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381. 文献の購入先 

同じプログラムに在籍するインドネシア人のタタと先日立ち話をしていたところ、彼女はまだ受講し

ているコースの課題図書を購入できていないとのことであった。フローニンゲン大学が提供している

電子書籍サービスによって、基本的に生徒は実物のテキストを購入せずとも、書籍や論文を電子

データの形式で読むことができる。  

先日の「タレントディベロップメントと創造性の発達」のクラスにおいても、机の上にテキストと論文を

広げているのは私を含め、それほど多くなかったように思う。私は、書物や論文を読む行為とは五

感を総動員させて取り組むべき思考運動だと捉えており、常に実物の書籍やプリントアウトした論文

を読むようにしている。  

五感を総動員させて書物や論文と向き合うことによって、得られる情報の質が全く異なり、自分の中

から湧き上がってくるアイデアの種類と質も全く異なるものになると感じている。適切な表現ではな

いかもしれないが、電子データの形式で読もうとする書籍や論文は、実物の書籍として購入するに

値しないと判断したものであったり、プリントアウトしてまで読み込む価値のない論文と判断したもの

がほとんどである。  

つまり、真剣にその書籍や論文と向き合おうとする際には、必ず実物の書籍を購入するようにして

いるし、論文であれば必ずプリントアウトするようにしている。最近は特に、自分の中で意義を見出

せない書籍や論文を読まないようにしているため、電子データの形式の書籍や論文とはますます

距離が取られている。  

タタも基本的には私の考え方に賛同しているようであり、どこで課題図書を購入したのかを私に尋

ねてきた。私は日本にいるときに、最初の一年目のコースで使うことになる全ての専門書を事前に

購入していた。オランダに到着してから課題図書を購入しているようでは遅いと思っていたし、何よ

りプログラムが開始する前に全ての書籍を一読はしておきたいと思っていたのだ。  

とりわけフローニンゲン大学の修士課程は一年間という短期決戦であるため、事前の準備を万全に

することによって、プログラムが開始する瞬間にはすでに自分なりの探究ペースが構築されている

状態にしておきたい、と考えていた。こうした発想は、アメリカの修士課程に在籍していた時に身に
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ついたものだと思う。この発想のおかげで、非常に良いスタートを切ることができ、探求活動の全て

が一連のサイクルの中で上手く回っているのを実感している。  

タタからの質問に対して、課題図書はアマゾンで購入することを勧めた。ただし、以前紹介したよう

に、オランダのアマゾンは品揃えが十分ではなく、基本的には電子書籍の形でしか販売していない

ことに問題がある。また、オランダのその他のオンライン書店も品揃えと値段の観点から言うと、満足

できる水準ではない。  

学術系の書籍であれば、やはりアメリカのアマゾンが最も優れているが、業者の中にはヨーロッパに

書籍を送ってくれないところもあるので、その点は不便である。一方、イギリスのアマゾンも非常に優

れているが、日本円とポンドの関係から、アメリカのアマゾンで購入するよりも少し割高な書籍が多

い。  

先日、何気なく留学生歓迎セレモニーでもらったパンフレットに目を通していたところ、オランダ人

はドイツのアマゾンをよく利用すると書かれていた。隣国ドイツからだと送料が無料であったり安く抑

えられるようであり、私の中にはドイツのアマゾンの存在が完全に抜け落ちていた。  

早速、ドイツのアマゾンを調べてみると、イギリスのアマゾンに近い品揃えであり、値段もそれなりに

満足できるものであった。ドイツのアマゾンを調べたついでに、イタリア、フランス、スペインのアマゾ

ンを検証してみたが、いずれも書籍の値段が高騰していたので、仮にオランダから英語の専門書を

購入するのであれば、イギリスやドイツのアマゾンを利用するのが望ましいと思った。  

検証後、ドイツのアマゾンもなかなか良いということをタタに伝えた。国によってアマゾンの品揃えや

価格が違うことに興味を持った。これまでの経験上、米国に在住しながらアメリカのアマゾンを活用

することができれば一番望ましいと思っているが、日本のアマゾンはアメリカやイギリスの書籍業者と

上手く繋がっており、品揃えや価格に関して日本のアマゾンも世界的には相当優れていると思う。 
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382. 夢の中の感覚質 

やはり夢という現象は不思議な性質を持っているとつくづく思う。ここ最近、鮮明に記憶に残ってい

る幾つかの夢を思い返してみると、夢が持つ特殊な性質について考えざるをえなくなる。米国のジョ

ン・エフ・ケネディ大学に在籍していた時、一人変わった友人がいた。  

私よりも九つほど年の離れたジョナサンというこの友人は、人間に不可避の「夢」と「死」という二つの

現象の探究に取り憑かれていたのだった。ジョナサンの自宅に行くと、夢と死に関する専門書で本

棚が埋め尽くされていたことをふと思い出した。  

特に、ジョナサンが有志を募って開催していた「ドリームグループ」に私は毎週のように参加してい

た。これは、参加者各人が先週に見た夢をノートなどに記録しておき、それを円卓上の参加者に共

有し、二、三名の夢に絞って多様な角度からその夢を探究していくことを目的にした学習グループ

であった。  

私はこのグループに参加することによって、初めて自分の夢と本格的に向き合うことになったのだと

思う。それまでの私は、夢を人間の意識を探究するための材料にするような発想は全くなかったし、

探究するための観点や手立てに関しても何もなかったのである。  

ジョナサンのこのグループに参加することによって、私は少しずつ夢を探究するための視点や方法

を身に付けていったように思う。当時ほど真剣に毎日の夢と向き合っているわけではないが、今現

在も起床直後には昨夜の夢に対してあれこれと思いを巡らせるようなことが習慣になっている。  

とりわけ最近は、夢の中に現れるシンボルの解釈や夢の意味を探究するということよりも、夢の性質

そのものについて考えさせられることが多いように思う。確かに夢は夢なのだが、そこには放ってお

けない質感が内包されており、そこに重要な何かが隠されている気がしているのだ。  

夢の内容がいかに荒唐無稽なものであったとしても、夢を見ている当人は現実の世界に生きている

ため、夢は現実と同じであると言えるかもしれない。どれほどその夢が非現実的な内容を持ってい

たとしても、その現象は現実世界の私たちの脳や意識や身体と密接に繋がっているため、それはリ

アル以上にリアルである場合が多いのではないだろうか。  
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そして、特に私が着目しているのは夢の中の感覚質である。私はしばしば、覚醒時において知覚し

ているこの瞬間の出来事の方が夢なのではないか、という感覚に陥ることがあるのだ。こうした状態

に陥るときは大抵、自分がこの世界から得られる諸々の感覚情報の質感が希薄であり、それはまる

で私の全ての感覚器官が麻痺しているような感じなのである。一方、夢の中では全く逆の状況に遭

遇することがある。夢の中では、自分が夢の世界から得られる諸々の感覚情報の質感が極めて強

烈である場合があり、それはリアル以上にリアルなのだ。  

その最たる例は、夢の中の感覚質があまりに強いために、その感覚に居ても立っても居られなくな

り目を醒ますことがある、ということである。これは誰しも経験したことがあるのではないだろうか。こう

した現象が起きるのは、夢の中の自己客体化能力が未成熟であり、夢で現れる感覚質を十分に客

体化できていないからではないか、と思ったのだ。  

インドの聖者ラマナ・マハルシの名言に「夢を見ている状態で覚醒していない者は、真の覚者では

ない」というものがある。まさに、私たちが夢の中でも自己客体化をし続け、気づきの意識を保ち続

けているのであれば、夢の中の感覚質に圧倒されることなく、それを客体化の対象物として冷静に

把捉することが可能だと思うのだ。  

ここからわかるのは、覚醒時における私の自己認識力の成熟の余地である。もし仮に、この瞬間に

おける自己客体化能力が十分に発達していれば、夢の中でも気づきの意識を維持できるはずであ

る。しかし、それができていないということは、覚醒時の自己認識能力はまだまだ未成熟ということの

証かもしれない、と思わされた。夢の中で気づきの意識を維持し続け、夢の中の強烈な感覚質に圧

倒されなくなるまでの道のりは長そうだ。  

383.これまでの文章を編集しながら 

土曜日の今日は、早朝にいつもどおりの習慣的実践を済ませた後、オランダ語の学習を少し行っ

ていた。このオランダ語の学習も早朝の習慣になりつつあるのは、私にとって喜ばしいことである。

土曜日のフローニンゲンの朝は、平日とは違う雰囲気を醸し出している。  

平日においては、朝の早い時間から通勤や通学に向かう人たちの姿を窓越しに見つけることがで

きる。平日の朝は、人々の活動エネルギーと和をなすかのように刻みの良いリズムをその時間の中
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に生み出している。一方、休日のフローニンゲンの朝は、街の人々に休息エネルギーを分け与え

ているかのように、優しく揺るやなかリズムを生み出している。  

そのようなリズムの中、今日は時間が取れたので、これまで執筆してきた文章を読み返し、編集作

業を行っていた。日本を出発する前後の文章を読んでいると、このようにオランダで生活をしている

今の自分には表現できないような言葉がそこに記されているのを見て取ることができる。  

より正確には、間違いなくあの時にしか感じられなかったことや考えられなかったことがあり、あの時

にしか表現できなかったことが多々あったのだ、と気付かされた。こうした気づきを得られるのも、や

はり文章を毎日書き留めてきたからであろう。  

約一ヶ月半前の自分と今の自分を比較してみて、そこに成長や発達が見られるか？と問われると、

そうしたものは見出せないかもしれない。一ヶ月半という時間は、成長や発達を議論するにはあまり

にも短いものである。そのため、マクロな成長や発達というのは私の中でまだ起こっていないと思わ

れる。  

ただし、その期間の文章を読み返してみて一目瞭然なのは、絶えず自分が変化しているということ

なのだ。変化というのは、前進かもしれないし、後退かもしれない。いずれにせよ、この一ヶ月半の

文章を読み返す中で、私は確実に毎日変化しているのだ、と気づくことができた。  

その証拠として、外形上の表面的なものを例に挙げると、これまでの文章で扱ってきたテーマが同

一のものであったとしても、一つとして語彙の選択や文法構造が同一のものが存在していないので

ある。毎回の文章の中には、必ずこれまでとは違う語彙の選択や文章の構造が見て取れるのだ。  

私たちが用いる語彙の中には、常に固有の意味と感覚質が伴っている。さらに、文章の構造はある

意味、その文章を構成する語彙を構造的にまとめ上げる機能を果たしていることに他ならない。と

いうことは、毎回の文章で用いる語彙や文法構造が異なるのであれば、そこには常に固有の意味と

感覚質が固有の形で統合されていることを示しているのではないだろうか。  

今改めて過去の文章を編集する中で、そのようなことを思わされた。文章を書くということは、日々

の生活の中で生じる唯一無二の固有の意味と感覚質を捉えることに他ならず、それを自己の中に
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統合することによって新しい自己を創出していくという、創造的営為と編集的作業を同時に行うこと

なのではないかと思った。2016/9/17  

384. 専門家の能力と使い方について 

昨日読んだ論文の中で印象に残っているのは、 “Wither cognitive talent? Understanding high 

ability and its development, relevance, and furtherance（2013）” である。この論文では、多様な知

性領域の中で「認知能力」に焦点を絞り、高度な認知能力とは何を意味するのかを議論している。

その議論の中で、高度な認知能力と社会の発展との関係についても言及しており、教育政策や社

会政策と絡めながら倫理的問題にまで踏み込んでいるのが面白い。  

この論文を読むと、高度な認知能力を定義付けるのはつくづく難しいものだと思わされる。何よりも

まず、ある認知能力が発揮される領域を特定・選択し、その領域を定義付けていかなければならな

い。専門家でもない限り、多くの人は、認知能力とは全ての事柄に等しく適用されるもの、と思って

いるかもしれないが、実際にはそのようなことはなく、私たちの認知能力は特定の領域の特定の事

柄に対して発揮される、ということが様々な研究から明らかになっている。全ての領域の全ての事柄

に適用されるような認知能力は存在しないため、高度な認知能力を定義付けていくときには、認知

能力が発揮される領域を議論していかなければならないのだ。  

次に重要になってくるのは、特定した領域の能力を正確に測定する手法の存在である。信頼性と

妥当性の担保された測定手法がなければ、その能力を比べることなどできない。そのため、ある領

域で発揮される特定の能力を適切に測定することができるアセスメントを開発することが重要にな

る。  

最後に重要なのは、何を持って「高度」とするかである。これはもちろん、測定手法を開発する際に

も議論されることである。構造的発達心理学の世界では、発達段階という質的差異に着目したある

体系立った理論をもとに測定手法を開発していくため、測定手法の開発段階で認知能力の高度さ

について議論になることはそれほどないように思われる。  

つまり、構造的発達心理学では、既存の能力に新たな特性や機能が加わり、これまでの能力では

できなかったことが可能になるという質的変化を「成長・発達」と捉え、そのプロセスを能力の高度化
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として認識しているのである。振り返ってみると、オットー・ラスキーのIDM時代にも、セオ・ドーソンの

Lectica時代にも、既存の理論体系をもとに測定手法が構築されていたため、能力の高度さに関す

る議論はほとんどなかったと記憶している。  

このように能力の質的差異に着目して高度さを定義していくだけではなく、その他に大きく分けて二

つのアプローチがある。一つ目は「規範的アプローチ（normative approach）」と呼ばれるものであり、

これは単純に述べると、「他者との比較」である。認知能力を測定した結果、他者と比較して高低を

判断するというのが、この規範的アプローチに該当する。二つ目は「イプサティブ・アプローチ

（ipsative approach）」と呼ばれるものである。これは他者比較ではなく、個人内比較を行うものであ

る。例えば、ある領域内の特定の能力が以前の自分の能力と比べて高いのか低いのかを判断する

のが、イプサティブ・アプローチである。このイプサティブ・アプローチは質的変化のみならず、量的

拡張も含まれるため、ここではあえて構造的発達心理学のアプローチと区別した。  

論文の著者は、ある領域内のタスクに従事する際に発揮される、「情報を思考・推論しながら処理

する速度」を認知能力として捉え、上記のようなプロセスで高度さについて議論を進めている。当然

ながら、認知能力に関するこの定義に異論を挟む方もいると思うが、この定義に則って論文を読み

進めていくと、一つ考えさせられることがあった。それは特定領域の知識基盤を確立することの重

要性である。  

私たちの知性が領域特定的な特質を持つため、もはやIQを使って知性を測定するというのは非常

に原始的なやり方であるが、知識基盤とIQには興味深い関係があるということをこの論文は教えて

くれる。往々にして私たちは、IQの高い人は低い人よりも常に速い速度で情報を思考・推論してい

ると思いがちなのではないだろうか。  

実際にはそうではなく、例えば、IQの高い非専門家とIQの低い専門家の両者が、その専門家の領

域に関する思考・推論タスクに従事した際に、IQの低い専門家がIQの高い非専門家を凌駕するパ

フォーマンスを発揮することが明らかにされている。こうした現象が起こる背景には、知性の領域特

定的な性質があるが、より具体的には知識基盤の存在が鍵を握る。専門家はその分野に関する確

固とした知識基盤を持っており、その知識基盤が思考や推論速度を上げているのである。  
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私たちは思考や推論を働かせる時に、現象を組み合わせることや関係性を捉えることを行っている。

そうしたチャンキングや関係性把握を可能にするのが、知識基盤という知識の結晶体なのである。

簡単なイメージとしては、専門家はこうした知識の結晶体を活用しながら思考や推論に従事するこ

とができるため、そうした道具立てを持たない非専門家を凌駕するパフォーマンスが発揮できるの

だと思う。 

現実世界でよく目にするのは、専門家が発揮する思考や推論能力の高さに対して、非専門家が必

要以上に萎縮したり、場合によっては劣等感などに苛まれる光景である。上記で見てきたように、私

たちの知性は領域特定的なものであるため、専門家といえど分野を変えればただの人である場合

が多く、専門家が発揮する高度なパフォーマンスに対して変に萎縮したり劣等感を感じたりする必

要はないのだ。  

チェスのグランドマスターとチェスの初心者が、チェスの盤面上に無造作に並べられたコマをしばら

く見て、盤面を隠した上で、違う盤面上に先ほどのコマの配置を再現するという実験がある。この実

験の結果、チェスのグランドマスターとチェスの初心者はほとんど同じ成績だったのだ。結果が大き

く異なったのは、実際のチェスの対戦上で現れるような意味のあるコマの配置を見た時、グランドマ

スターは初心者を遥かに凌駕する成績を収めていたのである。  

ここからわかるのは、チェスのグランドマスターは、実際の対戦や練習を通じて獲得した意味のある

コマの配置パターンを無数に記憶しており、その知識基盤を用いて思考・推論する力に長けている、

ということである。逆に言うと、コマの配置をランダムなものにした瞬間に、グランドマスターの知識基

盤は役に立たないものとなり、初心者と変わらないパフォーマンスしか発揮できないのである。  

こうしたことからも、専門家に対して過度に卑下する必要はないのである。むしろ、非専門家が専門

家を活用する際には、その専門家の領域をきちんと見極めることが重要だと思うのだ。少しでも領

域がずれると、その専門家はただの人になってしまうのだ。企業組織においても、外部専門家を活

用するケースは昨今ますます増えてきているが、専門家の専門性を見極める眼を養っていくことが

専門家の使い手に求められるのではないだろうか。  
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一方、専門家の側は、自分の専門領域が何であるのかを適切に把握し、専門外の分野に無理に

首を突っ込んで低いパフォーマンスを発揮しないようにするという自制心と倫理観が求められると思

う。そのような低いパフォーマンスは、使い手に対して何らの貢献を果たさないばかりか、大きな不

利益をもたらしかねないだろう。  

現在の私は、実務家としては企業社会から使われる側にあるのと同時に、研究者としては他の研究

者（専門家）を使う立場にあるため、色々と考えさせられることがあったのだ。使われる立場からする

と、知識の性質や知識基盤の性質についてより考えを深めながら、自分の専門性をより練磨してい

くことと職業倫理を確固としたものにしていく必要があるだろう。一方、他の研究者から助言を求め

たり、共同研究を進めるという専門家を使う立場からすると、相手の専門性をきちんと把握する眼を

涵養していくことが自分に課せられているのだと思う。  

385. 問いを引き受けるということ 

今日はいつも以上に集中力を発揮して仕事に取り組むことができていたように思う。本来であれば、

土日のどちらかには必ずランニングをしているのだが、今週はランニングをせず、来週からは月曜

日に走ることにしようと思う。本日は走るという身体運動よりも書物を読むという思考運動に適した日

だったのだと思う。  

以前、「問いが問いを生む」という循環プロセスについて言及したことがあったように思う。あの時以

降、この話題について考えることはなかったのだが、イマニュエル・カントが “Prolegomena to any 

future metaphysics (1783)”の中で同様の指摘をしていることに気づいた。  

カント曰く、ある問いに対する回答は必ず新たな問いを生み出し、その問いはまた何かしらの回答

を要求するのだ。以前、ハーバード大学教育大学院のある教授に、「米国には優れた教育大学院

が存在し、教育に関する研究や実践、そして教育政策の立案と導入手法に関してこれだけ洗練さ

れているにもかかわらず、国内の教育問題が一向に解決する兆しが見えないのはなぜなのか？」と

尋ねたことがある。その教授がどのような回答をしたのか今となっては覚えていないが、この問題は

上記の話題と関係するかもしれない。  
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私たちは個人レベルで常に問いと答えの連続的なサイクルの中で生きることを宿命づけられており、

これは集合レベルでも同じことが言えるのではないだろうか。つまり、集合レベルで何かの問題を解

決しようとするとき、そこに暫定的な回答が提出されるが、その回答が再び新たな問題を生むので

ある。こうした循環的なサイクルが存在しているため、既存の教育問題に関する打ち手が提出され

たところで、再び新たな問題が生み出され、結果として教育問題が解決する兆しが見えないのかも

しれない、と思わされた。  

これは「科学の進歩」と呼ばれる現象にも同様に当てはまり、科学的な問題と解決策は常に一組の

セットの形で永遠にその組み合わせが生み出されていく。こうした無限に続く問題と解決策の連続

的なサイクルに「進歩」という言葉を当てるのは、幾分皮肉な思いになる。  

もう一つ、問いと回答に関して面白い関係があるとすれば、すべての問いは問いが生み出された構

造からは回答を提出することができず、将来の構造を待たなければならないということだ。これはア

インシュタインの名言「いかなる問題も、それを作り出した時と同じ考えの枠組みでは解決すること

はできない」に近い考え方であり、構造的発達心理学の根本的な考え方と似ている。  

つまり、既存の問題は、その問題を生み出した構造よりも一段高い構造から解決策が提出されなけ

れば、その問題は解決しないということである。個人の発達を例にとってみても、私たちは直面する

問題を解決しながら成長していくというよりも、未解決の問題を抱えたまま次の段階に成長すること

によって、結果として過去の問題が解決されていた、ということが起きているのではないだろうか。  

私自身の経験を振り返ってみても、日々様々な問いが自分に襲いかかってくるが、それらの問いに

対して現在の自分ではどうにもならないことの方が多いのだ。結局、今の自分では如何ともしがた

い問いを問いのまま引き連れる形で進んでいくと、いつの間にかその問いが解決されていた、とい

うことが起きるのである。  

この「問いを問いのまま引き連れる」というのは、自分の内側では相当気持ち悪い感覚が残る。しか

し、いかにその感覚が後味の悪いものであったとしても、未解決の問題を未解決のまま背負う形で

進むことができるかが、次の発達段階へ至るための鍵なのではないかと思う。  
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これは何も、直面する問題を軽視することでもなければ、解決に向けて何らの努力をしないというこ

とを意味しない。むしろ正反対である。問題と真摯に向き合い、解決に向けて全力を尽くすというプ

ロセスを経ることによって、その問題の芯に至るのだ。そして、その芯をくわえたまま歩き続けること

ができるかどうかに、さらなる発達の鍵があるように思うのだ。  

上記のようなことを考えると、個人にせよ集合にせよ、私たちの目の前には常に問いと問題が先行

する形で存在し続けているのではないかと思わされ、人類の進歩とはつくづくいばらの道だと思う。  

386.静かなる進行 

今日の早朝はランニングを行った。先週の土日は、身体運動よりも思考運動に適した日だったので、

ランニングをお預けにしていたのだ。月曜日の朝は土日の朝に比べると、ランニングをしている人

はそれほどいない。今日のランニングでは少数の他のランナーとすれ違うたびに挨拶を交わしてい

た。  

挨拶というのは不思議なもので、挨拶を交換すると、何だかお互いに別のものまで交換しているよう

な感覚に陥ることはないだろうか。相手の何気ない挨拶が自分の中のエネルギーを刺激する触媒

となり、挨拶を交わすと、より活発なエネルギーの流れが自分の内側に生じるのを実感するのだ。  

もちろん、この感覚は極めて微細なものなので、よくよく注視して観察をしないと見過ごされてしまう

ものである。幼少期の頃、「きちんと挨拶をしましょう」ということを学校などでよく言われたものだが、

この発言には非常に大きな意味があったのだ、とこの年になって改めて気づく。  

今日のランニングコースは、先々週に発見した新しいコースである。これまでは近所のノーダープラ

ントソン公園を走っていたが、先週からはコースを変更し、近くにある運河に沿って作られたサイクリ

ングロードを走るようにしていた。平日の一日はノーダープラントソン公園を軽めに走るようにし、休

日は新しく発見した長めのコースを走るようにしたいと思う。  

自宅を出発して、これまで見過ごしていたストリートがあることに気づいた。私の自宅の住所は、ロッ

テルダム生まれのオランダ人の画家ジョルジュ・ブレイトナー（1857-1914）の名前が付されたストリー
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トにある。今日という日まで一切気づいていなかったのは、ブレイトナー通りのひとつ向こう側の通り

は、「ヴァン・ゴッホ通り」だということである。  

オランダ語を習い始めるまで全く知らなかったのは、「ヴァン（van）」というのは英語の前置詞 “of”に

該当するのだ。そのため、このストリート名は「ゴッホ “の”通り」になるのかもしれないと思った。確か

に今の私は、ゴッホと同様に成人期を過ぎてから大きなキャリアチェンジを経験したため、「ゴッホの

通り、に生きよ」というメッセージをこのストリートから得たのだった。ランニングコースを変えたことに

よって、このような新しい発見と気づきを得られたのは喜ばしいことであった。  

ヴァン・ゴッホ通りを横切り、サイクリングロードに入っていった。延々と続くサイクリングロードの左手

には、オランダを象徴するような運河があり、運河沿いには小綺麗な家が並んでいる。時折、小さな

クルーザーが運河の上を走っていく。右手には、サッカー場や公園、お洒落なアパートやマンショ

ンなどが時々見えてくる。  

しばらく道なりに走っていると景色が一変した。先ほどの景色とは打って変わり、とても静かでのど

かな風景が広がっている。大量の羊が放し飼いにされているのを発見した。たくさんの羊の中に一

匹だけ別の動物がいた。白鳥のような少し大きめの華奢な鳥が、羊たちと一緒に牧草を食べてい

たのだ。おそらくこの鳥は、自分と周りにいる羊が違う生き物であるということを感覚的には察知して

いるのかもしれないが、そんな差異はあってないものだと思っているかのような立ち居振る舞いであっ

た。  

おびただしい数の羊の中に一匹だけ紛れ込んだこの鳥を見つけた時、私はこの鳥と自分を重ねて

見ていたように思う。周りとの諸々の差を感覚的に察知しながらも、そうした差に構わず生きようとす

る太い神経が必要かもしれないと思わされた。いや、諸々の差を受け入れ、それらを超越した境地

に自己を置きながら、絶えず差異を意識して生き続ける必要がある、と思い直してランニングを続け

た。  

とても静かに流れていく時間に合わせて、自分の中の様々なものが静かに進行しているようだっ

た。  
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387.雲と空 

今朝起床した時に窓の外を見てみると、空一面が雲で覆われていることに気づいた。これは雨雲で

はなかったが、薄く灰色がかった雲が途切れることなく空を覆っていた。この雲はひと続きの塊とし

て同一性を保っていたため、上空を動いているのかどうか判断がつかなかった。  

その後、午前中の仕事に没頭し、昼食時に再び空を見上げると、先ほどの一塊の雲がちぎれちぎ

れになって空に浮かんでいた。空に散らばる様々な雲を見ていると、そこに個性化が生じたのだと

思った。一つの塊として同一化していた雲が様々な形に分離されることによって、一つ一つの個性

を獲得したのではないか、と思ったのだ。  

そのようなことを思いながら、昼食のパンをかじった時だった。イギリスの哲学者かつ社会学者であっ

たハーバート・スペンサーが、進化の本質に同質性から異質性への移行を見て取ったことを思い出

した。それと同時に、これはまさに、発達心理学者のハインツ・ワーナーが発達の本質として、同一

化していたものが差異化していくプロセスを見て取ったことと同じであることを思い出したのだった。  

先ほどの裂け目のない大きな塊とは打って変わり、分離した雲を見つめながら色々と考えさせられ

ることがある。同一化していた雲は、差異化を経て、まるで個性を獲得したかのように、各々違う速

度で空を泳いでいる。果たしてそれらの雲を見つめている今この瞬間の私は、何と同一化しており、

そこから差異化するというのはどういうことを意味するのか考えていた。  

しかしながら、差異化の意味について思考のベクトルが向かうことはなく、差異化の方法について

考え始める自分がその場にいた。どうも差異化を生み出すためには、雲単独の力ではどうにもなら

ないのではないか、と思ったのだ。つまり、雲を取り囲む様々な関係当事者と見えない現象を含め

て構成される動的なネットワークが必要なのではないか、と思うに至った。  

先ほどの一塊の雲を見ていると、もちろんその雲が持つ自発的な力を使って分離が行われたと見

ることができる。しかしそれに加えて、どうやらこの雲は、太陽や風の影響や地上から上昇してくる水

蒸気の影響を受けることによって、差異化が進められたと思うのである。そして、徐々に差異化が進

行し、一つ一つの雲に分離すると、それらの雲は互いに交流し合ったり、ぶつかり合ったりしながら

さらに差異化を進めていく。  
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その結果として私の目の前にある個別性を獲得した雲たちは、大気圏の圧力と風に身を委ねなが

ら優雅に進むことができているのだ、と思わされた。雲の優雅な動きにしばらく見とれていると、自分

が見ていたのは雲ではなく、その先に広がる空であることに気づいた。  

分離した雲を生み出すことではなく、すべての雲を包括する空を自分の中で生み出すことはできな

いだろうか。そんなことを思ったのだ。アメリカの偉大な哲学者チャールズ・サンダース・パースが述

べているように、私たちにはシステム的な統合性を自分の内側で作ろうとする強烈なまでの力が内

在的に宿っており、そうした力が知性や能力を含めた人間の発達の根幹にあるのだ。  

個別性を持った一つ一つの雲を創出することのさらに先には、それらの雲を包摂するような空が必

要なのだ。自分の内側に広大な空を構築していくことに着手する必要性があると思わされた。だが

その前に、昼食をきちんと食べ終えようと思う。  

388. 知識体系の土台作り 

システム科学の諸々の理論体系と触れることによって、現在、知識の体系化について色々と考えさ

せられている。経験上、自分の知識基盤が脆弱だと感じられる時は、往々にして得られた知識を適

切に体系化できていないことに問題があるように思う。また、知識が体系化されていないと、結局の

ところ、現場で使えるような力を発揮することができないのではないだろうか。実践力を伴った知識

とは、体系化された知識だと思うのだ。そうした事情もあり、知識の体系化のプロセスとその方法に

ついて考えていたのである。  

過去の哲学者も様々な形で知識の体系化について探究をしている。例えば、カントは「知識体系を

構築する芸当は、建築物を構築することに喩えられる」と述べている。カントが述べるように、知識が

体系化され、私たちの骨身になっていくプロセスは、建築物を構築することに似ているのである。  

そうした建築物を構築するためには、兎にも角にも、まずは建物の材料となる知識が必要である。

建築物を構築する資材となる知識がなければ、知識体系など構築しようがない。そのため、最初に

行う必要があるのは、自分の専門領域に関する知識を——あわよくば周辺領域と合わせて——しっか

りと獲得していく作業だろう。  
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元ハーバード大学教育大学院教授カート・フィッシャーが提唱したダイナミックスキル理論において、

最も高度な知性段階はレベル12とされており、このレベルに到達するためには、最低限博士課程

レベルの知的鍛錬が必要であると言われている。言い換えると、博士課程で書き上げる学位論文と

同様の文章執筆実践が必要であるということと同時に、博士号を授与されるにふさわしい知識量を

獲得することによって初めて、フィッシャーのレベル尺度で言う12に到達するのだと思われる。  

そうしたことからも、知識体系という建築物の高度を確保するためには、膨大な量の知識がまずは

必要だと思う。そして、十分な知識量に到達したからといって、すぐに堅牢な建築物を構築できるわ

けではないことに注意が必要である。さらに、膨大な知識がそのまま自らの知識基盤になるわけで

はないことにも注意が必要だと思う。  

膨大な量の知識を獲得した後に要求されるのは、強固な知識基盤を建築するために、獲得した知

識をふるいにかけるという作業である。この作業は、知識基盤にふさわしい材料のみを残すような

選別作業というイメージである。私もよく経験しているのが、論文や書籍で獲得された知識をそのま

ま活用しようと思っても、全く活用できないという現象である。  

または、論文や書籍に記載されている情報をその形のまま取り込もうと思っても全く上手くいかない

という現象である。こうした現象はある意味健全だと思っており、こうした現象が暗示しているのは、

私たちは得られた情報を自分なりに解釈・加工し、自らの知識基盤を構築するのにふさわしい形に

変形していくことが要求されているのではないか、ということである。  

このところやたらと身近な現象を観察することによって、自分の考えを深めようとしている自分がいる

ことに気づいていたが、これは日々の探究の中で得られた知識を身近な現象に適用して、その現

象を説明していくことを促されていたのだと思う。あるいは、獲得された知識を自分に引きつけて再

解釈することを促されていたのだと思う。  

これらの実践を通じて、獲得された知識の不要な部分が削られていき、強固な基盤を構築するの

にふさわしい真の材料だけが残っていくような感覚を持っている。このような真の建築資材を少しず

つ獲得していくことによって初めて、徐々に知識体系の土台が出来上がってくるのではないだろう

か。  
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知識基盤が構築されてからも、継続的に多様な知識を獲得していき、その知識を加工適用していく

という実践を継続的に行う必要があるだろう。こうした実践を経ることによって、少しずつ高度な知識

体系が構築されていくのだと思う。道のりは長く険しいが、気骨さを持って自分なりの建築物を作り

上げていきたいと思う。  

389. 健全な劣等感 

今日は第五回目のオランダ語のクラスがあった。いつもと全く変わらない心身状態であったはずな

のだが、今日は一段とクラスの内容が理解できなかった。早朝ギリギリまで仕事に取りかかっており、

バタバタした状態で自宅を出発したため、うまく言語空間を英語からオランダ語に変えることができ

ていなかったようなのだ。  

いつもは、自宅を出発するや否や、たどたどしくてもオランダ語で物事を考えるようにしているのだ

が、今日は少しばかり焦って自宅を飛び出したため、頭の中が英語のままであった。それが影響し、

これまでのクラスの中で一番出来が悪かったように思う。新しい言語を学習するというのは本当に山

あり谷ありだと痛感させられる。  

現在、日常生活の中で私はオランダ語を喋る機会というのはほとんどないのだ。もちろんオランダ

人の友人も何人かできたが、彼らと話すときは基本的に全て英語なのだ。他のクラスメートはどうも

学生寮などに住んでおり、そこではオランダ語でやり取りをする時がある、ということを聞いた。今の

私は、スーパーの店員を除いてオランダ語でやり取りをする人間は一人もいないため、他のクラスメー

トよりも実践量が不足しているのかもしれないと思った。今日は久しぶりに学習に関して劣等感を覚

えた。  

週末にかけてこれまでの学習内容を全て復習し、特に単語の意味や発音をしっかりと確認していた

にもかかわらず、クラス冒頭で教師のリセットから受けた質問にほとんどうまく答えられなかったの

だ。 “Hoe laat is het?（今何時ですか？）”という文章は確かに先週習ったのだが、完全にこの表現

を見落としており、何を聞かれているのか全くわからなかった。  
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私以外の11人の生徒がリセットの質問の意味を理解し、それに対してきちんと答えていることにか

なり驚かされた。二回目に指名された時も質問の意味が全く分からず、回答することができなかっ

たのに対して、他のクラスメートは平然と受け答えをしていたのだ。  

さらに、クラスの後半でショッキングな事実が判明する。なんと、私は他のクラスメートよりも数倍以上

の努力をしていたことが明らかになったのだ。ルーマニア人のユリアとインド人のブハーブナと三人

一組で今週取り上げる会話事例を音読していた時のことだった。  

私：「なんとか全て読み終えたね。ところで二人は何回ぐらいこのテキストを事前に音読していたの？

やたらと流暢にオランダ語を発音してたよね。」  

ブハーブナ：「う〜ん、昨日一回だけ読んだかな。」  

私：「えっ？たったの一回？」  

ユリア：「（教師のリセットの方を一瞥しながら）ここだけの話だけど、ゼロ！（笑）」  

私：「ゼロ？一回も読んでないの？」  

ユリア：「うん、全く読んでこなかったわよ。まぁ、ドイツ語を学習していたことがあったから発音が比

較的簡単に感じるのかも。ブハーブナも英語がネイティブ言語よね？だから意外と簡単に発音でき

るんじゃない？」  

ブハーブナ：「そうね、私も一回しか読んでないけど、発音はそれほど難しくないわ。感覚的にわか

る感じ。」  

私：「・・・」  

正直なところ、私も大学時代にドイツ語を習っていたのだが、その時の真剣さの度合いは極めて低

かったため、それは差し置くとしても、今回のテキストを私は10回ぐらい事前に音読していたのだ。

それでも彼女たちに比べると、非常にたどたどしい音読だったのだ。  
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今日改めて認識したのは、私の言語の素養が他のクラスメートに比べて歴然として低いということで

あった。そして彼らと同じ速度でオランダ語の学習を進めていくためには、彼らと比べて数倍の努

力では全く足りないということを認識したのだった。  

所属グループの中で最下位の位置に置かれることを久々に経験し、とても有り難い気持ちになった。

こうした状況に置かれることを長らく心待ちにしていたし、今抱えている劣等感は実に健全なものだ

と思う。これまでの自分のオランダ語学習の仕方を振り返ってみると、そこに思考を働かせる試みが

ほとんどなかったことが改善点であると思った。  

単純に単語の意味や発音を確認しているだけでは、実際の会話をスムーズに遂行していくことなど

できず、自分の頭を使ってまずは文章を組み立てる試みが必要になるだろう。これまで習った疑問

文を自分に投げかけ、それに対して自分で回答を考えるという実践を何度も何度も継続することに

よって、初めて無意識的に会話の応答ができるようになってくるのだと思う。  

学習の仕方に工夫を施し、さらに練習量も今以上に増やしていきたいと強く思った。  

390. タレントディベロップメントとパフォーマンスを決定づける心理的特性 

今日は「タレントディベロップメントと創造性の発達」の第二回目のクラスがあった。今日のクラスを担

当したのは、ニコ・ヴァン・イペレン教授であり、本日のテーマは「タレントディベロップメントとパフォー

マンスを決定づける心理的特性」であった。  

本日のクラスで得られた内容も非常に充実したものであったため、今後折を見てできる限り多くの

知見を共有したいと思う。以前紹介したように、このコースは段差のある比較的規模が大きい教室

で行われる。第一回目のクラスで最前列に座っていたのだが、パワーポイント資料が映し出される

スクリーンを見上げ続けていると次第に首が痛くなることに気づき、今日は同じプログラムに所属し

ているインドネシア人の友人であるタタにスクリーンが見易い中段の席を確保してもらっていた。  

講師を務めたイペレン教授は、特にスポーツの領域を専門としており、アスリートの卓越性を研究し

ている。彼の研究テーマの一つが、今日取り上げられた卓越性を支える心理学的特性である。簡

単に述べると、イペレン教授の関心事項は、卓越性を獲得する過程で不可欠な感情特性やパーソ
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ナリティ特性にある。確かにイペレン教授はスポーツの領域を主に探究しているが、彼の知見や発

見事項はアスリートのみならず、他の分野の人たちにも有益なものが多々あると思っている。  

一つ自分にも思い当たる節のある事柄を共有したい。卓越性に至るためには、当然ながら部分的

には遺伝要因があり、教育や他者を含めた社会文化的な支援が必要であり、熟慮を伴った継続的

な鍛錬が必要である。ここではあえて最後の要因に着目すると、熟慮を伴った継続的な鍛錬を遂

行するためには、当人の目的意識や探究に伴う喜びのようなものが必要とされる。  

ここで興味深かったのは、イペレン教授曰く、卓越性と感情に関する近年の研究で着目されている

のは「気概」もしくは「気骨さ」と日本語では訳されるであろう “grit”という感情である。これは日本語

訳でも示している通り、卓越性に至る過程で直面する障害に屈服することなく乗り越えていけるよう

な強い精神のことを指す。こうした気概という感情は、日本でも市民権を獲得しつつある「レジリエン

ス（精神的弾力性）」という概念とも密接に関わっている。  

まずは当たり前のことを述べると、長きにわたって熟慮を伴った継続的な鍛錬をするためには、目

的意識や探究に伴う喜びだけではなく、こうした気骨さやレジリエンスが不可欠な要素となる。ただ

し、注意しなければならないのは、これら四つの要素——目的意識・探究に伴う喜び・気骨さ・レジリ

エンス——が極めて高い場合、確かに継続的な鍛錬に従事することを可能にしてくれるが、病的な

探究心や完璧主義的パーソナリティーを生み出しかねない危険性がある、ということである。言い換

えると、人間の心は動的なシステムであり、それらの要素がお互いを強化する形で相互に影響を与

え合い、社会生活に支障をきたすような負の特性を生み出しかねないということに注意が必要であ

る。  

実はこの点は、自分自身を観察対象とした時に湧き上がってきたものであり、人間の心の動的な特

性と気骨さの裏にあるダークサイドが生み出すこの注意事項について、イペレン教授にクラス内で

質問をしてみた。私のこの質問に対して、イペレン教授は面白い返答をしてきた。それは「完璧主

義者に陥らずとも、完璧主義を貫く道がある」というものである。最初にこの返答を聞いた時はあまり

ピンとこなかったが、それに続く教授の説明をもとに説明すると下記のようになるだろう。  
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上記で挙げた四つの要因は間違いなく熟慮を伴った継続的な鍛錬を遂行するために不可欠なも

のであり、これらの要因が相互に影響を与え合うことによって、卓越性の道を大きく切り広げていくこ

とになることは確かである。そして、私が指摘したように、私たちの心に存在するダークサイドの側面

が時に私たちを過剰な鍛錬に従事させ、「燃え尽き症候群」のような現象を招いてしまったり、ある

いは完璧主義的パーソナリティーを生み出すことがあるだろう。  

しかし、イペレン教授曰く、それらの問題は不健全な完璧主義からもたらされることが多い、というこ

とである。不健全な完璧主義は往々にして、評価基準を内側ではなく外側に設定することによって

もたらされる。例えば、他者との比較によって過剰な努力に励もうとしたり、他者との競争を意識する

あまりに、ミスをしない完璧な自己を歪んだ形で作ろうとしてしまうことなどである。一方、評価基準を

常に内側に持ち、成果思考というよりもプロセス思考を強く持って、探究の中で自分にしかわからな

いような喜びを見つけることによって醸成されるのが健全な完璧主義とのことである。  

要するに、先ほどのイペレン教授の言葉は「不健全な完璧主義者に陥らずとも、健全な完璧主義

者の道を進むことができる」ということを意味しているのだろう。しかしながら、自分の問題に引きつ

けて考えてみたときに、私は確かに探究の過程そのものと一体となり、探究過程で発見される喜び

のようなものが自分の根源にあることは理解できるが、その反対側で自己の探究を支えているのは

強固な劣等感だと思うのだ。  

そう考えると、私は健全・不健全な完璧主義者の折衷型なのかと一瞬思った。だが、これまでのとこ

ろ燃え尽き症候群のような現象に苛まれたことはなく、現在も人並みに社会生活を営むことができ

ている。この点を考慮した時、私の劣等感は他者との比較ではなく、常に自分の内側にある何かと

の比較によって生み出されていることに気づいた。  

イペレン教授の話を元にすると、これは内側の評価基準によって生み出されたものであるため、健

全な完璧主義者の特性に合致しそうだが、やはり時として、健全な完璧主義者でも人間精神の負

の側面が生み出す病を患うことがあるのではないかと思わされる。この点については継続的に考え

を深めていく必要がありそうだ。  
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391.卓越への道を閉ざすマインドセットと道を切り開くマインドセット 

「タレントディベロップメントと創造性の発達」というコースの第二回目のクラスが終わり、帰宅してい

る最中にまたしても不思議な感覚に包まれた。一見すると、フローニンゲンの街での私の日々は極

めて単調に映るかもしれない。しかし、そうした表面的な視点を一歩深めてみると、毎日の生活が

実に濃密な粒子で構成されていることに気づかされたのだ。  

時間の粒子にせよ、感覚質の粒子にせよ、日々を形作る全ての要素の密度が非常に濃いのだ。先

ほど感じていたのは、圧縮された高密度の粒子に対して私の感覚が麻痺しているような状態だっ

た。  

そうした感覚を抱えたまま自宅に戻り、今日のクラスを担当したイペレン教授であれば、最終試験に

どのような記述問題を出題するかを考えていた。おそらく「人々が各々の分野で卓越の境地に至る

ためには、各人のマインドセットが鍵を握る。二種類のマインドセットについて説明し、その特徴を

学習プロセスと関係付けて自由に記述せよ」というような設問になるのではないだろうか。自作した

この設問に対して、クラスの内容を元に回答してみたい。  

私たちが卓越の境地に至るためには、どのようなマインドセットを持っているかが重要になる。スタン

フォード大学教授のキャロル・ドゥエックは二つのマインドセットを提唱しており、一つは「固定的マイ

ンドセット」、もう一方は「成長志向型マインドセット」と呼ばれる。結論から述べると、前者のマインド

セットは卓越への道を閉ざすものであり、後者のマインドセットは卓越への道を切り開くものである。  

固定的マインドセットを持つ人の根幹には、「人間の知性は固定的である」という考え方があり、他

者との比較によって自分の能力を位置付けようとする特徴を持つ。一方、成長志向型マインドセット

を持つ人の根幹には、「人間の知性は可変的であり成長可能なものである」という考え方があり、自

己評価に基づいて自分の能力を伸ばしていこうとする特徴を持つ。  

両者のマインドセットを学習プロセスの中で捉えてみると、次のようなことが言えるだろう。例えば、

学習初期の目標設定の段階において、固定的マインドセットを持つ者は、通称「パフォーマンスゴー

ル」と呼ばれる、他者との比較によって生み出される目標を設定する特徴がある。この目標を達成し
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ようとする最中に、自分の能力の低さが露呈することや失敗を極度に恐れる傾向があり、目標遂行

の動機は往々にして外発的なものである。  

一方、成長志向型マインドセットを持つ者は、通称「マスタリーゴール」と呼ばれる、自己との比較に

よって生み出される目標を設定し、自分の能力の伸びを絶えず確認する特徴がある。成長志向型

マインドセットを持つ者は目標を遂行する過程で、内発的な動機を強く持ち、能力の改善のためで

あれば、現在の自分の能力の低さが露呈することや失敗を厭わない。  

二つのマインドセットは、目標設定の方法のみならず、目標達成へ向けたアプローチも異なる。例

えば、固定的マインドセットを持つ者は、目標達成の過程で失敗が予期された場合には、その失敗

に対する言い訳を作り出すために、意図的に自分のパフォーマンスを低下させる。これは心理的な

防衛反応の一種であり、「自己ハンディキャップ」と呼ばれる。  

学生時代に定期試験へ向けた準備の最中、試験とは関係のない書籍や漫画などを突然読み始め

る、というようなことを経験したことはないだろうか。この行動の裏にはもしかすると、試験の成績が悪

いことが想定されるため、試験とは関係のない書籍や漫画を読んで夜遅くまで起きており、それを

試験の結果の言い訳にするような意図が隠されている可能性がある。これは無意識的な防衛反応

なので、往々にして自分がそのような隠された意図を持って行動しているとは思いもしないものであ

る。  

もう一つ、固定的マインドセットを持つ者の防衛反応を挙げるとするならば、それは通称「フィードバッ

ク逃避」と呼ばれるものである。これは、他者に比べて低いパフォーマンスを自分が発揮した場合

や何かミスをした場合に、それに対してフィードバックを受けることを極度に避けようとする防衛反応

である。  

一方、成長志向型マインドセットを持つ者は、学習志向型の戦略を採用する。例えば、自分の能力

を少しでも向上させるように準備に励んだり、自分の能力の現在地を確認するために積極的に他

者や客観的なアセスメントからフィードバック情報を得ようとする。  

さらに、二つのマインドセットは目標管理の方法にも影響を及ぼす。固定的マインドセットを持つ者

は、鍛錬の過程の中で進歩の速度が遅い場合には、否定的な感情をすぐに抱きがちである。これ
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は往々にして、固定的マインドセットを持つ者の目標が他者との比較によって生み出されたもので

あり、その目標と現時点での距離を過剰に意識するためだと考えられる。ここから、固定的マインド

セットを持つ者は、学習過程の中で直面する難題や障害に対するレジリエンスが低い特徴を持つ。  

一方、成長志向型マインドセットを持つ者は、自分の能力のさらなる向上に焦点を当てるため、鍛

錬の過程の中で進歩が見られなかったり、進歩の速度が遅かったとしても、そこに小さな進歩を絶

えず発見することができ、そうした状況に対して否定的な感情を持つことがあまり無い。その結果と

して、固定的マインドセットを持つ者と比べると、成長志向型マインドセットを持つ者は学習におけ

る難題や障害に対するレジリエンスが高い特徴を持つ。  

最後に、無事に目標達成の段階に至った場合にも、二つのマインドセットは異なる態度を示す。固

定的マインドセットを持つ者は、もちろん目標達成後も、他者と比較する形でまた別の目標設定を

することは多分にあるだろう。しかしながら、自分の能力の向上よりも他者との比較に焦点が強く当

てられているため、一つの大きな目標を達成した瞬間に、そこで鍛錬を辞めてしまうことが起こり得

るのだ。  

一方、成長志向型マインドセットを持つ者は、常に自己の能力の向上に焦点が当てられており、自

己向上の道に終わりはないということも認識できているため、一つの大きな目標を達成した場合で

も、そこから自己精進を継続させる新たな目標を自分の内側の基準に基づいて設定することができ

るのだ。  

結論をもう一度まとめると、私たちが卓越の境地に至る際には、どのようなマインドセットを保持して

いるかが重要になり、そこには二つの異なるマインドセットがあるのだ。確かに、固定的マインドセッ

トを持つ者でも卓越性を獲得することは可能かもしれないが、二つのマインドセットの特徴を比較し

てみると、概して成長志向型マインドセットの方がより卓越への道を切り開いていくことに有益である

と思われる。  

覚えている範囲で考えをまとめると以上のような回答になると思う。上記はある意味、教科書的なま

とめであるため、ここから自分の経験に引きつけるなりしてより考えを深めていく必要があるだろう。  
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課題図書で挙げられていた産業組織心理学の論文を読みながら、個人のみならず組織にも固有

の集合的なマインドセットがあるという考えに至り、二つのマインドセットは企業組織のタレントマネ

ジメントの方針や戦略にも大きな影響を与えていることに考えが及んだ。この辺りの論点について

は、また別の機会に取り上げてみたいと思う。  

392.進歩の実感 

前回のオランダ語のクラスで自分の不甲斐なさを痛感したため、火曜日から金曜日にかけて工夫

を凝らしながらオランダ語の学習を進めていった。その成果を試す気持ちで、本日の第六回目のク

ラスに臨んだ。第五回目までに習った単語や表現を自分で使えるレベルにまで訓練を重ねていた

ため、語学センターへ向かうまでの今朝の足取りは大変軽かった。軽快な足取りに合わせて、ブツ

ブツとオランダ語で独り言をつぶやきながら教室のある建物へ向かっていった。  

人間の知性や能力は、これまで紹介してきたように、自分の感情状態や身体状態、そして置かれて

いる文脈や与えられるタスクによって大きく変動する。もちろん、タスクや文脈に私たちが積極的に

関与し、それを固定化させたり変化させたりすることは可能なのだが、最もマネジメントしやすいの

は自分の感情状態や身体状態だろう——これも難しい場合があるが。  

昨夜もいつもと同様に十分な睡眠をとり、本日の身体状態は極めて良好であった。そして、学習に

最適な感情状態を生み出すために、教室に入るや否や、いつも以上に活気に溢れた挨拶をクラス

メートに対して行った。  

言葉には常に生命力や魂が宿っていると私は考えており、そういえばこの前のクラスでは、第一声

に生気が宿っていなかったと反省をしていたのだ。教室空間に飲み込まれるのではなく、教室空間

そのものを自分の学習に最適な状態にするかのように、まずは自分の感情状態を整えたのだっ

た。  

これが功を奏して、今日のクラスは終始、肯定的な気持ちのまま学習を進めていくことができた。先

日のクラスを含め、これまでのクラスを全て振り返ってみたときに、自分の感情状態やオランダ語の

能力が動的に変動しており、改めてこれは面白い現象だと思った。  
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もちろん、オランダ語の能力の成長プロセスを可視化するために、定性的・定量的なデータを厳密

に収集しているわけではないのだが、常にクラスの前後で内省を行うことによって、大雑把な観察

データを集めているようなイメージである。  

そのようにして収集されたデータをもとに、自分を実験台として、あれこれ発達支援の戦略を練った

り、考案したささやかな発達支援手法を自らに適用している毎日である。ここのところ、もはや私は

発達科学を学んでいるというよりも、発達科学を通じて生きているような気がするほどである。発達

科学を学ぶために生きており、生きるために発達科学を学んでいる、というような感じだろうか。  

それにしても、新しいことを学ぶ喜びや何かが少しずつできるようになる喜びというのは、幾つになっ

ても変わらないものだとつくづく思わされる。これまでの私は、すべての感情は私たちの成熟に合

わせて質的変化を遂げると思っていたが、感情に意味づけをする当人に質的変化が起こるのであっ

て、感情の性質は不変的なのではないか、というように少し考えを改めている。  

以前どこかの記事で紹介したように、幼少期と今を比べて、学ぶ喜びや進歩を実感する喜びの色

や味が異なっているかのように解釈や意味づけができたとしても、それらの喜びの本質にあるもの

は同一のような気がしているのだ。  

喜びとして湧き上がってくる「それ」に対してより深みのある意味を付与できたとしても、「それ」その

ものの本質は変わらないと思うのだ。現在、私が試みているのは、湧き上がってくる感情と深く付き

合うためにも、出来る限りの意味をその感情に付与し、それと同時に、その感情の本質そのものを

絶えず捉えようとすることである。  

393.オランダ語のクラスより 

今日のオランダ語のクラスでも幾つか面白い発見があった。クラスの参加者の大半は自分よりも年

齢的に若いのだが、大の大人たちが本日のクラスの最初に、レストランでの注文の仕方をたどたど

しくオランダ語で表現する様は微笑ましいものがあった。  
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最初のエクササイズは、隣の人とペアを作り、一人がレストランの店員役を務め、もう一人が客の役

を務めるというものだった。私はこのエクササイズをイタリア人のファブリツィオと共に行った。改めて

振り返ってみると、教師のリセットは実に工夫を凝らしながらクラス運営をしているように思えてきた。  

というのも、毎回のクラスの中で多様なエクササイズを学習者に提供し、私たちが飽きないような配

慮と工夫がなされているのである。学習を進める上で私たちの感情はとても重要な役割を果たすた

め、「飽きる（退屈さ）」という学習の大敵となる感情を引き起こさないことは教師に求められる一つの

大切な役割だろう。  

とりわけ外国語学習においては、単純に単語や文法の解説をするのではなく、多様なエクササイズ

を織り交ぜながら、実際に言語を活用するという実践経験をクラスの中で積ませていくことが教師の

役目となるのだ、と思わされた。リセットの配慮と工夫を見ていると、これは他の成人学習領域にも

等しく当てはまることであるし、私自身も学習コンテンツを成人に提供することを行っているので、リ

セットのクラスの進め方から大いに学ばせてもらっている。  

レストランを想定したシミレーションが終わったところで、一人の生徒からオランダのチップ事情に関

する質問が出た。私は今のところまだ一度もオランダのレストランで食事をしたことがなく、外食を控

えているが、リセット曰く、オランダにもチップの慣習があるようだ。ただし、それほど強制力を持った

慣習ではないらしく、またチップの金額も米国よりも割安の10%未満ということである。  

本日のクラスのテーマは主に、冠詞と強調構文であった。オランダ語の冠詞も当然のごとく、英語の

ように定冠詞（the）、不定冠詞（a/an）、無冠詞が存在する。特に興味深いのは、オランダ語には二

種類の定冠詞が存在するということである。  

英語の定冠詞は “the”しかないが、オランダ語には “de”と “het”の二種類がある。名詞に応じてde

を用いるのかhetを用いるのかが決まってくる。実はどちらの定冠詞を用いるのかに関して明確な法

則性はなく、どの名詞にどの定冠詞が付くのかは慣れるしかないのだそうだ。そのため、名詞を覚

える際には、定冠詞と合わせて語彙を学んでいく必要があるのだ。  

それほど有益な情報ではないが、 “de”と “het”が付く名詞の数の割合は、2:1とのことである。迷っ

た時には、 “de”の方に賭けてみるのが賢明なのかもしれない。明確な規則は確かに存在しないの
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だが、いくつか規則に準ずるものは存在している。例えば、 “de”は “dochter（娘）”や “vader（父

親）”などの人称名詞に付けられることが多いということや、複数形の名詞には必ず “de”を付けると

いうことや、名詞の最後が “-je”で終わるものには “het”を付けるということなどが挙げられる。これ

らのような規則に準ずるものが少しばかり存在するが、リセットが指摘していたように、名詞と定冠詞

を常にセットで覚えていくことを繰り返し、体感的に語感覚を磨いていくことが重要になるだろう。  

本日学習したもう一つの項目は強調構文である。オランダ語の強調構文は面白いルールがあり、

強調したいものであれば何でも文の一番最初に置くことができ、それを行った瞬間に、次に続く形

は必ず「動詞＋主語」の順番にしなければならない、というものである。例えば、 “De tekst begint 

op bladzijde 2 (The tesk begins on page 2).”という文章において、 “op bladzijde 2”を強調した場

合には、 “Op bladzijde 2 begint de tekst”となる。  

最初は感覚的に違和感があったたが、文書を作ったり、発音を繰り返しているうちに徐々にこの強

調構文にも慣れてきた。近々、これまでの単元の復習テストがあるので、週末に過去習ってきた単

元を総復習しておきたい。  

394. 「変化」に関与する全ての職業人に求められる自覚 

仕事の手をはたと止め、窓越しに夕暮れの空を眺めた。太陽が暮れゆく方角に一筋の飛行機雲を

見つけた。その飛行機雲の先頭は白く、飛行機の進む度合いに合わせて白味が増していく。一方、

その飛行機雲の後尾は飛行機の進行に応じてますます白味が失われていく。  

しかし、白味が失われていく後尾は、沈みゆく太陽に照らされて黄金色に輝いていた。先頭を走る

ことによって光の恩恵を常に得られるわけではなく、後ろを走ることによってしか得られぬ光があるら

しい。黄金色に輝いていた飛行機雲の後尾は、ゆっくりと確実に私の視界から姿を消していった。

無常にも跡形もなく消え去った飛行機雲について思いを巡らせると、そこには様々な示唆や啓示

が隠されているように思った。  

今日は夕方から、ヘンデリアン・スティーンビークとポール・ヴァン・ギアートの共著論文 “A 

complexity approach toward mind-brain-education (MBE); challenges and opportunities in 
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educational intervention and research (2015)”を読んでいた。スティーンビークもヴァン・ギアートも

共に、フローニンゲン大学における発達科学研究に多大な功績を残している研究者である。  

この論文では特に教育の領域を取り上げ、ダイナミックシステム理論の観点から、学習支援者であ

る教師に対して実践的な洞察を提供している。さらに、これまでの実証研究をもとにして、発達プロ

セスの中に見られる五つの法則性を紹介していることも注目に値するだろう。  

二人の著者からの助言として、「学習支援に携わる教師は発達プロセスの研究者としての自覚を持

たなければならない」ということが述べられており、これはごもっともな指摘だと思った。ダイナミック

システム理論を活用した研究が明らかにしているように、個人の学習プロセスは多様であるばかり

か、個人の能力そのものも激しい変動を伴って日々変化するという性質を持っている。  

学習にはこうした性質が不可避に伴うため、学習の結果のみに着目することは、多様な学習プロセ

スと学習者が持つ変動性を蔑ろにしてしまうことにつながる。そうした事態に陥らないためにも、学

習のプロセスを絶えず観察し、動的なプロセスの進捗に合わせて適切な学習支援を行っていくこと

が支援者に求められることだと思うのだ。  

変化の結果だけではなく、変化のプロセスをつぶさに観察する重要性は、何も学習を支援する教

師だけにとどまらない。発達プロセスの研究者としての自覚は、「変化」という現象に関わる全ての

職業人に求められるものだと思っている。個人や組織の発達の鍵を握るのは、まさに「変動性」とい

う現象であり、これを無視していては適切な関与は成就しない。発達支援につながる適切な関与を

していくためには、動的に変動する現象に絶えず寄り添う必要がある。  

ジェーン・ロヴィンジャーやスザンヌ・クックグロイター、そしてロバート・キーガンなどの構造的発達

心理学者が指摘するように、認識能力が高度に発達した者は、このリアリティで生起する諸々の現

象をプロセスとして捉え始めるという特徴を持つ。  

こうした認識が重要な真理を内包し、このリアリティで生起する現象が単純に始点と終点で割り切れ

ない「プロセス」としての性質を帯びているのであれば、私たちはより一層、現象のプロセスを掴むこ

とに尽力するべきであろう。プロセスの中に潜む動的な変動性と真に寄り添いながら関与し続ける

ことによって、初めて発達支援と呼ばれる関わり方が成立するのだと思う。  
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395. 問いと答えの不思議な関係 

今朝起床して少し時間が経ってから、少しばかり思考の動きが鈍いことに気付いた。今日は土曜日

であるから、一週間分の疲労が見えないところで蓄積していたのかもしれない。あるいは、フローニ

ンゲンに到着してから何もしないでゆったりと過ごすことを一度もしてこなかったため、少しばかり休

息を自分に与えた方がいいというシグナルなのかもしれない。  

とはいえ、今の私にとって最良の休息は、その時の気分に合致した専門書か論文を読むこと、また

は文章を書くことだと思うので、結局何もしないということにはなかなかなりえない。それでもそうした

最良の休息を脇に置き、今日の午後はゆっくりと映画鑑賞でもしようと思う。  

動きの鈍い思考を引きずりながら、今朝は知人の方が送ってくれた文章を読んでいた。その文章を

読むと私が以前考えていたことと類似する指摘がなされていた。それは「問いと答えは一体である」

という考え方である。  

送っていただいた文章は三つの問いを出発点として、禅の思想が体現された「十牛図」を非常にユ

ニークな視点で読み解いている。知人の方の洞察溢れる解釈そのものにも大きな価値があると思っ

たが、分析内容以上に驚かされたのは、知人の方の思考プロセスであった。ご自身で立てられた

三つの問いを出発点として、思考がどんどん展開していく様子が見て取れたのだ。  

問いを立てることによって暫定的な答えが生み出され、その暫定的な答えが一段と深い答えを導

いていく様には考えさせられることが多々あった。私たち人間が思考を用いて知ることのできる範囲

と限界を探究する「認識論（epstemology）」という哲学領域を私は少しずつ開拓しており、問いという

存在は私たちの認識範囲と深さを拡張させるような働きを内在的に持ち合わせている、と改めて思っ

た。  

認識論はその他にも、私たちの認識や知識の起源を探っていくものであるが、認識や知識を拡張・

深化させる問いの起源にも関心を持った。「私たちの問いはどこから生まれるのか？」という問いは

実に難解なものであり、この問いに対して自分なりの回答を持つことができた時、人間の認識世界

を開拓する方法が見えてくるような気がしている。  
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問いの起源に関して、今の私は自分で納得のいく回答を提出することができていない。しかし、問

いというのは日々私たちの生活の中であらゆる瞬間に生まれており、それらの問いを見過ごしてい

ることにまた別の問題があるように思うのだ。問いというのは答えと一体であるという性質に加えて、

「機会（チャンス）」と同様に私たちの手からこぼれやすいという性質を持っているように思う。  

つまり、問いは生まれた瞬間に捕まえておかなければ、いとも簡単に私たちの認識世界から逃げ出

そうとするのである。もう少し正確に言い直すと、私たちは問いを適切に捕まえることによって初めて、

答えが得られる可能性が生まれ、問いを捕まえることをしなければ、問いは雲散霧消し、私たちの

認識世界は現状から拡張することも深化することもないのではないか、ということである。  

ひょっとすると、問いというのは次々と生まれたがるというよりも、適切に捕まえられることを望んでい

るのかもしれないと思わされる。往々にして私たちは、問いが持つそうした想いとは裏腹に、問いを

真剣に捕まえようとすることは少ないだろう。  

そういえば、私は書籍や論文を読む中で生まれてきた問いを必ず余白に書き込むようにしており、

日々の生活の何気ないところで問いが生まれたらノートに書き留めるようにしている。もしかしたら、

これは問いを尊重し、問いと真剣に向き合おうとする自分の意志が現れているのかもしれないと思

わされた。  

396. 自己探求と社会実践について 

今日から少しずつ、発達科学の歴史と複雑性科学の歴史を結びつけるような作業に取り掛かって

いる。より具体的には、作業範囲を少し狭めて、構造的発達心理学の文脈の中にシステム理論の

進展過程を捉えるということを行っている。この作業を開始しようと思った直接的な理由は、もちろん

ながら現在の自分の探究活動を過去の科学的営為の中に正確に位置付けたいと思ったからであ

る。  

また、こうした自分の専門領域に関する歴史を探究していくことによって、自分の専門性をさらに開

拓していくための視点や洞察が得られたりするのである。どんな専門領域にも固有の歴史が存在し

ており、その歴史を探究してくことに終わりはないのだが、私はとにかく自分の専門領域に関する歴

史をゆっくりでいいので探究していきたいと思う。  
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この探究作業を進めるために、構造的発達心理学の歴史的変遷を掴むべくジェームズ・マーク・ボー

ルドウィンの全集とジャン・ピアジェの全集を読み、システム理論の歴史的変遷を辿るべく一般シス

テム理論や社会システム理論の古典を再度紐解くことを開始した。この試みがどのような形で結実

するのか、そしてそれがいつ頃一つのまとまりとして自分の中で体系的な知識となるのかは定かで

はないが、自分が望む作業であるがゆえに、それに従って作業を進めていくまでである。  

構造的発達心理学の文脈の中にシステム理論の進展過程を捉えるという試みの全体感を把握し

たところで、知人の方に送っていただいた文章の続きを読み始めることにした。「十牛図」の配置を

独自に変えていく中で、「自己探求の道と社会実践の道は一体のものである」という指摘がなされて

おり、自分に当てはめて考えた時に色々と思うことがあった。  

自己探求のみを進めるのでもなく、表面的な社会実践を行うのでもなく、両者を共に十分な幅と深

度を持って遂行していく必要がある、と自分に言い聞かせるような日々がこのところ続いていた。自

己探求を欠いた社会実践はどこか浅薄さの匂いが漂っており、単なる偽善活動のように私には思

える。一方、社会実践を欠いた自己探求は単なる自己閉塞であり、自己を肥大させることしかもたら

さないと思っている。そうしたことからも、私たちに求められているのは継続的な自己探求と社会実

践の両輪だと思うのだ。  

自己探求には、自分自身を知るという意味に加え、私たちを取り巻く世界に対する理解を深めると

いう意味も含まれていると思う。私たちという存在は、自己を取り巻く世界に組み込まれ、それとの

相互作用の中で生きているのだ。思考や感情など、私たちの内側で湧き上がる諸々の現象は、取

り巻く文化や社会と切り離すことはできず、それらと密接に関係しているのである。  

そのため、自己探求を深めていく過程のどこかで必ず、自己が立脚する文化や社会に探求の目を

向ける瞬間がやってくると思うのだ。その瞬間を見逃さず、自己を通じて取り巻く文化や社会を探求

していくことによって、真の社会実践に耐えうる素養が徐々に獲得されていくのだと思う。  

多くの哲学者が指摘するように、本来、私たちの知は実践と不可分なのである。実践の質を深める

ためには、知の質を深めていく必要があるだろう。逆に、知の性質を深めていくためには、実践の
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質を深めていく必要もあるだろう。いずれにせよ、自己探求と社会実践のどちらも蔑ろにすることな

く、両方の実践に関与し続けていくことが今の自分には強く求められているのだと思った。  

397. 文章と内面の成熟 

午前中にまとわりついていた思考の倦怠感が消え、午後からはいつもどおりの思考状態に戻った。

その回復過程を振り返ってみると、いつも取り入れないような休息を下手に挟み込むのではなく、

いつもどおりの探究活動を緩かに進めることによって思考を整えていった、というプロセスを発見し

た。  

やはり自分の中では探究活動そのものが自己の生命力を高める実践となっており、倦怠感を抱い

た時に探究活動を休止するのではなく、探究活動を継続させていくことによって再びいつもどおり

の状態に整えていく、ということが大事なのだろう。確かに今朝感じていた倦怠感は探究活動を通

じてもたらされたものだと思うのだが、探究活動そのものからもたらされたというよりも、探究活動の

最中に入り込んだ不純物のようなものが一連の塊となることによってもたらされたのだと思う。そのた

め、そうした一連の塊を溶解させるには、探究活動を緩やかに継続させることによって自らの生命

力を高めていくという方策が有効なのだと思った。  

思考のしこりが溶けていくことに従って、これまでには気づかなかったような認識が自分の中に立ち

上がってきた。私は定期的に自分が過去に書いた文章を読み返し、それに修正・追記するような作

業をしている。その作業を通じて気づいたのは、この瞬間の自分には思いもよらない仕方で文章を

綴っている自分が過去にいた、ということである。  

非常に独特な問いかけを発し、その問いをもとに文章が展開されていることをしばしば目撃する。

一風変わった色や匂いを放つ問いに対して、その答えも独特なものである場合も多い。このように

独特な問いや答えが自己の中から生み出されていく、という事実に少なからず驚かされたのだ。  

しかしそれ以上に驚いたのは、個性的な問いから答えに至る過程である。要するに、問いから答え

へ至る収斂の道筋も独特である場合があることも見て取ったのである。なぜその出発点から文章が

始まり、なぜその道を進んで文章が一つの終着地点に収斂していったのか、というプロセスの中に

自分の思考を映し出す文章が持つ不思議な力を見つけたのである。  
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これはある文章を書き始めた瞬間にはまだ見えていないのだが、後からその文章を読み返してみ

ると、始点から終点までの進み方はそれでなければならない、というような必然性を見出すことがで

きる。こうした必然性の中に私は、文章の書き手が持つ独自の存在性を見出している。独自の個性

を持つその書き手にとって、「始点から終わりへ収斂していくプロセスはそれでなければならない」と

いうような確信めいたものがある気がしている。  

自分の文章を読み返していてもう一つ気づいたのは、自分の独自性を抑えるような文章の場合、始

点から終点へ向かうまでの凝縮力が弱いのだ。一応、文章の形として書き終えたものであるから、

自分なりに必然性に沿って書いているつもりでも、これまで書いてきた文章を眺めてみると、必然性

の度合いがバラバラなのである。  

この必然性の度合いは非常に微妙なものなのだが、自分に誠実になって読み返してみると、その

違いは一目瞭然である。簡単に言ってしまうと、自分の個性を抑圧するような言葉の選択や、本性

から逸脱しようとするような言葉を紡ぎだそうとすると、始点から終点へと文章を運んでいく凝縮力が

弱体化するのである。そうした状況で文章を運んで行こうとすると、「始点から終わりへ収斂していく

プロセスはそれでなければならない」という確からしさが失われ、幽霊のような文章が生み出される

ことになってしまうのである。  

最後にもう一点、自分が毎日一定量の文章を書くことを日課にしてから気づいたのは、「文章として

書くに値するような出来事に遭遇したから文章を書く」というのでは全く話にならないということであっ

た。つまり、文章のテーマとなるものが外側からもたらされたから文章を書く、という態度は怠惰さの

表れに他ならないと自分に言い聞かせている。  

なぜなら私の中で文章を毎日書くことの目的は、「人間は一生涯にわたって変化し続ける」というテー

ゼが本当に自分に当てはまっているのかを確証し続けることにあるからである。要するに、内面世

界の成熟が日々私たちの見えないところで常に進行しているのであれば、私たちが自分と向き合

い内側に目を凝らせば、必ず何かしらの変化を見て取ることができると思うのだ。  

私はそうした変化を文章の題材にしているため、必然的に毎日何かしらの文章を書くことにつながっ

ているのだ。文章を書くという目的と題材選びに関して上記のようなものを設定しているがゆえに、
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仮に自分の内面が日々成熟を遂げ、変化を生み出し続けているのであれば、そうした変化に立脚

した文章が書けない日は出てこないのだと思う。  

逆に自分の内面の成熟が終わりを遂げ、「人間は一生涯にわたって変化し続ける」というテーゼが

自分にとって「偽」であることが判明した時、何も文章を書かなくなるのかもしれないと思わされた。  

398. 終点からの展開 

週末の今日という日を終えようとしている今、私は朝からこの瞬間に向かって生きていたわけではな

いことを直感的に知った。この瞬間がすでに今朝に存在しており、この瞬間が後ろに引き伸ばされ

ていく形で今日という私の一日があったことを知る。  

それはまるで、物語のエンディングが設定されている状態からその物語が進行していく姿に似てい

る。もちろん、物語の中にいる私はそのエンディングを最初に知ることはできないし、物語の始まり

方も進み方も無数の種類があるため、展開を予知しながら進むことなどできはしない。ただし、ある

定められたエンディングからこの物語が展開しているのではないか、というような感覚に包まれてい

たのだ。  

そのような感覚に包まれていると、文章を書くことの中に、人間の発達プロセスの小さな模型を見出

すことはできないだろうか、という問いが発せられた。文章を書き上げるためには、当然ながら始点

が必要となる。そして、始点から文章が展開されていき、最後は必ず何かしらの終着地点へたどり

着く。  

始点と終点とそれらをつなぐ一連の流れは、全てどんな文章にも見られる要素だろう。ふと文章の

終点に絞ってその特徴を眺めてみたときに、あることに気づいたのだ。それは、文章の発展過程が

人間の発達過程と瓜二つなのではないか、ということである。確かに、文章はある始点を出発地点

として展開していく。  

しかし、それとは逆に、終点から文章が展開していくと見て取ることはできないだろうか。要するに、

文章は始点から終点に向かって進んでいくのではなく、終点を起点にして進展していくという見方

である。もしかすると文章には始点というものは存在せず、終点が最初の地点に置かれ、それが徐々
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に自己顕現を繰り返す過程で進展していき、結果として終点の位置に落ち着く、というイメージであ

る。  

視覚的には、始点から徐々に前進していくというよりも、終点から徐々に後退していくという姿が目

に浮かぶ。そう考えると、これはある一つの決められた終点があり、それは始点としていかなる地点

にも置かれることが可能であり、終点の移動プロセスは多彩なものになる、という見方ができる。  

この見方はまさに、ダイナミックシステム理論で見られる「等結果性（equifinality）」そのものに他なら

ないのではないだろうか。等結果性に関しては以前にも紹介したが、簡単に述べるとそれは、動的

なシステムにおいて、いかなる初期値を設定したとしても、そしていかなる多様なプロセスを経たと

しても、最終的には同一の状態に落ち着くことが起こりうる、ということを表す概念である。  

私たちの自己の発達を考えてみたとき、自己実現や自己超越というのはまさに、終点からの展開過

程の一つの帰結として見て取ることができるのではないだろうか。発達というのはやはりやって来る

ものであり、自己実現や自己超越というのは、向かうべき対象ではないという感覚の理論的根拠が

掴めたような気がしている。  

発達という現象が仮に始点からの展開過程であるならば、自己実現や自己超越は向かうべき対象

になる。また、さらなる発達というものも常に獲得されるべき対象となる。しかしながら、私たち誰もが

経験しているように、これほどまでに自己実現や自己超越を成し遂げることが難しく、ましてや発達

は望んだ時間に望んだ形でもたらされないことを考えると、やはり私たちは自己実現や自己超越の

方向に向かっているのではない気がするのである。  

非常に奇妙な見方かもしれないが、私たちには自己実現や自己超越を終点として与えられ、その

終点が始点となり、後ろに下がっていくことに付き添う形で私たちは発達していく、というような描写

になるだろう。始点から終点に向かって動いていくのと、終点を始点という起点に据えてそこから後

退していく様は、見かけ上の動きはほぼ同一であるため、私はこれまでその動きの本質的な違いを

見逃していたようであった。  

ここからしばらくの間、発達の進展過程は終点を起点としている、という考え方を採用して日々の現

象を観察し、その妥当性を検証したいと思う。  
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399. 微風と仕事 

昨日と打って変わり、今日は朝からとても調子がいい。起床した瞬間に、今日は活動的な充実した

一日になることが容易に予想された。このような気持ちで窓越しから景色を眺めてみると、木々を揺

らす静かな風でさえ活動的なエネルギーを内に秘めていることがたやすく想像されるから不思議で

ある。  

私たちの感情状態に応じて、世界の見え方が一変することをつくづく思わされた。いずれにせよ、

日曜日の朝をこのような気持ちで迎えることができるのは実に幸せである。この幸福感を持ったまま、

朝から論文用のデータの整理を少しずつ進めていこうと思う。論文に使用する元のデータが日本

語であるため、それを英語に翻訳する作業が必要であり、今日から毎朝少しずつ翻訳作業を進め

ていくことにした。  

これまでも実験的にこの翻訳作業に取り掛かっていたのだが、一日にまとめて取り組もうとすると、

意外と作業効率が悪いことがわかった。というのも、もともと手元にあるデータは一日で翻訳が終わ

るような代物ではなく、仮に一日をかけて集中的に行ったとしても一週間ぐらいの時間がかかってし

まうのだ。  

一日に翻訳作業を大量に行うことができたとしても、次の日にまた同じ作業量をこなしていくことは

私にとって実に難しいのだ。一日に固めて特定の作業をすると、次の日以降その作業に取り掛かる

エネルギーが減退してしまうのである。結果として、エネルギーが回復するまでには数日——下手を

すると一週間——を要するため、毎日継続的に少しずつ作業を進めていく方が効率的に仕事をこな

すことができると考えている。そのため、今日から毎朝少しずつデータの翻訳作業に取り掛かること

にしたのだ。  

こうした作業をそろそろ始めようと思ったきっかけは、明日の午前中に行われる論文アドバイザーの

サスキア・クネン教授とのミーティングである。論文指導に関しては今回が初めてのミーティングとな

り、いよいよ本格的に論文執筆に着手し始める時が来たと思ったのだ。また、明日のミーティングに

向けても自分なりに幾つかの準備をしておきたいと思う。  
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一つは、以前プログラム長のルートとのミーティングで用いた論文の概略について説明したパワー

ポイント資料を修正することである。ルートとのミーティング以降、幾つかの新しいアイデアが生まれ

てきたし、研究方法に関して自分なりにより明瞭になった箇所があるので、その辺りの修正を反映し

ておきたいと思う。  

また、クネン教授の主著 “A dynamic systems approach to adolescent development”でも強調され

ているように、ダイナミックシステムアプローチを活用した研究の出発点は、数式モデルでもデータ

でもなく、まずは理論モデルなのだ。要するに、発達現象に関して自分が解明したいことは何なの

かを明確にし、着目する変数間の関係をまずは概念的なモデルとして表現することが第一のステッ

プなのである。  

今日の午後は、理論モデルの作成に時間を充てたいと思う。複雑なモデルを構築しようとするので

はなく、まずはごく少数の変数を取り出し、それらの変数がどのような関係になっているのかを考え

ていくつもりである。  

窓の外に見える木々を揺らす微風は、自分のリズムで木々に風をもたらしている。その結果、私の

目にはこうした微風が「美風」と化しているように見えるのだ。目の前を横切ってく微風のように、私

も焦らず着実に自分の仕事を進めていきたいと思う。  

400. 現代社会における「ストレスマネジメント」や「レジリエンス」について 

今日の空を象徴するかのように晴れ渡った気分のまま、近所のノーダープラントソン公園へランニ

ングに行った。早朝から取り掛かっていた研究データの翻訳作業がひと段落し、今日の天気も後押

ししたこともあって、体を動かそうと思った。  

ちょうど来週は、平日のすべての曜日にクラスも含めて外出しなければならない予定が入っている

ため、日曜日の今日にトレーニングをしておきたいという思いもあった。ノーダープラントソン公園へ

到着すると、気付かない間に木々が少しずつ紅葉し始めていた。公園を取り囲む道路沿いの木々

はすでに紅葉を通り越して、葉っぱが地面に落ちてしまっていたのである。  
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フローニンゲンの街に来たのは夏の季節であったから、このように紅葉が始まるのを目撃すると、時

の確かな流れを感じざるをえない。休日のノーダープラントソン公園は、運動をする人たちや家族

連れの人たち、それから犬の散歩に来た人たちが集う場となっているが、それにしても程よい人口

密度である。  

私たちは過剰に人が集まる場所ではストレスを覚えるが、この公園に集う人たちの人口密度は決し

てストレスを感じさせるものではない。ノーダープラントソン公園には清楚なカフェがあり、今日も何

組かの家族やカップルが静かなこのカフェで休日のひと時を過ごしている。そうした光景を見るだ

けでも、心の脈拍が落ち着いていくのがわかった。同時に、現代社会でしきりに耳にする「ストレス

マネジメント」や「レジリエンス」について考えさせられながら走っていたのである。  

確かに、私たちの身体や精神を健全に保つためには適度なストレスが要求される。適度なストレス

はある意味、私たちの身体や精神という動的なシステムが健全に機能するための変動性を付与す

る役割があるかのように思う。そして、適度なストレスというのは私たちが特に意識することなく、身体

や精神を健全に保つために無意識的に内側に取り込まれ、かつ無意識的に処理されていくものだ

ろう。適度なストレスは本来的にそうした特性を持つはずである。  

そう考えると、そもそも「ストレスをマネジメントする」という発想はどこかおかしいのではないだろうか？

おそらく私たちは、マネジメントせねばならぬほど過度なストレスにさらされているのではないだろう

か？現代社会を生きる中で様々な種類のストレスが過剰に発生し始めたことを背景として、「ストレ

スマネジメント」なる概念が創出されたのではないかと思う。これは「レジリエンス」という科学的概念

にも同様に当てはまる。  

私たちに求められるのは、そもそもストレスマネジメントやレジリエンスという概念が生み出されてき

た今の社会状況そのものを見なければならないのではないだろうか。ストレスをマネジメントすること

に躍起になったり、レジリエンスを高めようと奮起する前に、そもそもなぜそうした過剰なストレスが生

まれているのかという根源を探ることや、精神的な弾力性を発揮しなければならないような過酷な社

会状況にまず目を向けることが重要になってくるのではないだろうか。現代のこうした社会状況に目

を向けることがなければ、私たちは人生という貴重な時間をストレスマネジメントやレジリエンスを高

めることに費やすことになってしまろうだろう。  
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思うに、「ストレスマネジメント」や「レジリエンス」という概念は人々に何らの救済も与えていないので

はないか。そしてそれらの概念は、一部の科学者と一部のビジネスパーソンの共謀によって生み出

されたのではないかと思われるぐらい、人々をそれらの概念に引きつけ、ストレスマネジメントやレジ

リエンスを高める運動に人々を巻き込んでいるかのように思える。  

もちろん、それらの概念は現代社会において必要に迫られて創出されたものなのだろうが、人々が

それらの概念が生み出された社会状況から目を背けさせるかのような力を獲得してしまったことに

問題があるように思うのだ。科学的な概念は、時に社会の問題を解決することに力を発揮するので

はなく、社会の問題の根本から私たちの目を背けさせる力を発揮しうることを忘れてはならないだろ

う。  
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