宇宙の中に留まるため、また同じような経験をするように繰り返すようになる。

これをニーチェは永劫回帰と表現している。だから、生きたまま自分と自分の宇宙をゼロ

化する必要がある。自分と自分の宇宙が消え、不生不滅の源泉動き１つしかないというこ

とが分かれば、この現実が熱いコンロの上の雪一滴のような奇跡であることが分かる。生

きていること、存在していることの尊さが分かるので、自殺などできなくなる。 

 

3-5 戦争の問題 
ホモサピエンスが誕生して 7万年と言われるが、その歴史は戦争の歴史と言っていいほ

ど、絶えず戦争を繰り返してきている。 

主語述語のアナログ言語を使用すれば、自分と自分以外を分けたところから、お互いに知

っている世界を土台に、違いを同じにしようとするので、必ず支配者と被支配者が生ま
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れ、戦争になってしまう。 

1－5－1のデジタル言語を活用することで、無知の完全性である、差が一切ない状態から

出発することができるため、お互いの違いを生かし、楽しむことができるようになる。 

 

日本は世界で唯一の原爆の被爆国である。2度と戦争ができない人をつくる教育革命を起

こすことに世界が納得するであろう。 

 

3-6 世界経済の沈滞に対して 
一人一人が私利私欲のために頑張れば、神の見えざる手が全体のバランスを整えてくれる

というアダム・スミスの国富論の元、市場優先主義をベースに、景気活性化のために、利

率の変化や公共事業などの対策を打ってきたが、世界恐慌の危機が迫っている状況であ

る。 

本来、商品とお金のバランスが 1:1の関係が正常だが、現在は経済成長率に対して資本利

益率が圧倒的に高いアンバランスな状況である。これはバブルやインフレーションが起こ

る構造になっている。 

この問題を解決するにはどうしたらいいのだろうか？ 

 

産業革命以降、人間の興味関心はいかにお金持ちになるのかという、高さの幸せ追究に走

るようになり、人間が本来もつべき本質的問いを持ちにくくなってしまった。 

資本主義が発達する中で、資本家は使えば使うほど、利益を生む労働者とうい商品を発

見。人間が物商品のように用途機能が終われば捨てられてしまう物商品と同等に扱われる

ようになった。今は労働者が人工知能に置き換わろうとしている。 

 

世界基軸教育による言語革命によって、人工知能には到達できない絶対尊厳である人間の

再規定が起きることで、人間の尊厳を爆発させることが可能になる。 

宇宙を創造破壊している源泉動きそのものの自分が、1－5－1を活用することで、人間の

やる気やアイディアの活性化が自然と起こるようになる。これからは人を絶対尊厳にさせ

る人づくり、そしてそれが持続的に進化し続けることができる共同体(1－5－25－125－

625－3125)が商品になる。世界基軸教育と尊厳共同体は、無限大持続可能な革新価値を

提供し続けることができるため、お金と商品のバランスと１：１の正常な状態にさせるこ

とができる。 
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また、今後は自分を出発にした世界基軸教育をベースにつながった 5人組をつくったひと

が教育のリーダー、その 5人組が 5人組をつくることで成立する 25人組をつくった人が

経済のリーダー、同じ要領で 125組をつくった人が政治のリーダー、625組をつくった人

が生活習慣リーダー、3125組をつくった人が歴史解析のリーダーになっていく。 
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4、世界基軸教育をどのように実現するのか 
4-1 一人一人の実践 
今の文明の危機に対し、まったく新しい基準点を世界のどこから、つくっていかなければ

ならない。そのためには旧い基準点をオールゼロ化する必要がある。その役割は、近代歴

史において、明治維新と戦後（1945年 8月 15日）という大きなゼロ化を通して大成功

をした日本にしか担えないと、世界基軸教育提唱者の Noh Jesu氏は韓国人でながら、27

年間日本の地で日本の使命を訴えつづけ、今なお継続中である。国内外で開催されたセミ

ナーの参加者は合計で 13万。 

たった一人から始まった変化のうねりは、国際カンファレンスや上記のような場を開催で

きるまで成長した。今後はこの変化のうねりをうけた一人一人が、1-5-25-125-625-

3125の尊厳関係場を広げながら、どのような実践をするかが大きなカギになってくる。 

 

4-2 OHビジョン同盟 
日本の国内で一気に世界基軸教育が実現することは難しい。 

明治維新の時に薩摩と長州がひとつになって日本がひとつになったように、侍のセンスが

残っている大阪と、明治維新の時に最後まで刀を手放さなかった侍の涙の結晶である北海

道の都市間連携（OHビジョン同盟）によって、日本国内で世界基軸教育をスタンダード

化させる。そのために定期的に合同で場を開催中。2021年には大阪で、2022年は北海道

で「Dignity2.0国際カンファレンス」を開催する。 

 

4-3 日韓ビジョン同盟 
日本の次は国家間連携が必要になってくる。日本と韓国は世界で唯一天皇を共有できる国

である。兼韓・反日は世界基軸教育によって溶かすことができる。隣の国、韓国そして、

日本への信頼があつい台湾との交流を深め、それがある程度整ったら、中国、北朝鮮とア

ジア間での交流を活発にしながら、段階を追ってひとつになっていくのが自然な流れだろ

う。ただ、いきなり国家同士がつながることは困難なため、まずは日本の福岡と韓国の釜

山での交流を活発にさせ、デジタル言語を活用した関係を育むところから、はじめてい

く。 
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4-4 様々な場の開催 
言語の習得と活用は、関係性の中で最も育まれる。デジタル言語も同じで、人間関係の中

で活用することで、どんどん上達していく。同じ言語を共有した者同士で気づきや、発見

をシェアすること。また、全く知らない人に伝えてみることで、話した方は自分の在り

方、思い方、やり方の課題に気づき更なる変化をつくっていけるし、聞いた方は自分の変

化の大きなきっかけになる。 

忙しい現代人は時間の確保が大変である。新しい学問を学ぶのに 5年や 10年も費やすの

は至難だ。学びながら実践する、実践しながら学ぶのが最適だろう。 

世界が崩壊に向かうスピードが世界基軸教育を学び、活用するスピードに負けてしまって

は元も子もない。まず世界基軸教育に触れるきっかけとして、たくさんの場を開催してい

くことが重要である。 

 

現在、開催している場をいくつか紹介する。 

世界基軸教育のエッセンスがつまった『心感覚』(2021 著：Noh Jesu)を読み深める読書

会を、誰もが無料で開催できる「心感覚公認アンバサダー」制度を設けている。ここで

は、ワークシートを使って、主に世界基軸教育の理解や活用に必要なもっとも基本的な概

念である A=not Aや正しい絶望を深めたりすることができる。 

主催する側は自分が発信することで成長するし、参加者は文章だけでは掴み取ることが難

しい気づきを得ることができる。 

 

どんなにいいものでも、特に新しい概念は発信し続けなれば認知されないし、質問や疑問

も多くあるだろう。 

世界基軸教育提唱者、令和哲学者 Noh Jesuは、毎日平日の 21時～22時半で「令和哲学

カフェ」を開催して 3年目になる。誰もがオンラインで参加でき、質疑応答を受け付け、

アーカイブでも視聴できるようになっており、アンケートは 9万回を超えている。 

多様な危機の中で、2050年に地球の平均気温が 2度上昇すれば、人類が滅亡すると言わ

れる地球環境問題は、時間が進めば進むほど、取り返しがつかなくなる。2022、2023、

2024が大きなターニングポイントになるという切迫感と懇切さを持って開催中である。 

 

最低でも学ぶのに 7日と 3日の計 10日はかかる世界基軸教育だが、忙しい現代人はいき

なりそんなに日付を開けることは難しい。 
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そこで、世界基軸教育の内容を 1日で圧縮して伝える NohJesu nTechマスター1day

を、ほぼ毎月一回のペースで開催している。 

 

言語は活用しなければ廃れていく。 

学んだ 1-5-1のデジタル言語の理解を深め、1-5-25の尊厳共同体をつくる習慣化のため

の場として、平日毎日心感覚体得プログラムを、木曜日、金曜日の夜には SAMURAI道場

を開催している。 

 

また情報過多により楽しくなければ、学ぶことが難しい人には、ゲーム感覚で学びが深ま

る「知のワールドカップ」や「ほめゲー」といった企画もある。 

 

文明の危機は地球に住む皆が協力しなくては解決できない、国家、宗教、民族の壁を越え

た地球市民意識をもってつながる「地球市民会議」なども開催している。 

 

その他、世界基軸教育（nTech）をオンライで学べる nOU（nTech Online Univ.）nTech

オンラインユニバースや、YouTubeチェンネルである令和哲学、Noh Jesuブログや、ポ

ストコロナオンライン会議など上げれば切がないので、代表的なものを抜粋して紹介し

た。 
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5、結論 
地球温暖化、ロシアのウクライナ侵攻、核戦争の脅威、自由主義と共産主義のイデオロギー

対立、世界的なスタグフレーションの危機、コロナパンデミック、科学技術の特異点、人工

知能の進化と格差による無用者階級量産の危機など、今のまま物質文明が進めばホモサピ

エンスの滅種という集団自殺に向かっている人類。 

これらの危機の根本原因は主語・述語のアナログ言語（切断言語）による、誰もが納得でき

る人間の規定がなされていない不完全学問であった。 

デジタル言語による人間の再規定がなされた世界基軸教育（完全学問）によって、尊厳共同

体秩序をつくることが可能になり、それが広がることで、持続不可能な物質文明が持続可能

な精神文明へとパラダイムシフトが可能である。 

今後は身近な人間関係や企業組織など、今回取り上げることができなかったことについて

の考察も必要である。持続可能な社会を今後実現していけるのかは、一人一人の実践によ

るところが大きい。そして、実践を通した課題とその解決、そして尊厳関係場をつくるシ

ステム構築が今後の課題になるだろう。 
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