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1. 序論  

第2次世界大戦以降の国際秩序はアメリカを中心に牽引されてきた。2020年に新型コ

ロナウイルスのパンデミックが発生し、私たちは第3次世界大戦が勃発しているかの如き

激変と激動の中、米中の覇権争いは熾烈を極める。近代以降、長らく社会を動かす原動

力が財力と資本であるとすれば、それらがパンデミック以降の国際秩序の基準点として

適しているのか。そうではなく新しい基準点が必要であるならば、何が基準点になるの

か。  

世界経済の中心的役割を担う国際通貨である基軸通貨は、いわば「世界基軸通貨」と

言えよう。世界を動かす中心の基軸通貨の地位は、現在は米ドルが握っている。世界基

軸通貨がある一方、教育はどうだろうか。国籍や民族、宗教に関わらず世界共通で学ば

れる国際的な世界教育、すなわち「世界基軸教育」は見当たらない。アメリカファース

トやBrexitのように自国中心主義に舵が切られ、行き過ぎた個人主義による世界の分断

は、世界基軸教育の不在によるものと言えよう。  

2021年は大雨や猛暑による被害が世界各地で確認され、1990年代から世界的な取り組

みが実行される気候変動問題は、いつか向き合う問題から今すぐ向き合う問題に変わっ

た。2050年までの気温上昇を3℃以内に抑え込まなければ、人類は地球に暮らすことが

できなくなるという報告も見られる。また、先進国の少子高齢化と新興国の人口爆発、

食糧問題など課題を上がればきりがない。VUCA時代と呼ばれるようになって久しい

が、変動性（Volatility）、不確実性（Uncertainty）、複雑性（Complexity）、曖昧性

（Ambiguity）は、パンデミックによって加速した。  

このような国際状況と社会状況の中、貧富の格差は広がる一方で、個人個人は何を拠

り所とすれば人生の幸せを得ることができるのか、答えのない迷いの中にいる。「どう

すれば個人の幸せと成功を得ることができるのか」という問いは、民主主義革命以降、

個人を突き動かし社会を創る原動力だった。パンデミック以降にその原動力は通用する

のか吟味し、「どうすれば全人類が幸せと成功を得ることができるのか」という新しい

問いを、国家や民族、宗教に関わらず共通して持つ必要がある。現代社会が抱えている

課題解決は、個人の欲求に刺激を与える教育から、人類種という共同体全体の欲望に同
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時にモチベーションの源泉を与えることができる世界基軸教育の世界的な普及に鍵があ

ると考えるからである。  

本論文の目的は、世界基軸教育とは何なのか、なぜ必要なのか、どのように実現する

ことができるのか、これら3点を論じることによって、パンデミック以降の国際秩序の基

準点として世界基軸教育を提案することである。 また、世界基軸教育という前人未踏の

学問分野を研究開発するパイオニア教育として、令和哲学者ノ・ジェスにより体系化さ

れた教育である「認識技術・nTech（エヌ・テック）」を中心に論じる。 
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2. 世界基軸教育がなぜ必要なのか 

2-1. 人類歴史の根底にある判断基準の異質性を解決する教育力 

世界基軸教育がなぜ必要なのか、「時間・空間・存在」という3つの視点から考えてみた

い。時間の視点では、人類歴史の脈絡とその背景に隠された問題への道を示す教育力の

必要性を模索する。次に、空間の視点としては今起きているパンデミックの意味を論

じ、最後に存在の視点からは人間の再定義を考えて世界基軸教育の必要性を述べる。 

社会を構成する基本単位である個人の価値観や宗教観、その根底にある個人一人ひと

りの判断基準は千差万別である。千差万別の判断基準を秩序化する歴史として人間社会

の発展の歴史を捉えてみよう。  

絶対王政や全体主義による個人の判断基準の秩序化は「暴力」によってなされた。土

地から食料、奴隷に至るまで王国内のすべてが王の所有物であり、王のみが生産手段を

握っているので、絶対君主の判断基準のみが意味を持つ。その他大勢の判断基準は意味

を持たず、王の判断基準に従うことがだけが許される奴隷たちは、反抗すれば一族郎党

が殺されるという恐怖の中、我慢して王の判断基準に合わせ、演じて生きるほか道がな

かった。  

そこに光を差したのがフランス市民革命であり、自由と民主主義という希望の火が灯

り、王の暴力に代わり「財力」を握った資本家たちによって人々の判断基準は秩序化さ

れた。しかし、一部の資本家階級のみが生産手段を握っているため、王と奴隷という支

配構造が資本家階級と労働者階級という支配構造になっただけで、多くの民衆は自分の

判断基準を押し殺し、我慢して、合わせて、演じることに何ら変わりはなかった。神の

見えざる手に委ねて個人の利益を追求して自由競争することで社会全体に利益をもたら

すという根本原理を元とする資本主義は、物質的な豊かさをもたらした一方で格差社会

と心の貧困という結果を生み出した。  

一人ひとりの判断基準の異質性にずっと目を背け続けた結果、鬱や自殺、殺人など現

代人の心の我慢は様々な形で爆発している。自由主義に対するアンチテーゼとして誕生

した共産主義は、生産手段を私有化せず公有化する試みだが、根底にある判断基準の異

質性へのアプローチがないために理想国家の形成に至っていない。また、国連が定める

SDGsでは誰も取り残さないことが掲げられ、ダイバーシティ（多様性）、つまり一人ひ
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とり判断基準の異質性を認め合うことが世界の潮流になっている。しかし、判断基準の

異質性の残したまま、その違いを認め合い調和し協調することは非常に困難である。 

人類の歴史に脈々と続いている「個人の判断基準の異質性をどのようにして秩序化す

るのか」という問いが今まさに浮き彫りになっている。一人ひとりが我慢することな

く、個人と人間社会全体の幸せを実現することは可能なのか。軍事力や経済力による強

制的かつ一時的な解決ではなく、平和的かつ持続的な解決の道を示す役割は教育力によ

り可能である。 

判断基準の異質性を一掃し、人間一人ひとりが可能性とやる気と自信感に溢れ、尊厳

そのもので生きられるようにするためには、既存の学問では扱うことができなかった

「真理」の学問化が必要であろう。判断基準を秩序化することによる軋轢を「非秩序」

化し、Win win, All Winが可能となる「超秩序」を実現する世界基軸教育は、人類歴史の

要請である。 

2-2. パンデミックの意味と文化DNAの進化 

2020年に発生した新型コロナウイルスはパンデミックに発展し、全世界は否応なく変

化に迫られている。人類滅亡というフレーズがSF小説の中での話ではなく、現実味を帯

びたイシューとして話題に上がることが散見される。人類滅亡のシナリオではなく、人

類がより美しい文明へジャンプアップする契機となるよう、パンデミックが発生した意

味を考察することは有益なことだろう。 

日々増加を続ける感染者数と死者数は、第3次世界大戦が起きているかのような危機

意識を持つには十分な数字と言えよう。私たちは、目に見えないコロナウイルスとの戦

争が起こっている日常に暮らすという未曾有の経験をしている。米粒の大きさに満たな

いコロナウイルス1つに全人類が振り回されている現状は、有史以来人類が積み重ねてき

たあらゆる基準点、とりわけ人類の進歩と発展に大きな貢献を果たした科学技術を見直

すには十分な出来事であろう。2045年に迎えるとされるシンギュラリティ（技術的特異

点）は、科学技術の終焉とされる。 

私たち人類はウイルスをどのように統制するのであろうか。ワクチンを巡る外交戦略

は、軍事力と経済力というハードパワーの象徴と言えよう。ハードパワーだけにウイル

スの統制を任せるのは心許ない。ウイルスと人間を正確に理解できる教育力によるソフ

トパワーを裏付けできる世界基軸教育が肝要である。 
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ウイルスは細胞とは違い、ウイルス単体で増殖することはできない。その意味でウイ

ルスは細胞に寄生していると言える。ウイルスと細胞の関係を、人間と地球の関係に当

てはめて考えてみれば、人間は地球に寄生しているウイルスのような存在と言えよう。

地球上で爆発的に増え続けている人間というウイルスは地球を喰い物にし、自らも滅亡

の危機へと向かっている。パンデミックによる経済的打撃は日常生活へ着実に影響を及

ぼし、人々の心には不安というウイルスが広がる。パンデミック下のこの時代は、エン

トロピーの増大を抑制することができず破綻へと向かう「ウイルスシステム」に歯止め

をかけ、持続的に進化と発展が可能となる「細胞システム」へと転換できるのかは最重

要課題の1つだ。 

これは、人間の文化DNAの進化を意味する。DNAが2種類あると考えてみれば、体の

中にあるDNAと、体の外のDNAは文化として継承されていく文化DNAだ。ウイルスシス

テムを使ってきた人類の文化DNAは、狩り型である。目線を共有することでチームプ

レーを可能にし人間のソーシャルパワーが発揮された。しかし、共同の出発点を持てな

い限界があるため、我慢による秩序化に留まっているのでソーシャルパワーの本領が発

揮されない。共同の出発を持つことができる料理型の文化DNAへと進化すれば、今まで

人類が歴史上で使ったことのない「女性性」を日常的に活用できるようになる。再創造

を可能にする女性性を使い、パンデミックを収めることはもちろん、チャンスに反転す

る道を提示できる世界基軸教育が希求される。 

2-3. 人間の再定義、絶対世界と相対世界を融合する教育へのシフト 

人間とは何か、人間をどう定義することができるのか。この問いは人類の誕生ととも

に常に私たちとともにあったと言えよう。宗教的な人間観において、人間とは人間を超

越した崇高なる神の被造物である。永遠不変である絶対世界としての神が、変化に溢れ

る相対的な人間世界を創造した。人間は神を信じ創造目的に沿うことで幸せに生きるこ

とができ、人間は神の世界を想像することも理解することも許されない。神の世界と人

間の世界は全くの別物で明確な境界線が存在する。  

神の世界は人間が信じる対象でしかなかったが、科学技術の登場と発展により、神の

世界は理解する対象になった。人間の理性を持って観測と実験を繰り返し思惟を深めて

いくことで、神の正体を突き詰めることができる。数学、哲学、物理学は様々な法則の

発見に成功した。ニーチェは「神は死んだ」と宣言し、M理論は宇宙空間の多様な変
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化・運動・移動を膜（メンブレイン）の振動1つで説明する。科学技術の応用は、クロー

ン人間や人間のIQより1万倍優秀なAI（人工知能）を生み出し、VR（仮想現実）やAR

（拡張現実）が実装されていき、現実空間の仮想空間化であるメタバースまで作り上げ

た。メタバースは新たな地球をもう1つ作り上げるようのものだ。かつては神のみに許さ

れていた所業を人間が行うようになった人間至上主義は、テクノ人間至上主義、データ

至上主義へと続く。もはや人間は代替不可能な生命体ではなく代替可能なデータであり

生化学的なアルゴリズム にしか過ぎず、これは肉体を持つ限り逃れることができなかっ

た寿命から解放されることを意味する。ホモ・サピエンスという生物種は「不老不死」

と「至福」を獲得し「神性」を持った「ホモ・デウス」へと生物種そのものが進化する。

もはや肉体の範囲だけが人間ではないことは当然ながら、神性までも有するのが人間と

なり、従来の人間観は大きく揺らいでいる。  

人間をどう定義するのか、どんな人間観からどんな人間観に再定義する必要があるの

か。それに答えることができる世界基軸教育が必要である。そのためには、絶対世界と

相対世界の関係性を定義する必要がある。条件によって変わらない永遠不変、永久無

限、不生不滅である絶対世界と、条件によって多様な変化・運動・移動が起こる相対世

界の整理なくして人間を再定義することは困難である。「絶対世界≠相対世界」と捉える

学問から、「絶対世界＝相対世界」と捉える教育へのシフトが求められる。 
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3. 世界基軸教育とは何なのか 

3-1. 人類700万年間未解決の問題を明らかにし究極の絶望から始まる完全学問  

世界のグローバルスタンダートとなる世界基軸教育とは、どのような条件を満たす必

要があるのか。現象学の祖であるフッサールは、学問の始原たる「現実」を整理してい

ない学問の問題点を指摘し、エポケー（判断停止）の必要性を主張した。この指摘は、

脳の認識機能の不完全性への言及であり、その不完全性を補う学問の必要性を投げかけ

ている。世界基軸教育と呼ぶならば、学問の不完全性を補う言わば「完全学問」である

必要があろう。  

次の3点を論じることで、世界基軸教育の条件を明らかにする試みをする。1点目は、

人類700万年間の歴史上で未解決のままの問題とは何なのか。現象的な問題ではなく、

多様で複雑な問題を生み出している問題の根本とは何なのか。最も本質深い根本問題に

ついて言及する。アインシュタインは生前、「もし60分後に地球が滅ぶとしたら、あな

たはその60分間をどう使うか」という質問に対して、「55分間を問題の発見に当てて、

残り5分で解決策を探して実行する」と答えた。問題を解決することはもちろんだが、解

決の前の「問題の発見」が重要である。人類がこれまで診断に失敗している本質的かつ

根本的な問題とは何かについて述べる。正確な問題の診断ができたならば、次はその問

題をどう解決するのか。根本問題に対する処方と解決策である新概念の発見について言

及する。そして3点目は、 新概念の意味価値とともに現実とつなげる道具の発明「0＝∞

＝1」について述べる。 

まずは、問題の根本とは何なのか、人類700万年間未解決のままの根本問題を明らか

にする。すなわち、人間の脳の「観点の問題」が多様な問題を生み出している根本問題

である。  

「観点の問題」とは何かを考えるため「現実とは何か」を考えてみよう。プラトンは、

現実は光に映し出された影のようなものであり、イデア（本質）こそが本物であると

言った。カントは「認識形式」を開発し、本質世界にあった中心軸を人間の主観に移動

した。以降、本質世界を映し出している人間という実存に中心が置かれるポストモダニ

ズムが主流となる。また量子力学やM理論などの最先端科学では、現実をホログラムや
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VRのように捉える観方が主流である。138億年前に宇宙が誕生し、広大な宇宙空間の中

に地球があり、その中に自分がいるという宇宙観は、もはや過去の産物と言っても過言

ではない。  

五感と脳の認識機能による受動的な感覚では、宇宙は1つであり138億年前に誕生した

と認識することに何ら疑いは持たないだろう。この宇宙観を「物質の宇宙」と呼ぶこと

にする。物質の宇宙に「観点」を取り入れ、人間の脳の観点が働いた結果が物質の宇宙

であると理解すれば、宇宙の数は無限であり今この瞬間も生滅を繰り返している宇宙観

を受け入れることができる。これを「心の宇宙」と呼ぶ。物質の宇宙では、宇宙を理

解・説明・統制・予測・期待することは不可能である一方、心の宇宙は自らの認識が結

果に影響を与えるので、宇宙を理解・説明・統制・予測・期待できる。  

では、なぜこの変化が必要なのか。観点の問題を取り入れない物質の宇宙では、「誰

もが同じ画面を見ている」と考えを出発することに最大の問題がある。今この瞬間、一

人ひとりが宇宙を生滅させているのだから、自分が認識している自分の宇宙は自分だけ

の不可侵領域であり「誰1人として1分も1秒も同じ画面の共有することは不可能」であ

る。誰とも共有不可能な現実画面を共有可能であると思うから必ずズレが生じ、そもそ

も疎通や交流が成立しない。コミュニケーションが成立しないにも関わらず、お互いに

理解し合っていると思えば、そこには必ず疑いが生まれる。やがて疑いは確信となり不

安に心がかられる。不安は不安を呼び百八煩悩となって恐怖へと発展する。恐怖に心が

支配されたら、恐れた通りの現実が引き寄せられて、その状況に絶望する。その状態が

続けば鬱状態に陥り、怒りと憤怒が蓄積される。現代人は我慢の限界を迎え、心の中で

絶叫している。  

「誰1人として1分も1秒も同じ現実画面は共有できない」ということは、人と人はそも

そも共有や共感、疎通や交流することは不可能なのである。この事実に気付かぬまま、

現実画面という偽物を共通土台にしていたことに西洋学問の限界がある。なぜなら数学

がどんなに精密に計算し理論化したとしても、土台であるデータや情報に誤謬があると

いうことである。 

現実画面とは、人間の脳の観点の解析の結果物である。その意味はつまり、人間の観

点が現実画面に影響を与えると言える。観点を取り入れれば西洋学問の問題点の1つであ

る人間の主体性や自発性、ひいては尊厳性の発揮の失敗を補うことが可能となる。今こ
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この目の前に広がる現実と自分自身にはどのような関係があるのか。人間のやる気やク

リエイティビティの発揮とどう関わるのか。それらに言及できない西洋発の学問は、そ

れまでの学問と比べて善くなっているという意味で象徴的に「99.99…％」だが、

「100％」、つまり完全とは言えない。  

世界基軸教育とは、西洋学問が成し得ていない根本問題の正しい診断に成功した完全

学問であり、その根本問題とは「観点の問題」である。この問題を知ることは、体験や

経験によらない「正しい絶望」「究極の絶望」を哲学的思惟によって獲得することであ

り、「究極の絶望」こそが「究極の希望」へのつながる糸口となる。  

3-2. 新概念を発見し共通土台を定義する完全学問  

問題に対する正確な診断をしたならば、問題に対する処方、解決策が必要である。人

類700万年間、診断できなかった根本問題は「観点の問題」にある。人類が共通して

使っている観点は「人間の脳の観点」である。 

私たちの目の前に広がる現実とういう画面は、「人間の脳の観点」を使って解析した

結果物である。これは「観測行為が観測結果に影響を与える」と量子力学が示している

通りであり、カントが示した認識におけるコペルニクス的転回「存在が認識に従う」こ

とからも理解できる。 

私たち人間が認識している現実画面が「人間の脳の観点」の結果物であるとうこと

は、逆に表現すれば、現実画面という結果物の原因は「人間の脳の観点」となる。現実

＝結果、人間の脳の観点＝原因という因果関係が成り立つならば、原因である「人間の

脳の観点」が変われば、現実画面という結果も変わる。このことから、人間以外の動物

の観点で認識する現実画面は、人間が認識している画面と異なるということになる。す

なわち、人間が認識している現実画面が確固不動の認識の土台になり得ないということ

であり、フッサールが学問の始源たる現実そのものへの問題点を指摘して西洋学問の危

機を明らかにした通りである。現実画面を土台とすることをエポケー（判断停止）し、

「世界の根源」「宇宙の根源」まで現象学的還元をして、現実画面に代わる確固不動な

認識の共通土台を提示する役割が世界基軸教育に求められると言えよう。 

現実画面に代わる「共通土台」を考えるため、「スピード」の概念を用いて論を進め

る。ここでは3つのスピードを提示する。すなわち、①アナログ・物質・因果スピード、
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②デジタル・エネルギー・重畳（ちょうじょう）スピード、③アナログとデジタルを生

み出す心・包越（ほうえつ）スピードの3つである。 

物理学の父ニュートン、哲学の第一命題を確立したデカルトは、縦横高さの3次元空間

の座標軸に時間を加えた4次元座標軸を思考の基準とした。「アナログ・物質・因果ス

ピード」は、この4次元座標軸を基準とするスピードの概念である。つまり、3次元空間

の中を存在が動くことにより生まれるスピードの概念であり、「人間の脳の観点」の結

果物である現実画面に働く日常で経験できるスピードである。一方「デジタル・エネル

ギー・重畳スピード」は、現実画面を生み出す原因となるスピードの概念である。例え

ばPCの画面が出力されるためには、背後で電気の半導体が作動しているように、現実画

面が出力されるために作動しているのが「デジタル・エネルギー・重畳スピード」であ

る。「アナログ・物質・因果スピード」と「デジタル・エネルギー・重畳スピード」は

表裏の関係、対称関係にある。連続的なアナログと不連続のデジタル、物質とエネル

ギー、因果と重畳、これらは表裏の関係であり対称関係にある。量子力学が明らかにし

た粒子と波動は重畳、つまり重なり合っているので、時間がかからない日常で経験ので

きないスピードの概念である。 

現実画面に代わる共通土台として提示したいのは、3つ目の「アナログとデジタルを生

み出す心・包越（ほうえつ）スピード」である。すなわち「アナログ・物質・因果スピー

ド」と「デジタル・エネルギー・重畳スピード」を生み出すスピードの概念である。「ア

ナログ・物質・因果スピード」と「デジタル・エネルギー・重畳スピード」の共通点は

「人間の脳の観点」が働くことにある。とうことは、3つ目のスピードは、人間の脳の観

点が働かない世界でなければならない。「アナログ・物質・因果スピード」と「デジタ

ル・エネルギー・重畳スピード」の両方には「人間の脳の観点」が働くという意味で象

徴的に「脳」の世界と定義すれば、3つ目のスピードは脳の対称として「心」と定義す

る。よって「アナログとデジタルと生み出す心・包越（ほうえつ）スピード」である。

（包越とは、アナログとデジタルの両方を満たした上で超越すると言う意味で使う造語

である。）この心スピードは、アナログとデジタルを生み出すスピードの概念なので時

間の概念が働かない、つまり時間がかからないスピードであり時間を生み出すスピード

の概念と規定する。 
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西洋知性の最先端・M理論では、膜という素材1つ、つまり真空エネルギーの振動によ

り1秒間に10の500乗という無数の宇宙が生滅を繰り返すと言う結論を導き出している。

現実画面のスピードの感覚、すなわち脳と五感（目・耳・鼻・口・皮膚）では理解し難

い計算結果が導き出されている。脳と五感の「外」の概念は、宗教では「神」、哲学で

は「物自体・絶対精神・純粋意識・イデア」など、その定義が試みられてきた。しかし、

誰もが理解することができ、人に伝達し共有や共感が可能な定義は未だに果たせていな

い。世界基軸教育は、定義が不可能だった脳と五感の「外」の新概念を定義し、現実画

面に代わる新しい認識の共通土台として提示する。 

3-3. 新概念の意味価値と「0＝∞＝1」を活用する完全学問 

新概念の発見は人類の歩みを大きく前進させる。世界基軸教育が成し得た五感と脳の

外の新概念の発見にはどのような意味と価値があるのか。脳と五感が働けば複雑で多様

な模様や形が存在する相対世界が映し出されるが、新概念の世界は脳の認識機能が働く

前であるから、模様や形が一切存在しない。存在が不可能であれば同時に時間も空間も

成立しないし、あらゆる境界線、方向性、ポジションも成り立たない。人間の脳でイ

メージし得る全ての概念が消えた世界であり、永遠不変、永久不変、不生不滅の絶対世

界である。 

考える動物である人間は、考えに悩まされる動物でもある。新概念は、人間の脳の認

識ではイメージ不可能であり、認識不可能であり、感じることも不可能な世界であるか

ら、当然考えも生まれない。新概念によって人間は知っている世界から自由解放され、

考えに勝利した無知の完全性の境地に達する。知っている世界を基準にすれば、個人や

国籍、宗教などの判断基準による善悪や正誤、あらゆる意味と価値に束縛され、我慢に

よる秩序しか構築ができないことは先述の通りである。しかし知っている世界がオール

ゼロ化された絶対世界を基準にすれば、判断基準の摩擦や衝突は生まれようがない。あ

りとあらゆる格差や差別が皆無だから、「差・取り＝悟り」の境地である。分離するこ

とが不可能だから比較が生まれないので、絶対平等であり絶対尊厳であり、上向式平準

化が起きて平等な同僚を獲得することができる。究極にシンプルな世界なので、多様な

パートナー関係を結ぶことができるので多様性を終わりなく生み出すことができSDGsが

可能となる。また、何にも侵されることがないので揺るがぬことのない不動心を得るこ
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とができる。数学で定義が定まっていない1の定義と、物質とエネルギーを統合した心の

定義が同時になされた知の大統合の境地でもある。  

さらに、この新概念を現実で応用可能にするためには道具が必要である。元来、新概

念の世界は、数々の哲学者が言語化に失敗、もしくはヴィトゲンシュタインが「語り得

ないものについては沈黙しなければならない」として哲学の完成を宣言したほどであ

る。仏教では不立文字と言われて言語化は不可能とされている。 

令和哲学者ノ・ジェスによって1996年に発見され新概念は「0＝∞＝1」として数式化

されたため、理解・伝達・共有・共感可能となり、あらゆる課題や出来事に応用可能な

教育技術として体系化された。西洋学問で叶わなかった絶対世界（本質）と相対世界

（現実）の融合は、「イメージ言語」によって可能となった。模様や形では表現できな

い世界を、先述のスピードの概念と、スケール（大きさ）の概念を用いることによっ

て、「源泉動き」として理解可能となる。これにより現実と一切関係のない超越性を

保ったまま現実に応用可能になるので、今ここの自分自身のアイデンティティの上昇に

活用可能となる。宗教的な神よりも偉大で崇高な尊厳そのものが自分であり、この現実

は尊厳そのものが夢を見ている錯覚世界であるから、生きたまま死ぬことが可能とな

り、今ここ一人ひとりの幸せと成功の出発となる。これは、人間の唯一無二の尊厳機能

の獲得であり、AIがディープ・ラーニングにより飛躍的進化を遂げたように、人間の

ディープ・ラー二ンングを引き起こし、最も深い永久エンジンを獲得するものである。 

さらには、判断基準の秩序化という人間の宿命的な課題を一掃し、格差の原因となる

生産手段を一人ひとりが持つことを可能とする。あまりにも偏った「人・物・金・情報」

のバランスを是正するためには、これからを根底から底上げできる生産手段が必要であ

る。認識技術・nTechは「1・間・点」という独自のメソッド（NR Think Method）によ

り情報知識の生産方式を誰もが持つことを実現し、誰もが幸せ成功するための「考えの

走る道」を頭の中にインストール可能にした。 
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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. 個人から共同体へのアイデンティティの進化 

世界基軸教育を実現するために肝要となる要素の1つ目は、個人から共同体へのアイデ

ンティティの進化である。2つ目はゲーム化をキーワードに考え、最後は日本の使命と令

和維新について述べる。 

「自分自身をどう思うのか」すなわち、私というアイデンティティは、近代以降、個

人という概念が強調されてきた。世界基軸教育の実現のために、何よりもまず私という

アイデンティティ、主体であり主語の変化は必要不可欠である。アイデンティティの進

化をもたらすことができる教育であるかどうかは、本物の教育と呼べるに相応しいかど

うかの判断基準となろう。 

私たちは疑いようもなく、肉体の範囲である個人を主体とし、個人と個人が集まり集

団や社会を形成している。全体主義から個人主義が誕生して近代化が前進したように、

パンデミック以降の国際秩序の再構築のためには、個人に変わる新しいアイデンティ

ティが生まれる必要があろう。 

現実という土台が崩れて尊厳が共通土台となれば、自然と私というアイデンティティ

は変化する。神に創造された物体であり生命体としての私ではなく、神をも創造し、創

造と破壊を繰り返し続ける精神体の私がアイデンティティとなり、同じ感覚を持つ人の

連帯が構築できた時にそのアイデンティティは安定化される。まずは、自分を出発とし

て5人組の仲間を得ることが基本となる。夫婦や家族の血縁関係から、自らを出発とし

た5人組、生命を超えた精神的つながり「尊厳関係」を持つかどうかに常識が変わって

いく。この5人組は、現実の問題を解決する際の基本単位となる精神的な細胞である

「精神セル」と言える。個人主義の問題を補完する共同体主義により、世界基軸教育は

実現されていく。 

4-2. Edunomicsの鍵を握るゲーム化 

DX（デジタル・トランスフォーメーション）が進み、メタバースが時代のトレンドに

移り変わる中、未来産業をリードする重要なキーワードは「ゲーム化」であろう。現実

空間に変わる仮想空間を作り出すメタバースと同時に、現実空間を仮想空間のように認

世界基軸教育の提案 15



識し、自分自身をゲームの中のアバターとして認識することは、世界基軸教育がもたら

すデジタル認識によって可能となる。インターネットに接続してメタバースの中に入る

ように、新概念である「ワンネット」に接続することで現実空間をゲームとして認識で

きる。これを「モルティングバース」と言う（モルティングは脱皮：Moultingの意

味）。人間の五感と脳に固定された現実画面の中で生きることは、脱出しようとするほ

ど首を絞められる罠の構造から逃れられない脱出不可能なゲームの中で生きるようなも

のである。脱出不可能なゲームの中から出るためには、ゲームと罠の外からゲームと罠

の構造を理解することが必要となる。 

電気の半導体をエンジンにPCが作動しているように、現実空間を作動させているエン

ジンは心の動きである。デジタル情報技術から、デジタル認識技術へ、脳の時代から心

の時代へと時代の軸足が移動する中、新産業を牽引する新素材は「心の半導体」であ

る。心の半導体を使って、現実をゲームとして認識するゲーム感覚を持つことで、誰も

が自ら自分の人生というゲームを設計することができる。誰もがPCを所有するように

なったように、PU（Personal Universe）を誰もが所有するPU感覚が一般化される。こ

れにより、教育と経済を同時に満たすことができる教育経済「Edunomics」が胎動す

る。さらに、サッカーのように教育をゲーム化した「知のワールドカップ」によって世

界基軸教育はより具体的に実現されていく。 

4-3. OH同盟がリードする令和維新 

日本はかつて、白人優越主義という人種の格差に果敢に挑戦した。世界基軸教育はあ

らゆる格差を根本から解決するものであるから、日本との相性が良いと言える。また世

界基軸教育の誕生地が日本であることは紛れもない事実だ。世界基軸教育の発案者ノ・

ジェスにより日本の価値は多方面から再考されている。 

• 明治維新期、西洋列強の文明の強大さを目の当たりにした日本は開国の道を選択し
た。侍は誇りである刀を手放し、西洋知識を学びアジア諸国に先駆けて近代化した。

日本は、過去の一切を手放す勇気がある。 

• 日本は2つの原爆を経験した唯一の国である。原爆や東京大空襲こそが戦争犯罪行為

であるにも関わらず、アメリカを恨まない日本の姿勢は模範たるものである。「二度

と戦争はしない」という集団全体の意思決定がなされている国が日本である。 
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世界基軸教育は、五感と脳の観点に縛られた模様・形のイメージをオールゼロ化する新

概念を提供する。知っている世界を手放すこと、人間と人間が認識する宇宙全てを手放

す勇気が日本にはある。また、国家の機能の本質は戦争にあるが、もし核戦争が勃発す

れば世界が滅亡に向かう可能性が極めて高い。二度と戦争をしない決断をしている日本

だからこそ軍事戦争に代わる美しい事件を起こすことができる。それが世界基軸教育の

世界的な普及ムーブメントである。誰一人として傷つくことなく、鬱や自殺や殺人も起

きることがない平和な理想社会、理想世界を実現することが令和維新である。 

令和維新は、日本という島国の中で起こすものではない。世界基軸教育により模様・

形のない新概念である心を自在に活用できる「心人間」が、5人組を構築して組織のイノ

ベーションを起こして、日韓台がビジョンで連帯する。同時に一人ひとりが地球市民と

してのアイデンティティを持ち、世界連邦政府の樹立を目指していく。そして世界基軸

教育の教育ビジョンが基点となり、経済ビジョン、政治ビジョンへと展開される。 

また、心の時代のリーダーシップを発揮する令和日本のエンジンとなる地が、侍のセ

ンスが息づく大阪と侍の涙が根づく北海道である。明治維新が薩長同盟により大きく動

いたように、令和維新はOH（Osaka & Hokkaido）同盟により力強く推進されていくで

あろう。 
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5. 結論 

未熟な状態で生まれてくるソーシャル・アニマルである人間は、未熟だからこそ社会

生活の営みの中で変化と成長を積み重ねることができる。母体からの肉体的な誕生を第1

の誕生とするなら、脱出不可能な現実画面というゲームから外に出ることは、精神的な

第2の誕生である。第2の誕生を促すことが教育の使命である。第2の誕生により、人間

だけが持つ尊厳機能が発揮され、真の女性性が花開くことになる。 

問題を生み出すのが人間ならば、問題を解決するものまた人間である。全てが人間の

自作自演であるならば、変化の出発とゴールも人間である。争いと戦争の種を植えれ

ば、争いと戦争の花が咲き、争いと戦争の実が実る。平和の種を植えれば、平和の花が

咲き、平和の実が実る。人間の実態を明らかにしないまま国際秩序を構築していること

こそ、今最も課題視するべきことでだろう。 

どこから何を変化するのか、問題の診断と解決策、そして具体的な道具とビジョンを

提供する世界基軸教育を、パンデミック以降の国際秩序の基準点として提案する。 

世界基軸教育の提案 18



参考文献 

安宅和人（2020）『シン・ニホン AI×データ時代における日本の再生と人材育成』

NewsPicksパブリッシング 

大石航樹（2021）『「2050年までに人類は滅亡する」オーストラリアが発表した文明

崩壊のシナリオは防げるか』<https://nazology.net/archives/87165>　202 1年8月1日ア

クセス 

竹田青嗣・西研（2020）『現象学とはなにか　哲学と学問を刷新する』河出書房新社 

田中正人（2015）『哲学用語図鑑』プレジデント社 

谷徹（2008）『これが現象学だ』講談社現代新書 

ダン・オトゥール他（2012）『1001の出来事でわかる世界史』日経ナショナル　ジオグ

ラフィック社 

盧在洙（2012）『観術で生かす　日本の和心』Peace Production 

盧在洙（2016）『認識革命ーイメージ言語の提案』Peace Production 

ノ・ジェス（2016）『宇宙一美しい奇跡の数式　0＝∞＝1』きこ書房 

ブライアン・グリーン（2001）『エレガントな宇宙　超ひも理論が全てを解明する』草

思社 

ユヴァル・ノア・ハラリ（2016）『サピエンス全史　文明の構造と人類の幸福　上・下

巻』河出書房新社 

ユヴァル・ノア・ハラリ（2018）『ホモ・デウス　テクノロジーとサピエンス上・下

巻』河出書房新社 

“格差社会とは？世界や日本における所得格差など9つの「格差」の実情を解説" <https://

www.cydas.com/peoplelabo/kakusashakai/>　2021年8月1日アクセス 

世界基軸教育の提案 19

https://nazology.net/archives/87165
https://www.cydas.com/peoplelabo/kakusashakai/
https://www.cydas.com/peoplelabo/kakusashakai/

	1. 序論
	2. 世界基軸教育がなぜ必要なのか
	3. 世界基軸教育とは何なのか
	4. 世界基軸教育をどのように実現するのか
	5. 結論
	参考文献



