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321. 欧州小旅行記：パリへ向かう車窓の景色から教えられたこと 

今日はいよいよスイスを出発し、パリに向かう日だ。昨日は九時過ぎに就寝し、早朝目覚めた時に

パリに向けての体調も万全であると確認することができた。少し早めの朝食をニューシャテルのホテ

ルで済ませ、パリ行きの列車がやって来る駅に向けて出発した。  

ニューシャテル湖のすぐそばにあるこのホテルから駅までは歩いて10分ほどで到着するが、駅まで

の道のりは傾斜の厳しい坂道である。ニューシャテルという風光明媚な街を離れるのが惜しかった

のか、坂道の途中で何度も後ろを振り返り、ニューシャテル湖とアルプス山脈を眺めている自分が

いた。  

もうしばらくは、あるいは二度と訪れることはないかもしれないニューシャテルという街を離れる時、

なんとも言えない物寂しさを感じたのだ。二日前はあれほど私の心を躍らせてくれたこの街は、二

日後にはこれほどまでに私の心を詫びしい気持ちで満たしたことに対して、そしてこうした佗しい気

持ちから次へ進むための新たな感情を生み出しつつあることに対して、これが「旅情」というものな

のかもしれないと思った。  

ニューシャテルからパリまで直通の列車に乗り、定刻通りに出発した。列車が発車してすぐに、車窓

からニューシャテルの街のシンボルの一つである壮麗な古城が見えた時、この古城に別れの言葉

を伝えた。ニューシャテルという街に直接別れの言葉を述べるのを避けるために、間接的にこの古

城に別れの言葉を伝えたようにも思える。  

古城の姿が見えなくなり、そしてニューシャテルの街も見えなくなった。まだ目に映っているのは

ニューシャテル湖のみである。早朝の澄み渡るニューシャテル湖の湖面にそよ風が走り渡る。風が

湖面を駆け抜けたのを確認した時、自分も次なる地点へ向けて自己を推し進めていく必要があるこ

とを感じた。  

列車が走るスイスの山並みを眺めながら、こうした景色がこの地球上に存在していることの恵みを感

じていた。自然というのは偉大な芸術と同様に、時間を止める。自然が偉大であると言われるのは、

まさに私たちを時間の世界から解放し、時間のない感覚の中へ私たちを連れ出してくれるからなの

かもしれない。  
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同時に自然は、小さな自我から私たちの自己を解放してくれる。自然の偉大さに真に触れた時、誰

が小さな自分を意識するだろうか。自然は間違い無く、小さな自我へ収縮させる思考を止める。ス

イスのこの雄大な自然が教えてくれたのは、私たちは常にこの時間の流れていない「今ここ」という

状態の中に本来は生きているのだ、ということだった。現代社会でせわしなく生かされている私たち

は、この明々白々な感覚を忘れてしまっているのではないだろうか。  

小さな自我が完全にこのスイスの自然に溶け去った後、私の中には思考も感情も流れない静かで

大きな自己がそこにいた。列車が短いトンネルを連続して通過する。トンネルの中は暗く、トンネル

を抜けると明るい。この連続的な繰り返しは、私たちの人生も一緒である。  

そして紛れもなく、私たちの意識の進化というのは、連続するトンネルのように、闇と光を繰り返し経

験しながら成し遂げられていくものなのだ。トンネルの 中、その闇に押し潰されそうになる。トンネ

ルを抜けると光に包まれ、自分が闇から抜け出たことを知る。同時に、次の闇がやって来ることを私

たちは心のどこかで知っているのだ。  

初の闇よりも次の闇の方が闇は濃く、 初の光よりも次の光の方が光は濃いい。これは人間の発

達プロセスと瓜二つではないかと思わされたのだ。連続するトンネルを通過すればするほど、そし

て人間は発達すればするほど、経験される闇と光は間違いなく深くなるのだ。  

真っ暗な闇と眩い光に耐えるだけの強さが欲しい。いや、闇と光のどちらをも直視することのできる

眼さえあればいいのだ、と思い直した。パリまでは後三時間ぐらいだろうか。  

322. 欧州小旅行記：森有正先生と辻邦生先生ゆかりの地パリでの確認 

ニューシャテルから四時間弱の列車の旅を終え、ようやくパリ中心部のリヨン駅に到着した。列車を

降りてプラットホームを踏んだ瞬間に気づいたのだが、パリへは初めて訪れたにもかかわらず、ここ

は馴染みのある感じの土地だとわかった。どちらも共に正しいと思うのだが、パリは私のことを全く相

手にしていないし、私もパリのことを全く相手にしていないことから生じる馴染みやすさなのだ。  

パリの街も私の方もお互いに冷淡に接しているから、逆に程よい距離感があって、私は違和感なく

この街に溶け込んでいった。こんなことをパリに来てまで確認する必要は全くなかったのだが、東京
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の都心部、ニューヨークのマンハッタン、ロサンゼルスのダウンタウン、そしてパリの街——自分の人

生において極めて重要な経験を喚起してくれたサンフランシスコのダウンタウンのみ例外——をでき

るだけ避けたいと思うのは、結局のところ私が人が多いところでは心中穏やかではなくなるからだ。  

それらの大都市はあまりにもドロドロとしたものがうごめきすぎているため、どうしても近寄りたくなくなっ

てしまうのだ。いずれにせよ、今回パリに来たのは観光名所を巡るためではなく、敬愛する森有正

先生（1911-1976）が教鞭をとっていたパリ大学東洋語学校と辻邦生先生（1925-1999）の旧宅を見

ることであった。この二つの場所を訪れるためだけに、ニューシャテルから西回りでフランスを経由

してオランダへ帰ろうと思ったのだ。  

リヨン駅の直ぐ近くにあるホテルでチェックインを済ませ、荷物を軽くしてからパリ大学東洋語学校

へ歩いて向かった。今回の旅行は本当に天候に恵まれ、この日も晴れであり、パリの街を快適に歩

くことができた。  

パリの街並みをしばらく眺めていると、パリ大学東洋語学校に到着した。あいにく今日は夏季休暇

中であり、建物の中には入ることができず、森先生が教鞭をとっていた校舎の雰囲気を外観から感

じ取ろうとしていた。  

この建物から何かを感じたということはないのだが、森先生がパリで客死を遂げるまでの30年もの期

間をこの街で過ごしていたということが自分には全く信じられなかった。というのも、このような街で落

ち着いて思索活動に打ち込めるとはどうしても私には思えなかったからだ。  

森先生の探究について言及する際に、一つ鍵となるのは「孤独」という概念であり、パリという街に

来て気づいたことがある。それは、多様な人間が集まるパリだからこそ、そこで生活をするとなると、

真の意味での孤独感に襲われる可能性があるのではないかということだ。森先生はもしかしたら、

パリという街で多くの人と出会うことによって、全ての人間が固有に持つ「個」という性質の根源には

絶対的な孤独があるということに行き着いたのかもしれない。  

パリという街には多様な人間が集まるからこそ、人間の本質には孤独があるということに気づき、孤

独を通して思索を深め、普遍的な思想を森先生は打ち立てていったのではないかと思わされたの
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だ。そう考えると、多様な人間が集まる場所を極力避けようとする私は、逆説的であるが、真の意味

での孤独を決して求めていないのではないか、と思った。  

そのようなことを考えながら、私はパリ大学東洋語学校を後にし、辻先生の旧宅を目指して再び歩

き出した。辻先生の旧宅がデカルト通りのどこかにあり、先生の名前が記されたプレートが掲げられ

ているということを知っていたが、なかなか見つけることができなかった。  

しばらくデカルト通りを歩き回り、ようやく先生の旧宅を見つけた時は少々驚かざるをえなかった。森

先生と同様に、辻先生もこのような息が詰まりそうな住宅環境で自分の仕事に打ち込んでいたのか、

ということを知ったからだ。辻先生の旧宅は非常に質素なものに映ったし、それとは対照的に旧宅

の近くには途轍もなく巨大な歴史的建造物が存在していた。  

自分がこうした環境で生活をしている姿を想像したくはなかったが、想像してみると、間違いなく気

が滅入ってしまうと思ったのだ。パリはややもすると華やかに思われがだが、そうした華やかさの奥

には、人間の精神を押し潰すような巨大な何かが横たわっていることがすぐにわかった。  

その巨大な何かと対峙し続けたからこそ、森先生にせよ辻先生にせよ、強靭な思想が息づいた作

品群を残すことができたのかもしれない、と思わざるをえなかったのだ。私がパリに来たことの意義

は、やはりこの確認であった。  

323. 欧州小旅行記：ノートルダム大聖堂の妖気 

デカルト通り39番地にある辻先生の旧宅の前でしばらく時間を過ごしていた。その場で立ち止まり

ながら、辻先生はどのような日々をこの街で過ごしていたのかについて想像を巡らせていた。『パリ

の手記』には記述されていないような先生の心の動きや表情を想像していたのだ。  

繰り返しになるが、パリという街は、私がこれまで訪れた世界の他の大都市が持っていないような巨

大な何かを内包していると思った。そしてその巨大な何かは、間違いなく自分の精神を粉砕するよ

うな類いのものであることが容易に想像できてしまい、少しばかり恐ろしくなった。  

そうした恐怖心を生み出す一つの建造物がノートルダム大聖堂であることがわかったのは、辻先生

の旧宅からの帰り道だった。ノートルダム大聖堂は、森先生の日記にも辻先生の日記にもたびたび
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登場している。この建造物は私の想像以上に大きなものだったが、その物理的な大きさ以上に、そ

れが放っている大きな妖気に得体の知れないものを感じ取ったのだった。  

「安易に近寄ると飲み込まれてしまうかもしれない」  

私のこうした感覚とは裏腹に、無数の観光客がこの建物の近くに群がっていることが遠目で確認で

きた。私は自分の存在が押し潰されない程度の距離を一歩一歩確認しながら、恐る恐るこの建造

物に近寄って行った。しかしながら、結局この聖堂の中に入ることはできなかった。この聖堂に自分

の存在を明け渡す準備ができていないと判断したからである。  

このゴシック様式の世界遺産がなぜカトリック教会の中心的な聖堂の役割を果たしているのか、近

寄ってみての感覚と先ほどからの感覚と合わせてすぐにわかった。この大聖堂は、私たち人間を取

るに足らない存在であると思わせるような圧倒的な霊力を放っているからこそ、宗教的に重要な役

割を果たせるのだと思った。  

安易にこの聖堂に近寄ってはならないというのは、こうした巨大な霊力に自分が飲み込まれかねな

いという理由が たるものであったのだとわかったし、私はまだまだ自分の小さな自我を手放したく

ないのだとわかった。ふとフローニンゲンの街で以前感じていた「自己超出（記事299&305参照）」

に関して、私は小さな自我をこうした巨大な外部からの働きかけではなく、小さな自我の内部からの

働きかけでなんとかして自己超出しなければならない時期にいるのだと思ったのだ。  

これらの巨大な建造物に安易に近寄ろうとせず、パリという街からも極力距離を取ろうと思ったのは、

そういう理由からだったのだ。外部からの働きかけではなく、内部からの働きかけで現在の自己を

乗り換えていくというのは面倒かつ厄介に思えるが、今の自分にとってそれは仕方のないことなの

だと納得した。  

パリでの滞在は残すところ明日のみとなったが、この街でも大きな課題を突きつけられたものだと思っ

た。オランダに戻ってから咀嚼するべき経験が随分と増えたものである。  
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324. 欧州小旅行記：ルーブル美術館で見た哀れな『モナ・リザ』 

昨日の段階でパリ滞在の目的をすべて果たし終えたため、 終日はルーブル美術館をゆっくり巡

ろうと思った。「ルーブル美術館は一日で見て回ることができない」という言葉は、各方面から頻繁

に耳にするが、果たしてどれほど大きな美術館なのかを確かめてみたかった。  

ホテルを早朝に出発し、40分ほど歩くとルーブル美術館の姿が見えてきた。この美術館が世界

大級と呼ばれる所以が一目でわかった。  

親切にも入口の案内表示があったが、それでもこの広大な建物のどこに入口があるのかがわかりに

くかった。それぐらいルーブル美術館は巨大なのだと、館内に入る前から痛感させられた。  

美術館の中で見た作品の中には、もちろん言及したいものが幾つかあるが、そこで得られた感覚が

ほぼ未消化であるため、それを文章で書くにはまだ時期尚早であると思う。しかし正直な感想を述

べると、ニューシャテルで訪れたデュレンマット美術館の方が私の心を打つ作品が多かったように

思う。  

もちろん、ルーブル美術館には貴重な彫刻や絵画が無数に所蔵されているのは言うまでもない。

中でも紀元前の古代エジプト文明で用いられていたヒエログラフが刻まれた石板や古代バビロニア

のハンムラビ法典が記された楔形文字に対して、今から数千年以上も前に誕生していた人類の言

語空間に神秘的なものを感じさせられたのは確かである。  

しかしながら、自分の心の奥に届いてくるような呼びかけをもたらすものは全体の中のごくごくわず

かなものに限られていた。だがよくよく考えてみると、自分の心に響く作品がごくわずかなのは当然

なのではないか、と思わされたのも事実だ。  

現代的な大型書店に自分の心を打つ書籍がほとんどないのと同じように——古書店や大学図書館

であれば、自分の心に響く書籍に出会える確率は少しばかり上昇するが——、そもそも自分の心を

震撼させたり、高揚させたりしてくれる作品は少なくて当然なのだろう。というのも、私たちが一人の

固有の個に目覚めれば目覚めるほど、そうした個が真に揺るがされることはより一層難しくなるから

である。  
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だからこそ、自己を震撼させるような作品に出会えるというのは奇跡的なことであり、大変貴重な機

会なのである。そんなことを思った。  

私はほぼ開館と同時にルーブル美術館に入館し、七時間弱の時間を使ってほぼ全ての所蔵物を

見たが、この美術館では自分の心に響いた作品のみをじっくりと堪能するべきであるし、事前に見

たいものがわかっているのであれば、その作品に多くの時間を費やして接するべきであると思っ

た。  

一つ大きな印象として残っているのは、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた傑作『モナ・リザ』の哀れな

扱われ方だった。ルーブル美術館の 大の顔であるこの作品は、もちろん も人目につく場所に

目立つように飾られている。しかし、それが逆にこの作品の価値を貶めているように思えたのだ。  

というのも、『モナ・リザ』の周りには溢れんばかりの人たちが群がっており、皆一様にスマートフォン

やデジタルカメラで写真を撮っている。その姿に興醒めしたことに加え、これは全ての美術作品に

当てはまるが、その作品を商業的な見世物として飾ることには常に大きな限界がつきまとうことに気

づかされたのだ。  

つまり、根本的な問題として、商業的な閲覧物としてどこかに飾られることによって、作品に本来不

可避的に埋め込まれている表現者の実存性——人間の匂いのようなもの——がかき消され、その表

現者の真の物語が骨抜きにされてしまうことに気づかされたのだ。  

もし仮に『モナ・リザ』を商業的にどこかに飾らざるをえないとしても、ルーブル美術館ではダメなの

だ。少なくてもダ・ヴィンチがこの絵を本当に描いた場所に所蔵しなければ、全く見えてこないもの

があることを思い知らされたのだ。  

何より、作品から魂が抜けてしまっているのだ。ダ・ヴィンチという巨匠が描いたこの作品に仮に膨

大な経済価値が付与されていたとしても、このように飾られることによって、本来この作品が備えて

いる芸術価値が貶められているのではないだろうか。少なくとも、そのような魂の抜けた作品は、魂

の抜けた人間しか喜ばせないと思うのだ。  
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ニューシャテルで訪れたデュレンマット美術館の作品に私がなぜ大きく心を打たれたかというと、そ

こがまさにデュレンマット本人が作品を描いていた場所であり、日々の生活を送っていた家でもあっ

たからだろう。作品に込められた作者の絶望や希望などが生じた空間からその作品が切り離された

場所に置かれた瞬間に、その作品の真の価値は一気に消え果ててしまうのだと思わざるをえなかっ

た。  

芸術作品も人間と同じく、場に対して履歴を書き残していく生き物であり、場から切り離されることに

よって生命力を略奪されてしまう生き物なのだ、ということを忘れてはならないだろう。  

325. 欧州小旅行記総括：時の流れの感覚質と新たな出発へ向けて 

いよいよ欧州小旅行を終え、パリから西回りでベルギーを通ってオランダに帰る。奇しくもこの旅の

終わりは、リオ五輪の終焉と同じ日であった。  

現在、この文章をオランダへ戻る列車の中で書いている。今回の旅を一言で総括するならば、非常

に濃密な時間と感覚に包まれた旅であったということだ。  

実際に、今回の旅は一週間ほどの小旅行であったにもかかわらず、少なく見積もっても一ヶ月ぐら

いの時間が経過しているかのような感覚を私に引き起こしている。本来、充実した時間を過ごして

いる 中、時間は光のように素早く通過すると言われる。  

しかしながら、今回の旅は私の時間感覚を止めてしまうかのような濃密さがあったのだ。もしかする

と、人は真に充実した時間を過ごす時、時間の密度が究極的な地点まで凝縮し、時間感覚は消滅

するのではないだろうか。  

あるいは自分の内側の感覚が時間と完全なまでに合一するがゆえに、感覚即時間の状態に参入

するのではないかと思われる。そうした状態にいる今の自分は、生まれて初めて時の流れを直接触っ

ているかのようなのだ。  
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時の流れとはこんな感覚質を持っているものだとは知らなかった。ここまでくるともう、感覚と時間が

合一していると表現することは正確ではなく、自分という存在そのものが時間の流れなのではない

か、と思わされるのだ。  

先週の今日、フローニンゲンを出発してライプチヒに向かっていたことが嘘のように思える。その後

のシュツットガルト、ニューシャテル、パリへの訪問も、過去の中に閉じ込められたものではなく、常

に今この瞬間の自分の中で生きているような感じがするのだ。  

今回の旅で得られたことは多かったかもしれないし、少なかったかもしれない。どちらにせよ、旅で

得られたことの量が問題なのではなく、自分の中で何かを深める契機になったことに掛け替えのな

い価値があるのだ。  

車窓から見えるこの瞬間のオランダの天候と同じように、どこか重たいものが自分の中に入り込んで

いるような感覚に今の自分は包まれている。今回の欧州小旅行で得られた経験を全て消化するに

は多くの時間がかかりそうである。  

得られた経験を自分の深層にまで届かせ、それらがろ過されるのを辛抱強く待つ必要がありそうだ。

いや、単純に多くの時間を待って過ごすだけではそれらの経験が消化されることは決してないだろ

う。時の流れのあの感覚質を絶えず感じながら多くの時間をかけて待つ必要があるのだと思う。「感

覚即時間即存在」の中で経験された事柄は、「感覚即時間即存在」の中でしか消化されえないと思

うのだ。  

リオ五輪という祭典も終わり、世界は再び日常に戻っていく。欧州小旅行もここで終わり、私も再び

日常に戻っていく。  

出発する決断をした者のみが、己を変容させる旅の苦味を経験できる。そして出発をした者のみが、

経験の苦味を超えて、これまでいた場所とは違う自己の地点に帰還するのである。そんなことを思

わせる旅であった。2016/8/22  
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326. 再出発への意志 

欧州小旅行を終え、オランダに戻ってきてから 初の日が始まった。改めて今回の小旅行を振り返っ

てみると、こんなに意義深く後味の悪い旅は生まれて初めてであった。逆に、これが旅をすることの

本質なのかもしれないと思わされる。  

とても不思議なのだが、自分は本当に旅に出たのかどうかもわからず、戻ってきたのかもわからない

ような感覚が今の自分の中に漂っているのだ。これは、自分がこの世界に存在しているのかもわか

らない状態で毎日を生きているような感覚と似ている。  

パリからオランダへの帰りの汽車の中、自分の内側から外側へ向かって何かを吐き出したい感覚に

掴まれていた。今回の旅を通じて異質なものをあまりに多く取り込みすぎたため、自分の精神が拒

絶反応を示しているかのようであった。  

生理的な吐き気と違うのは、この精神的な吐き気はその異物を容易く外側へ吐き出すことができな

いということにある。また、異物を決して外側へ吐き出すのではなく、それが自分の内側の深くへ深

くへと沈殿していくまで待たなければならないという苦しみがある。  

結局、私が旅を滅多にしない理由は、旅をすることによって取り憑かれた異質なものを消化するの

に人一倍時間が必要だからだろう。そうした異質なものが自分の血肉となり骨身になり、自分自身

になるまで次の旅へ出発することはできないのである。ある意味では、自分にとって異質なものが

同質なものに向かっていく過程が始まることこそが、自分にとっての新たな出発なのである。  

昨年日本という場所で生きていたが、とても生き難かったことは隠しようのない事実である。そして、

今外国という場所で生きようとしているが、その生き難さには変わるところがほとんどない。自分はど

こで生きればいいのか戸惑う中、結局、外側の世界で生きる場所を発見しようとしても、そんな場所

は見つからない気がしてきているのだ。  

自分自身が根底から変わり、内側の世界で生きる場所を築いていかなければ、このなんとも形容し

がたい生き難さを払拭することなどできそうにない、という思いに至っている。ところが実際には、外
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側の世界でのこの生き難さを払拭するために、内側で生きる場所を構築していくことですらも、何ら

の解放を自分にもたらさないような気持ちがしていることも確かなのだ。  

つまり、もはや内側の世界ですら今の自分は生きていけないと思わされているのだ。そうであれば、

自分はどこで生きたらいいのだろうか。西洋の中にも東洋の中にも、外側にも内側にも生きる場所

がないのであれば、どうすればいいのだろうか。そのような課題を私にぶつけてきたのが今回の旅

なのである。  

欧州各国を巡る中で、無限に、無限に、無限に広がる精神文化世界にただただ唖然とさせられて

いた。ドイツ語圏に足を踏み入れ、フランス語圏にも足を踏み入れ、オランダ語圏に戻ってきて、言

語空間が異なり精神空間がこれほどまでに多様な世界が無限に広がりながらも濃密な関係性を構

築していることを知り、恐ろしさを超越した畏怖心が芽生えたのである。  

途轍もない所へ旅へ出かけてしまったし、途轍もない所で自分は再び精神生活を営んでいかなけ

ればならないことを知り、無限に広がる精神世界の中の一つの点として、コンパスの針を抜けないと

ころまで深く差し込まなければならない、と思わされたのだ。この試みに失敗する時、自分という存

在はこの世界から消滅してしまうだろう。  

そうした思いの中、今の自分にとって唯一の拠り所は、私の中の奥底にある自分という存在を示す

この一点だということに気づかされた。この一点から再び出発をし、この一点から突破しなければな

らない。2016/8/23  

327.ダイナミックシステム理論による数式モデルの構築について 

今日の午前中は、論文アドバイザーを務めてくださるサスキア・クネン先生の “A self-

organizational approach to identity and emotions: An overview and implications”という論文と、ダイ

ナミックシステム理論を心理学研究に適用した先駆者の一人であるポール・ヴァン・ギアートの 

“Fish, foxes, and talking in the classroom: Introducing dynamic systems concepts and approaches”

という論文を読んでいた。  

© YOHEI KATO 2016 !13



どちらの論文もこれまでに数回目を通しているのだが、芸術作品や風景を鑑賞するのと同様に、読

むたびごとに新たな発見がある。私は人間の知性や能力の発達プロセスを研究するために、フロー

ニンゲン大学で応用数学のモデリング手法を活用することに従事している。  

こうした話を他の分野の方にすると、人間の知性や能力の発達プロセスは非常に複雑で変数も多く、

一つの数式などで記述できないのではないか、という指摘をよく受ける。これはごもっともな指摘で

あり、確かに知性や能力の発達には無数の変数が絡み、その発達プロセスは実に複雑である。  

しかしそうであるからこそ、ダイナミックシステム理論を用いた手法が効果的なのだ。より具体的には、

私たちの知性や能力というのは動的なシステムとして機能しており、その挙動を決定しているのは

実のところ、少数の変数間の関係性であることが多いのだ。  

つまり、複雑な発達現象は、ごくわずかな要因の複雑な相互作用によって生み出されている可能

性が高いということなのである。また、これはどのような科学的なモデルにも当てはまるが、無数の変

数を全て勘案したモデルなど存在しないのだ。それが理論モデルにせよ数式モデルにせよ、対象

とする現象の変化を決定づける重要な要因のみを抽出し、その要因間の関係性をモデルとして表

現するのである。  

例えば、去年から今年にかけての外国語の活用能力の発達を明らかにするときに、昨年一年間に

消費した食べ物の種類やカロリー数を勘案することはないだろうし、金融市場の株価の動向を勘案

することも基本的にはないのだ——それらの変数が微少に外国語の活用能力の発達に影響を与え

ていたとしても。  

それゆえに、複雑なシステムの発達プロセスを数式モデルで表現する際に重要になるのは、その

システムの挙動を左右する も重要な変数は何なのかを明らかにし、それらに絞って数式モデル

を組み立てることなのだ。システムの運動に決定的な影響を及ぼす要因に絞ることによって、非常

にシンプルな数式モデルを組み立てることが可能になるのである。  

さらに、動的なシステムの挙動を数式モデルで表現する際に気をつけなければならないのは、シス

テムというものが特定の文脈の中で運動し、システムを構成する要素はその文脈の中で特定の相

互作用を行っているということである。要するに、動的なシステムの発達プロセスを明らかにするた
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めには、探究対象となるシステムが属している文脈は何なのかを自分で定義しなければならないの

だ。  

動的なシステムが立脚する文脈を定義することを怠った時、その研究は失敗に終わるということをク

ネンの論文は警告している。変化を生み出す重要な変数は何であり、それらの相互作用を生み出

している文脈が何なのかを特定することは、発達科学者のみならず、サイコセラピストやコーチなど

の対人支援者、教育者、経営コンサルタントなどの、変化を扱う仕事に従事している全ての人にとっ

て重要だと思うのだ。  

328. 継続 

昨夜はいつも通り十時前に就寝したが、いつもより睡眠時間が長く、七時に起床した。旅で得られ

たものを自分の内側で咀嚼するためには時間がかかると思っていた通り、その作業は睡眠中にお

いても徐々に進行していることを感じる。  

今朝のフローニンゲンの天候は、こちらに来てから一番の快晴であり、日中の気温は30度近くにも

達するようである。雲ひとつなく晴れ渡る紺碧の空を眺めながら、午前中に近くの公園へランニング

をしに行こうと思う。  

旅行中は散々に歩き回ったため、足腰が逆に鍛えられたと思うのだが、それでも自分の足でフロー

ニンゲンの街を走ることによって、地に足の着いた生活を再び開始させるという儀式的な意味を今

日のランニングに持たせたい。以前、新しい土地に順応する秘訣として、「その土地の食べ物を摂

取することを心がけることにある」と書いたが、それと同時に、自分の足でその土地を歩いたり走っ

たりすることも重要なことだと思うのだ。  

昨日、私の論文アドバイザーを務めてくださるサスキア・クネン先生の論文を読みながら改めて驚か

されたのは、20年以上も前からクネン先生はダイナミックシステム理論を活用した成人発達研究に

従事していたということである。これはカート・フィッシャーやポール・ヴァン・ギアートにも当てはまる

ことであり、彼らは今から数十年も前から複雑性科学と発達科学を架橋させる試みに従事していた

のである。  
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そこから長い時を経て現在に至っているが、この研究領域の進歩は想像以上に緩やかであると思っ

ている。確かに様々な研究手法が誕生し、それによって理論も洗練化の方向に向かっているのは

間違いないだろう。しかし、現在でも通用している概念や理論の多くは、実は今から10年や20年以

上も前に提出されていたものなのである。  

そう考えると、もしかしたら科学全般に当てはまるのかもしれないが、この研究領域の進歩は思って

いるほど速くなく、多様な研究者が共同しながら長大な時間をかけることによって徐々に進歩してい

くものなのだ、という思いに至った。  

数日前にリオ五輪が終焉を迎えた。競技の種類にもよるが、一般的にアスリートとしての寿命は短

いのだと思う。逆に研究者というのは活動期間が長く、寿命の長い職種だろう。私の毎日の生活は

睡眠・食事・運動を含めて、アスリートと同様に管理されたものになっており、心の中では自分のこと

を「知性発達科学者」や「コンサルタント」というよりも「アスリート」だと認識している。  

この認識の下、長く研究活動という競技に従事していくことが自分の中では何より重要なことである

ため、単発的に負荷のかかり過ぎるトレーニングを行うのではなく、適度な負荷を一生涯にわたっ

てかけ続けるようなトレーニングを継続させていくことが必要だと考えている。  

どんなに小さなことでもいいので、とにかくそれを長く継続させていくこと。自分の能力や性質を考

えると、とにかく小さなことを長く継続させていくことしかできないのだと思う。その先に、この間の欧

州小旅行で目の当たりにしたような、小さなことを長大な時間をかけて積み上げていくことによって

しか生まれえぬ創造物が形となって現れるのかもしれない。  

未だ輪郭すら見えない自分独自の創造物の創出へ向けて、今日も走る、今日も読む、今日も書く。

2016/8/24  

329. 感覚の進化へ向かって 

感覚というものが、現実世界に生起する何らかの対象との接触であるならば、現象を知覚した時に

何も感じられないのであれば、それは真にその対象に触れていないからではないかと思う。あるい

は、私たちの感覚というものが心の発達と同様に質的な特性を帯びるのであれば、対象に対して何
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も感じないというのは、自分の感覚の質が対象物の質と齟齬をきたしているからではないかと思うの

だ。  

構造的発達心理学の観点からすると、まさに私たちの感覚は心の発達と同様に、質的な進化を遂

げていくのである。それゆえに、ある対象物と出会った時に、それに対して何も感覚が動かされるこ

とがなければ、それは自分の感覚の質的発達と対象物の質との間に乖離があると言ってもよさそう

だ。  

私は長らく、芸術全般、そして学問全般に関して、その存在意義もさることながら、真に優れたもの

とこれまで出会ってきていたとしても、一切の感覚的な高揚も共感も得られなかったのは、ひとえに、

私自身の感覚の質が極めて未熟だったからに他ならない、と思うようになった。  

そして、私は今日という日、明日という日に出会うであろう優れた対象物を見過ごしながら日々を送っ

ていくことになるのだと思うと、少し詫びしい気持ちが湧き上がってくる。世界には、常に私の感覚の

質を遥かに凌駕する対象物が存在しており、私の感覚の質がそこに到達するまでは、それらは決し

て何もこちらに語りかけてくれないのだ。  

以上のことはライプチヒのバッハ博物館で痛感させられたことである。バッハの音楽作品と思想が自

分の感覚を遥かに凌駕しており、あの時の私は感覚的に麻痺させられたような状態だったのだ。こ

れは私の感覚の質がバッハの音楽という対象物の質に圧倒的に劣後していたことから生じた現象

だと思う。  

興味深いのは、こうした無感覚状態に陥ったことによって、私の感覚が更に前へ進もうとし始めたこ

とである。要するに、バッハの音楽が私の感覚的進化を促す呼び水になったのである。より正確に

は、バッハの音楽と自分の感覚との乖離が生み出した麻痺状態が起点となって、私の感覚は進化

の歩みを始めたのだと思うのだ。  

また、自分の感覚が進化の流れに乗り始めると、自分固有の時間感覚というものがますます鋭敏に

なってくる。あともう一歩のところまで近づきつつあるが、生きていることの本質的な感覚が何なのか

を未だ完全に掴んでいない自分がいる。  
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だが、自分が生きているという感覚の本質は、この自分固有の時間が自分の中に流れており、その

流れの中に自分が存在しているという感覚に他ならないのではないかと思い始めている。生きてい

ることの本質的な実感が何なのか分かりかねるというのは、私個人の問題にとどまらず、現代社会

で生きる多くの人にとっても思い当たる節のある話ではないだろうか。  

なぜならば、私たちの多くは自分固有の時間を発見することはおろか、自分の感覚すらも失われた

状態の中で生かされているからである。私たちは自分固有の時間や感覚を喪失し、自分以外の何

者かによって築き上げられた時間や感覚の中を生きることに埋没しているような気がするのだ。  

喪失した自分固有の時間と感覚を取り戻し、生きていることの実感を再び掴み直す必要があること

は、現代社会に対する反抗的な行為であるかのように思え、それはとても皮肉である。こうした反抗

を企てることができなければ、私たちは自分の感覚や時間を通して、生きていることの本質を掴むこ

とは決してできないだろう。  

330. 成熟の余地 

欧州小旅行からオランダに戻ってきても、まだ不思議な感覚が自分の中で脈動しているのを感じる。

咀嚼できていない無数の経験が自分の血肉となるための順番待ちをしているようなのだ。  

この順番待ちの列はなかなか解消されず、列の 後尾あたりにいる経験が痺れを切らせて蠢いて

いるような感覚なのだ。残念ながら私の方から意図的に介入しても、この行列の解消には無益であ

るように思われるため、 善の選択と思われる「経験を寝かせる」あるいは「経験を熟成させる」こと

を静かに進めていきたい。  

それにしても改めて、自分の内面世界には言葉にならない無数の感覚が広がっていることに気づ

かされる。ある感覚を捉えたと思っても、また次に新しい感覚が芽生えてくるのである。  

このように、自分の内面世界において未だ言葉にならない無数の感覚空間が広がっていることは、

それがまさに自らの内面的な成熟の余地なのだと思う。未知なる感覚と向き合い、その感覚を表現

するにふさわしい新たな言葉が生まれた時、自分の内側に一段深い現実世界が広がっていくこと

に気づく。言葉とは内的世界を開拓していく重要な役割を担っているのだ。  
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「言葉」というのも実に面白い働きをするものだ、と今回の欧州旅行で思わされた。ドイツ語圏やフラ

ンス語圏において、片言のドイツ語やフランス語を喋ろうとする時に、間違いなく日本語・英語・オラ

ンダ語を使う時とは違う感覚が内側に芽生えるのである。  

言語は内面世界を規定し、言語の数だけ内面世界が存在するというのは、とても妥当性がある指

摘だと思う。また、日本語にせよ英語にせよ、一つの言語を彫琢し続けていくことは、その言語で構

築される内面世界を間違いなく豊かなものにしてくれると思うのだ。  

自分が用いる言語の質が変容することは自己の変容を意味する、ということをこれまでの経験から

ひどく痛感している。そして言語の変容がもたらす自己変容は、さらに感覚の変容をもたらす。その

感覚の変容が再び言語の変容を促すのだ。言語・自己・感覚のどこが始点となるのかまだ特定でき

ていないが、いずれにせよ、私たちの内面世界はそれら三つの要素の相互作用によって深まって

いくようである。  

これら三つの要素を眺めてみたときに、自己と感覚に直接的に介入していくことは難しいのではな

いかと思わされる。というのも、ピアジェの発達理論が示すように、運動感覚段階から形式論理段階

に移行してしまった成人において、感覚を直接的に鍛錬することは難しいのではないかと思われる

からである。成人期を超えると、感覚に直接的に働きかけをしようと思っても、どうしても形式論理段

階の産物である言語が介入してしまうのだ。  

やはり幼児期の運動感覚段階において、その段階を十分に体験するということをしておかないと、

後から感覚を発達させていこうと思ってもなかなか難しいと思うのだ。もちろん、感覚というのも質的

な発達を継続的になしうるものであり、様々な身体実践によって開発することは理論上可能である。  

ただし、そうした身体実践を感覚に任せて行なっているだけでは、皮肉なことに当の感覚は発達し

ないのだと思う。感覚と言語は密接に結びついており、成人は基本的には言語を主要な道具とす

る形式論理段階にいるため、言語を鍛錬することによって感覚を開発していく道の方が、成人には

適していると思うのだ。  

感覚を豊かにし、世界をより深く経験するためにも、自らの言葉を鍛錬することが重要になると思わ

される日々である。  
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331.「システム思考」に関する世間の誤解 

欧州小旅行からフローニンゲンに戻ってきて感じたのは、わずか二週間しか生活をしていないこの

街が自分にとって安心感をもたらす場所になりつつあるということである。北欧に近いフローニンゲ

ンの街は、夏の間は日が長いのが特徴だが、昨日は夜の九時ぐらいから徐々に暗くなり始め、欧

州小旅行に出発した時よりも日が落ちるのが早くなっているのを感じた。  

いよいよ夏も終わりに近づいている。そんな中、今日のフローニンゲンは夏らしく気温が高くて、日

中は半袖で外出するのにふさわしかった。七月末に振込みを済ませたはずの授業料の振込みが

まだ確認できていない、という問題を旅行前に抱えていたため、今日はその問題を解決しに学生支

援課に向かった。  

この問題については二十日前から解決の依頼をしていたにもかかわらず、結局今日という日まで未

解決のままであった。この時期の欧州各国はどこも夏休み気分が蔓延しており、何かと動きが鈍い

のだということを痛感させられた。  

大学システムの動きも、社会システムの動きも随分日本や米国と違うのだなと思わされた中、ふと「シ

ステム思考」なるものについて考えを巡らせていた。というのも、「システム思考」と世間一般で呼ば

れている思考形態について、長らく違和感を覚えていたからである。その違和感をあえて解消させ

ることをせず、違和感のまま保持していたが、授業料の振込みに関する今回の一件が契機となって、

その違和感が少し晴れることになった。  

多くの人は、システム思考とは現象を一つのシステムとして捉え、システムを構成する要素間の関

係性を把握することだと思っている傾向が強い。例えば、現象を生み出す要因が一体何であり——

システムを動かす要因が何であり——、それらの関係性がどうなっているのかを考えることがシステム

思考だと思っているのではないだろうか。  

確かにそれらもシステム思考の一部ではあるが、構造的発達心理学の考え方では、システム思考と

は自分の思考空間の中でシステム（理論体系など）そのものを構築する思考形態のことを言うので

ある。極言すると、現象を一つのシステムとして捉えることはシステム思考の要諦ではなく、自らの頭

で概念的なシステムを構築できるかどうかが鍵を握るのである。  
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分かりやすいイメージで言うと、世間一般に思われているシステム思考とはシステムを「捉える（見

る）」ことに重きが置かれがちであるために、傍観者的な思考方法だと言える。一方、構造的発達心

理学で言うところのシステム思考とは、外界のシステムを捉えることだけではなく、むしろシステムを「構

築する（作る）」ことに重点が置かれているために、創造者的な思考方法だと言える。  

ロバート・キーガンの段階モデルとその他の認知的発達段階モデルを単純に比較することはできな

いが、幾つかの比較研究を眺めてみると、上記で言うところの真の意味でのシステム思考ができる

段階というのは、キーガンのモデルで言うところの段階4以上に該当するのだ。  

巷で叫ばれているシステム思考の特徴を見てみると、それはどうも軟弱な思考形態である、という印

象を拭うことができない。それもそのはずで、世間で声高に叫ばれているシステム思考というのは、

システムを自らの頭で作り上げていくという創造者に課せられた屈強な思考を要求するものでは決

してなく、システムを「見る」という傍観者に適したひ弱な思考しか要求していないからである。  

そして驚くなかれ、元ハーバード大学教育大学院教授のカート・フィッシャーの実証研究の結果を

見ると、ビジネスパーソンが「システム思考」と崇めている上記のような傍観者的な思考方法というの

は、他者からの支援があれば、小学校高学年の子供にも扱える類の思考形態なのである。  

私は成人の教育のみならず、子供の教育にも関心があるため、日本を離れる数ヶ月前にある大手

の進学塾を訪問させていただき、教育カリキュラムを拝見する機会があったのだが、その大手の進

学塾に通う小学生は、教師の適切な支援のもとに、ビジネスパーソンがビジネス書やセミナーで躍

起になって習得しようとしているシステム思考なるものを、その年齢から活用できていることに気づ

かされたのだ。  

その大手の進学塾では、現象の要素間の関係を考えることや、部分のみならず現象全体を把握す

るような教材が用意されていたのである。その他の大手の進学塾はどうかわからないが、早期英才

教育や既存の教育システムに対して否定的な意見を持つ私ですら、その塾で提供されていたカリ

キュラムは緻密であり、決して知識の詰め込みではなく、思考を育むための術理を体験を通じて学

べるような仕組みが整っており、こうした塾も日本にはあるのだな、と好意的な意味で驚かされたの

だ。  
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システムを自らの頭で築き上げていくという真の意味でのシステム思考を獲得する認知段階や、そ

の次に待つ「メタシステム段階」までは才能などに関係なく、教育やトレーニングによって十分に体

得可能なものである。そのため、私たち大人は、傍観者的な似非システム思考から一刻も早く脱却

し、自分の頭でシステムを作り上げていくという実践を開始した方がいいのではないだろうか。2016/

8/24  

332.別れと出会い、そしてそれらを超越するもの 

今週の数日間は、フローニンゲンの街も夏らしい気温となっていた。だが、今日からは再び気温が

下がる。そう考えると、気温が上がっていた先日の数日間というのは、夏という季節が 後の力を振

り絞って今年の夏を締め括ろうとしていたように思われた。  

夏の命が終わり、秋の命が誕生する。いや、そもそもこの移りゆく季節というものには始まりも終わり

もなく、絶えず流れ続けていくような永遠性を伴ったものであり、そこに命の誕生と死を見出すのは

おかしなことかもしれないな、と思った。  

絶えずゆっくりと変化していく季節の 中、いよいよ今週からフローニンゲンの街にも秋がやって来

そうだという予感がしている。先週から今週にかけて、極めて微少な変化なのだが、自分の中で新

しいサイクルが始まろうとしていることを知った。  

このサイクルの始まりと新しい季節の始まりはほぼ合致している。人間も自然も絶えず変化を繰り返

す存在という点においては共通しているらしい。自然の変化と足並みを合わせながら、自分の変化

の歩みを進めていきたいと思う。  

昨日、ここ六年間ほど愛用していた電子辞書が突然使えなくなってしまった。新しい電池に交換し

ても画面が映らないままであり、電子辞書が自身の寿命を全うしたことを知った。この電子辞書は米

国時代の苦楽を共に過ごしてくれた存在であったため、単なる機械とは言え、それが突然いなくなっ

てしまうということに対して、どうもある種の喪失感が湧き上がってくる。  

機械にせよ生命にせよ、命が尽きるというのは本当に突然のことなのだと思わされる。何かが終わり

を告げるというのは予期せぬ形で突然やってくるものなのだ。しかし、忘れてはならないのは、突然
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やってくる終わりの背後には、私たちの見えないところで常に何かが動き続けているということであ

る。  

別れを告げたその存在に真の意味で感謝するというのは、まさにそうした私たちの目には見えない

ところで動き続けていたものに対して感謝をすることなのではないだろうか。目には見えない所に存

在する絶え間ないプロセスを把捉していくことの中に、この世界を生きて行く上で重要な何かが潜

んでいるように思うのだ。  

戦友であった電子辞書に別れを告げたのとほぼ時間を同じくして、親友に第一子が誕生したとの

報告を受けた。元気な女の子が誕生したそうだ。彼とは幼少時代からの長い付き合いであるため、

彼がどのような気持ちで自分の子供の誕生と立ち会ったのかを想像することができ、彼が感じてい

たであろう感動と同じような感動を私も感じていたように思う。  

もちろん彼の感動の方が数段深いものであったとしても、私も同じ色の感動を感じていたというのは

不思議な気がする。多分これが感情を持つ社会的な存在としての人間の姿なのだろう。  

彼の子供に会いに行くことも含め、今年は四年振りに実家で年末年始を過ごすために一時帰国し

たいと思う。自分を取り巻く外側と内側の世界で様々なものが終わりを告げ、様々なものが新たな

始まりを告げることに対して若干当惑しているのは事実である。  

しかしながら、仮にそれらの終わりと始まりを超越し包括するものがあるとすれば、それはプロセスで

あり、一つの大きな流れだと思うのだ。もしかすると、私たちの生や存在の本質は絶え間なく続く一

連のプロセスであり、大きな流れなのではないだろうか。2016/8/27  

333.認知バイアスと意味のネットワーク 

今日は早朝のランニングを済ませ、近所のスーパーに食料の買い足しに出かけた。欧州での生活

を始めてから10年振りに、毎日テレビの電源を入れるようになった。就寝前の30分間に地方ニュー

スと世界情勢に関するニュースを見るようになったのである。  
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自宅のテレビでは世界情勢に関する情報を得ようと思っても、BBCを見ることができず、CNNしか見

ることができない。オランダ人の英語が英国発音よりも米国発音に近いのは、テレビ番組で放映さ

れている英語が米国発音のものが多いからなのかもしれないと思う。  

私がCNNを見る時間帯は相変わらず、米国大統領選挙についての内容が多い。もう少し世界のそ

の他のニュースについて知りたいのだが、BBCが見れないので仕方がない。その後、オランダの地

方ニュースにチャンネルを切り替えると、フローニンゲンの街でもお馴染みの「ぬりかべ（記事279参

照）」に関する事故が放送されていた。  

ぬりかべが戻らなくなったのか、警告もなしにいきなり現れたのか、ニュースになっていたのだ。しか

し、オランダ語がわからないので、結局そのどちらなのかはわからなかった。ニュースの合間にCM

が流れ、近所にある “JUMBO”というスーパーの発音は「ユンボ」に近いことが判明した。  

オランダ人があまりに大きいために、「ジャンボ」という思いを込みをしていたようだ。こうした認知バ

イアスは私たちの日常生活の至る所に潜んでいるのだろう。  

今日は早朝のランニングを終え、食料の買い足しにそのユンボに出かけた。今日このスーパーを訪

れる前に自分に固く誓っていたことがある。それは、スーパーの買い物の間中、終始一貫して英語

を使わず、オランダ語を使うということであった。  

スーパーの店員が何を話すのかはこれまでの経験を用いると、ほぼ全てパターン化することができ

ていた。あとは、そのパターンの応答を英語ではなくオランダ語に変換させればいいだけだと考え、

ランニングを終えた自宅で少しばかりオランダ語の復習をし、その足でスーパーへ出かけた。  

スーパーへ行く途中、河川で釣りをしている親子を見かけた。本来であれば「何が釣れるのです

か？」と声をかけたくなるのだが、これをオランダ語で表現することなど今の私には不可能であった

ため、何が釣れるのか非常に気になる気持ちを押させ、スーパーに向かった。  

スーパーへ向かうまでは英語が頭を支配していたのだが、スーパーに到着後、オランダ語空間に

思考を切り替えようとした。これは五年前に米国で生活を始めた時にも経験したのだが、ある得意
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な言語から不得意な言語に思考を切り替えると、思考空間が無になるか、もしくは非常に小さくなる

のを感じるのだ。  

スーパーに到着してオランダ語空間に思考を切り替えた時に起こったのもまさにそのような感じだっ

た。買い物カートを受け取る入り口で、オランダ人のお年寄りの女性と譲り合いになり、英語を禁止

していたためジェスチャーで「お先にどうぞ」と笑顔で示した。すると、そのお年寄りも笑顔になった

ところまでは良かったのだが、本来この状況であれば「どうもありがとう」で済むはずの応答を飛び超

えて、そのお年寄りが笑顔でやたらと何かを私に話しかけてきたのだ。  

結局、笑顔とジェスチャーという普遍言語でその場を乗り切ることになったが、得意な言語を活性化

させないことの効用のようなものを少し掴み始めているのも確かだ。私たちは話し言葉でのコミュニ

ケーションにおいて、相手の発話に対して常に推測を先々に働かせながら相手の会話を理解して

いるのではないだろうか。  

つまり、認知空間の中に過去の経験によって構築された意味のネットワークが存在しており、相手

からの何かしらの発言を受けると、そこに推測という働きかけが自発的に生じ、ネットワークの特定

の部位が活性化され、相手の話が次々に理解できていくのではないか、ということである。  

そう考えると、言語を用いたコミュニケーションにおいて相手の話を理解しようとするならば、一つに

は多様な経験を通じて意味のネットワークを豊かにしていくことが必要だろう。もう一つは推測能力

を磨くことである。  

どちらかというと、前者が言語的な知性を働かせることによって成し遂げられるものであるのに対し

て、後者は感覚的な知性を働かせることによって成し遂げられるものではないかと思っている。オラ

ンダ語という第二外国語を学び始めの私にとって、オランダ語に関する私の言語世界があまりに貧

弱であるため、逆にその欠陥を補うかのように、感覚世界が鋭敏になっているのを日々感じるの

だ。  

日本人同士で日本語を話している時にも、私たちはこの感覚的な推測能力を活用しているのだが、

それが母国語でのコミュニケーションであるがゆえに、普段それはほとんど意識されることはない。
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また英語に習熟すればするほど、英語で会話をしている時にも発揮されるそうした感覚的な推測能

力の重要性も忘れがちになってしまう。  

非英語圏に来て感じるのは、前頭前野という言語や思考を司る脳の部位が活性化されること以上

に、「爬虫類脳」とも形容される脳幹などの動物的な感覚を司る脳の部位が多いに活性化されてい

るのではなないか、ということだ。  

そのようなことを考えていると、爬虫類脳を私以上に活性化させて、元気一杯にカートを引きずりな

がらスーパーを駆け回っている女の子と男の子が目に入った。すると、三歳ぐらいの弟の男の子が

私の目の前で転んでしまった。そんなことをお構いなしに走り去る五歳ぐらいの姉。  

カートから果物とペットボトルの飲み物がひっくり返り、その男の子は膝を少し擦りむいてしまったよ

うで、泣き出しそうになっていた。私は居ても立っても居られなくなったので、カートからひっくり返っ

たものを元に戻してあげ、その男の子に声をかけようとした。この状況は間違いなく言葉が必要だと

思ったが、オランダ語で声をかけることができなかっため、英語を解禁させることになった・・・。  

どうやら英語が達者なオランダ人といえども、三歳の時はまだ英語教育を受けていないみたいであ

り、私の声掛けに対してその男の子はきょとんとしていた。そのため、 後に頭を撫でてあげると、

泣きそうになっていた表情が消え去り、先ほどの元気一杯の表情に戻ったのだった。  

後にレジで会計を済ませる時が来た。この状況においてやり取りされるパターンは全て把握済み

だと高を括っていたところ、新しい意外なパターンが出現した。オランダの全ての店がそうではない

と思うのだが、このJUMBOというスーパーでは、なんと会計が全て四捨五入されるのだ。  

日本円で言うところの、1円や5円を使う状況は現れず、10円以下は全て四捨五入されるのだ。 初

このスーパーで買い物をした時、お釣りの計算が違うのではないかと思ったが、どうやら会計は四

捨五入する仕組みらしいのだ。このような生活をしていて、オランダ人の計算力は落ちないのかと

疑問に思った。  

今回意外な新しいパターンだったというのは、いつもは四捨五入の切り捨てパターンだったが、今

日は初めて切り上げのパターンが現れたのだ。先ほどの男の子の一件からは再びオランダ語に思
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考を切り替えていたので、一瞬戸惑ったが、無事に今日の買い物では大人に対しては全てオラン

ダ語で乗り切ることができた。  

しかし、オランダ語の壁は河川を架橋するあの「ぬりかべ」よりも遥かに高い。  

334. 本格的なオランダ語学習の始動 

いくら多くのオランダ人が英語が達者だとしても、オランダでは極力オランダ語を使って生活しようと

決心した。これは幾つかの理由に基づく。  

一つ目は、オランダの公用語はやはりオランダ語であり、この国の文化の土壌はオランダ語によっ

て育まれたものであるため、オランダ語を理解しなければこの国の文化を真に理解することはでき

ない、ということである。オランダ人同士は当然オランダ語で話し合い、街の標識や店にある商品も

オランダ語で表記されており、オランダ人の生活はやはりオランダ語で成り立っているのである。  

そうしたことを考えると、真の意味でオランダの文化に入り込んでいくためには、オランダ語を習得

することが不可欠なのだ。そもそも、母国語がオランダ語の国において英語で乗り切ろうとするのは、

オランダ文化に対する侮辱であり、尊敬の念をひどく欠いた生き方だと思ったのだ。  

何も学術的な内容をオランダ語でしゃべれるようになる必要はないのだ。これは実際にフローニン

ゲン大学が多くのプログラムを英語で提供していることからも、オランダ語で高度な学術用語を操れ

る必要性は高くないことを暗に示している。  

ただし、日常会話を英語で済ませようとするのは、オランダ人がこれまで長大な時間をかけて作り上

げたオランダ語空間に対する侮辱と汚染であると思うようになったのだ。そうした理由から、まずはスー

パーなどの買い物では極力英語を使わないようにし始め、オランダ語で日常生活を営めるように勉

強を始めたのである。  

二つ目の理由は、オランダ語の世界が持つ豊饒さである。私はオランダに来る前は、オランダ語の

深さを軽んじていたのだと思う。というのも、オランダ語はオランダやベルギーの一部の地域、そし
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て旧植民地国のスリナムなどを含めても、世界でわずか2000万人しか使用しないマイナーな言語

だとみなしていたのだ。  

しかしながら、その言語を母国語で話せる人数が問題なのではないのだ。量ではなく、その言語が

持つ文化的な深さや質が重要なのだと考えを改めたのである。質的な観点で見た時にも、実はオ

ランダ語はフランス語やドイツ語などの他の主要なヨーロッパ言語にも劣らない深さを持っていると

わかったのである。  

これに気付かせくれたのは、優れたオランダ語の書籍が街の古書店に多数置かれていることであっ

たり、オランダ国内のアカデミックの世界においてもオランダ語で多数の論文が執筆されているとい

うことを目の当たりにしたことである。また歴史的に見ても、フランスの哲学者デカルトは、実はオラ

ンダで隠遁生活を始めてから旺盛な思索活動を開始し、実際にオランダ語で多数の哲学書を残し

ているのだ。  

さらに、スピノザはオランダを代表する哲学者であり、彼の哲学思想を少しずつ理解したいと思って

いた私にとって、やはり彼の原著を読む必要があるのだ。デカルトやスピノザを始め、多くの学者が

オランダ語を用いて思索活動を行っていたという事実によっても、オランダ語が深い思索を担保す

る豊饒な言語であると思い知ったのだ。  

三つ目の理由は、確かにオランダ人の「多く」は英語が達者なのだが、すべてのオランダ人が流暢

に英語を話せるわけではないのだ。特に年配の方は、英語教育がそれほど浸透していなかった時

代に教育を受けていた可能性が高く、年配者よりも若年者の方が英語を流暢に話せる。感覚的に

は30代以下のオランダ人は間違いなくほぼすべての人が英語を流暢に喋れるが、それ以上の上

の世代は職種によって英語力がまばらであるという印象を持っている。  

これは 初の理由と重なっているかもしれないが、英語があまり達者ではないオランダ人に英語で

話しかけると、相手はやはり少し身構えるようなのだ。これは相手の表情の筋肉や醸し出す精神エ

ネルギーの流れが変化することを観察すれば一目瞭然である。  

人は誰でも親しみのある言語空間に異質な言語が投げ入れられた時、身構えてしまうものである。

これは日本語という単一言語を扱う日本人の中でも起こることだと思っている。これは自分の経験談
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であるが、私は小学校の低学年から高校までを山口県で育ち、山口弁で生活をしていたのだ。私

自身は東京生まれであり、その後の大学生活は東京で過ごしていたため、徐々に本来の標準語が

自分の中で支配的な言語になっていった。そうした状況の中、久しぶりに地元に帰ると、友人たち

は私のしゃべる標準語に違和感を示すようなのだ。  

こうした違和感はやはり、山口弁という特殊な言語空間に標準語という異質な言語が混入してきた

ために生じたものなのだと思う。こうした違和感を抱えた状態で身構えたままでは、お互いのコミュ

ニケーションの中に不要な境界線が出来上がってしまうような感覚を覚えるのだ。  

そうしたこともあり、短期的な目標としては、生活言語をオランダ語に徐々に移行していきたいと思う。

また長期的な目標としては、スピノザの原著や自分の研究領域の論文をオランダ語で読みこなせる

ようになりたいと思う。どちらの目標も「深く生きる」という共通の考え方から派生していることに変わり

はない。  

335. 流れ込む音楽世界 

いよいよフローニンゲンも秋に入ってきたようだ。今日の 高気温は20度に満たない。どんよりとし

た雲が私の手前に見え、青空と薄い雲が彼方に見える。  

今朝起きてから、数日前に見た夢について少し考えていた。その夢の中では、幾つかのクラシック

音楽の楽曲が組み合わさり、大伽藍となって私の目の前に立ち現れ、色鮮やかに輝きながら動い

ているのである。その輝きは正直なところ、肉眼で太陽を見るよりも遥かに眩しかった。  

夢の中でこれほどまでに煌びやかな輝きを目撃することはあまりない。複数の楽曲が合成されるこ

とによって生み出された目もくらむような光を放つ大伽藍の中に私はいたのだ。  

これはもちろん、先日の欧州小旅行でシューマン、メンデルスゾーン、バッハなどの偉大な音楽家

の博物館を訪れたことと関係しているだろう。博物館を訪れたことによって、彼らの音楽世界がより

近づいてきたことは間違いない。  

© YOHEI KATO 2016 !29



ただし、その夢で現れた大伽藍は優しく私に近づいてきたというよりも、怒涛に迫り来るような何か

だったのだ。夢の中で合成されていた楽曲がそれぞれ何だったのかは定かではないが、仮に彼ら

三人の楽曲が組み合わさったものが自分に迫ってきていたのであれば、それは耐えることができな

いというのも納得出来る。  

彼らが自分の楽曲を生み出すまでにはクラシック音楽の長い歴史があったはずであるし、彼らの時

代から私が生きている現代までに積み重ねられた膨大な歴史もある。その大伽藍は、まさにそうし

た歴史の巨大な産物であるかのような重みを持っていたのだ。  

そもそもなぜこのような大伽藍を私は夢の中で知覚することになったのだろうか？一つには、欧州

小旅行をきっかけとして私の中で感覚の純化が起こったからかもしれない。おそらくこうした現象を

知覚する意識状態というのは、微細な意識状態（sutble states of consciousness）なのだと思う。  

微細な意識状態に参入し、そこで微細な現象を意識的に知覚するためには感覚の純化が不可欠

だと思うようになっている。感覚の中に不純物が混入している場合、これほどまでに色鮮やかで壮

麗な現象を知覚することはできないと思われるのだ。  

感覚の純化によって、日常世界と夢の世界の双方で微細な現象をより把捉することができるように

なってきているのは間違いないが、これは私を苦しめることにもつながっているのは確かなようだ。

今の私にとって重要なのは、微細な現象を把握できることではなく、微細な現象を生み出す何かを

直接掴んでいくことなのだ。  

微細な現象に耽溺するとき、その現象を生み出す何かはするりと自分の手からこぼれ落ちてしまう

感覚がしているのだ。結局のところ、この大伽藍が現れた夢は、光も影も見てはならないという警告

を私に発してくれていたのかもしれない。  

影を生む「それ」を見なければならない。光を反射する「それ」を見なければならない。影と光に騙さ

れてはならないのだ。影を生む「それ」と光を反射する「それ」を掴む必要があり、もしかしたらそれ

が本当の自分なのかもしれない。8/29/2016  
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336.語学センターを活用したオランダ語の本格的学習 

今日は五年振りに自分の外国語が通用しないことに対して、自虐的な笑いが込み上げてきた。日々

の生活の中で少しずつオランダ語を話すようにしており、九月からはオランダ人の先生に付いてオ

ランダ語を本格的に学ぶことにした。  

フローニンゲン大学は様々な外国語を学べる語学センターを持っており、留学生や海外から来た

職員に対して親切にもオランダ語のコースを無料で提供している。九月からは修士論文の指導を

受けるのと一つのクラスしか履修していないため、週二日間オランダ語を学ぶことにした。  

今日は語学センターでその登録を済ませようとしていたのだ。語学センターに到着すると、どこで履

修登録ができるのかわからなかったため、一階の案内所で質問することにした。そこには三人の中

年男性が待機していた。  

私：「Hallo, hoe gaat het met je?（こんにちは、ご機嫌いかがですか？）」  

男性A：「？？？？えっ？（英語）」  

私：「あっ、今、オランダ語で『こんにちは、ご機嫌いかがですか？』って言ったんですけど（苦笑）」  

男性A＆B：「今のは早すぎだろ！（笑）」  

男性C：「俺たちオランダ人よりも早すぎで全く聞き取れなかった（笑）」  

私：「早すぎましたか？（笑）」  

男性A：「もう一回言ってみて。」  

私：「Hoi, hoe gaat het met je?」  

男性A：「あぁ、それはこうやって発音するだよ（手本の提示）。あと、この場では “je”よりも “u”の方

がいいね。よりフォーマルだから。」  
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私：「そうなんですね。ありがとうございます。オランダ語のコースの履修登録をしたいのですが、どこ

でできますか？」  

男性A：「一つ上のフロアだよ。」  

男性B：「四週間ぐらい勉強すれば俺たちとオランダ語で話せるようになると思うから頑張って！」  

そのような激励の言葉をかけてもらったが、英語で言うと “Hello, how are you?”が通じなかったレ

ベルであるため、現時点での自分のオランダ語力の無さをひどく痛感した。これまでのスーパーで

の買い物においては、 “How are you?”を使うような状況はなかったため、今日は語学センターに

行く前にこの表現を十分に仕込んでいたつもりだったのだ。  

事前にグーグル翻訳を使って表現と音を何度も確かめていたのだが、実際の会話の場面において

通じなかったことは少なからず落胆させられるものがあった。これほどまでに自分の外国語が通用

しなかったのは、五年前に米国に渡った時以来のことだったので、それはそれで新鮮だった——も

ちろん当時の英語の方が幾分ましだったと思うが、スピーキングに関しては大して差がないかもし

れない。  

九月から週二回オランダ語のレッスンを受けることによって、自分のオランダ語力がどれほどまで向

上するのか非常に楽しみである。親切にも案内場の男性たちはいつでもオランダ語の練習相手に

なってくれると言っていたので、これから新しい表現を覚えるたびに彼らとオランダ語で会話をした

いと思う。  

それにしても、ここ何年も日常生活の中で日本語で話し言葉を使って他者とコミュニケーションする

ことすらほとんどなかったため、他者と話し言葉でコミュニケーションするということと、しかもそれを

オランダ語で行うというのは、自分にとって極めて新鮮な実践だと思った。  

書き言葉の世界だけに居続けるのは確かに不健全かもしれないので、九月からの語学センター通

いによってそのあたりの調和を図れるかもしれない、と期待している。  
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337. 成人発達研究におけるカタストロフィへの注目 

一昨日、昨日とフローニンゲンも夏らしい気温であった。その余波からか、今日も比較的気温の高

い一日となるようだ。しかし、明日から再び夏らしからぬ涼しい日々になるそうだ。  

今朝は 初に、ヴァン・ダイクとヴァン・ギアートの共著論文 “Wobbles, humps, and sudden jumps: 

A case study of continuity, discontinuity and variability in spatial prepositions”を読んでいた。ど

ちらの研究者も共に、フローニンゲン大学の発達科学研究を支える中心的な人物であるが、ヴァン・

ダイクはまだ若い女性の研究者であり、ヴァン・ギアートは公式的にはすでに学術世界から引退を

している。  

今年の一月にフローニンゲン大学を訪れた時に、偶然ヴァン・ダイク教授の研究室の前を通りかか

り、ちょうど彼女のオフィス・アワーであったため、研究室のドアが開いていることを目撃した。彼女

の顔を見た瞬間にヴァン・ダイクだということがわかったので話しかけようと思ったが、熱心に論文を

読んでいたため、結局話しかけることをしなかったことをふと思い出した。  

この論文は、ダイナミックシステム理論を活用した発達研究において 重要とも言える、発達の連

続過程と非連続過程について言及している。より詳しく述べると、この論文は「発達の（非）連続性」

の定義を明確にし、幼児の言語発達において発達の連続性と非連続性がどのように現れるのかを

調査している。  

論文の後半は、ダイナミックシステム理論に関する深い理解もさることながら、かなり高度な統計学

的知識がないと読みこなすことができない。そのため、統計学の理解がまだ不十分である私にとっ

て、後半部分を正確に読み解くことは難しかった。  

しかし、この論文を読むことによって新しい発見があったのも事実である。発達の非連続性につい

て研究する際に、フランスの数学者ルネ・トムが提唱した「カタストロフィ理論」が用いられることがよ

くある。カタストロフィとは急激な変化を示す現象のことである。  
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発達プロセスを観察すると、ある段階から次の段階へ移行する時には必ず突発的な変化が生じて

おり、それは基本的には「発達の非連続性」と呼ばれるが、その現象がこの論文で触れられている

九つの基準に合致した時に「カタストロフィ」と呼ばれる、とイメージしていただきたい。  

カタストロフィ理論を発達科学の研究に適用した先駆者は、現在アムステルダム大学で教鞭をとっ

ているヴァン・ダー・マースである。実際に、彼の研究成果は複雑性科学と発達科学を架橋させた

様々な論文において頻繁に引き合いに出されている。  

この論文もヴァン・ダー・マースの研究に触れており、非連続的な現象の中でも特殊な発達現象で

ある「カタストロフィ」を特定する九つの基準と検証方法が参考になった。成人の知性や能力の発達

において、非連続的な現象が見られることは種々の研究によって明らかになっているが、突発的な

変化を示すカタストロフィに焦点を当てた研究は成人発達の領域においてほとんど見られない。  

その点を考慮すると、成人の学習プロセスを研究する時に、カタストロフィに焦点を当てることはそ

れなりに意義があるかもしれないと思ったのだ。2016/8/26  

338. 発達における共同学習や共同作業の意義 

昨日の夕方と本日の午前中にかけて、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 “The emergence of learning-teaching trajectories in education: A complex dynamic 

systems approach (2013)”を読んでいた。この論文はダイナミックシステムアプローチのシミレーショ

ン手法を駆使しながら、教師と学習者の相互作用の動的な変化プロセスを明らかにしている。  

こうした優れた論文を読んでいると改めて、シミレーション手法を活用した実証的な教育実践や人

財育成を行うことの価値を感じる。学習や成長のプロセスは実に複雑であるがゆえに、直感的な支

援に依存するのではなく、直感からどうしても漏れてしまう事柄を補完していくような科学的なアプロー

チが重要だと思うのだ。  

今年と来年にかけて、特にこうしたダイナミックシステムアプローチや教育学的実証アプローチを活

用した人財育成手法の開発と探究は私にとって重要な課題になると思っている。  
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この論文では、教師と学習者は共に複雑な動的システムとして相互作用し合い、変化のための文

脈をお互いに築き上げているという点を強調しながら調査を進めている。「文脈」と言うと、どうしても

私たちがそこに埋め込まれているもの、私たちの外側にあって私たちを取り巻くものだと認識されて

しまいがちだが、私たち一人一人の存在自体が一つの文脈として機能することによって他者と相互

作用を行っている、という視点が面白い。  

要するに、文脈とは私たちを包み込むような何かというよりも、絶えず変化する私たち自身に他なら

ないのだ。私たちという存在を構成する思考や感情なども変化する文脈なのだ。  

この論文を読みながらふと思ったのは、自分の日々の日常生活から浮かび上がってくる一つの特

徴である。どうも私には、巨大な外側の世界から自分の内側の世界を守ろうとするために、自分の

内側の世界に閉じこもりながらその世界を肥大させようとするような特徴があると気づいたのだ。こ

れは一瞬の精神的な自己防衛作用の一つだと言えるかもしれない。  

現在私が抱えている課題は、内面の肥大化と深化を区別することであり、深化の過程の中でいか

に自己を開放系として外側の世界に開いていくか、ということにありそうなのだ。得てして内面世界

を豊饒なものに深化させていくという名目の下、自分の矮小な世界の中で実践や生活を完結させ

ようとする傾向があるので、この点を少し先に進めていく必要がありそうだ。  

カート・フィッシャーが明らかにしているように、私たちは一人で学習や作業をするときには、そのパ

フォーマンスレベルは大抵の場合一定なのだ。フィッシャーの実証研究によって、他者からの支援

や他者との共同がない場合に発揮される能力水準は「機能レベル」と呼ばれるようになったが、機

能レベルの成長曲線は緩やかに連続的に推移していく。  

逆に言えば、自分一人で発揮する能力の成長にはそれほど大きな変化が伴わないのだ。一方、他

者と共に学習や作業を進めると、パフォーマンスレベルが起伏に富んだものとなる。他者からの支

援や他者との共同によって発揮される能力水準のことをフィッシャーは「 適レベル」と命名し、これ

は起伏に富んだ非連続的な成長曲線を描く。  

適レベルは常に機能レベルを上回る形で発達していき、ある意味では機能レベルを引き上げて

いくような働きを持つ。また人間という存在が本来的に動的なシステムとして互いに影響を与え合い、
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相互の発達に寄与する文脈を一緒になって築き上げているのであれば、自己の閉じられた世界に

居続ける限り、それ以上の成長は起こらないのではないかと思わされる。  

自己の健全な孤独を保持しながら外側の世界に対して積極的に関与し、起伏に富んだ文脈の中

で相互作用を行っていくための道を模索していく必要性を感じている。  

339. 言語の発達と意識の発達 

これはつい先日の欧州小旅行でも感じたことなのだが、多くの国の人にとって英語というのはもは

や外語国ではないのではないか、という考えが芽生え始めている。もちろんこれは高度な英語の読

み書きではなく、話し言葉の次元に限った話である。  

先日の旅行で訪れた国々が先進国であり、様々な国から人が訪れる観光地だったということもある

と思うが、それにしても英語を使って相手とコミュニケーションが図れないというような不自由さを感

じたことはほとんどなかった。これはまさに英語が普遍語としての地位を確固たるものとしていること

を示しているかのように感じ、いまだに英語を外国語として学習しようとしている日本の状況は、語

学的には極めて次元が低いのではないかと思わされたのだ。  

そうした母国の外国語事情に加え、ここ 近、オランダ語を学べば学ぶほど、自分の日本語力と英

語力の貧弱さに愕然とし始めているのだ。母国語である日本語ですら未成熟であり、英語ですら発

展の余地が無限に残されているということに少しばかり立ちすくんでいるのだ。  

人間は言語を扱えるようになったことに伴い、一生涯をかけて己の言語を彫琢し続けることを宿命

づけられた存在なのではないだろうか。自分の英語運搬能力が日本語運搬能力に日増しに近づ

いてきていることを実感しているのだが、日本語においても成熟の余地がこれだけ残されていること

に気づかされると、両者の言語を磨き続けていくことは生涯をかけて取り組むべき一大事業なのだ

と思う。  

構造的発達心理学の観点からも、言語の発達と意識の発達は強い相関関係があると言える。厳密

には、言語の発達による内面世界の成熟が意識の発達に他ならないため、言語の発達と意識の発

達は同じ現象を指していると言っても過言ではない。  
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確かプラグマティズムの始祖チャールズ・サンダース・パースもかつて述べていたように、言語と人

間はどちらも教育によって磨かれていくのだ。私たちは自分の言語を教育することによって、自分

たちの内面世界を涵養していくのである。  

オランダに来てからも、毎日新しい日本語表現や語彙を発見し、それは英語においても同じである。

これは自分の言語世界が未熟であることの証左なのだが、それは悲観するべきことではない。逆に

それは、私の内面世界を成熟させる機会がこれからも多いに存在することを示すものであり、成熟

に伴って新たな意味世界が開けていくことへの純粋な喜びを経験できる機会が豊富に残されてい

ることを示しているのだ。  

現段階においては「純粋な喜び」としか表現できないが、これこそがまさに、意味構築活動を宿命

づけられた私たちが意味世界を開拓していくことへの大きな隠れた動機なのではないかと思ってい

る。意味世界の開拓に伴って、新たな苦痛が生じるのは不可避であるが、それでも新たな意味世

界が開けていくことへの純粋な喜びは、私たちの進化を支える根源的な感情だと思うのだ。  

こうした根源的な感情に支えられながら、私は自分の言語を磨き続けるということを生涯にわたって

遂行していきたいと思う。ダイナミックシステム理論に習熟するということ以上に、自分の言語に習熟

していくことをオランダという土地で突きつけられているような気がするのだ。  

340. 偉大な創造者の共通点 

相変わらず専門書や論文を読むか、何か文章を書くかで満たされている毎日である。読むことと書

くことによって満たされている毎日に自己を預けてみると、自分の中で何かが満たされているのを確

かに感じる。そう考えると、やはり自分にとって読むことと書くことは生きていくために不可欠な実践

なのだと思う。  

そうした日常に 近はオランダ語の学習が加わった。新たな言語を学習するというこの実践を通じ

て、人と話すことの中にも充実感を見出したい。  
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今の私はそうした日々をフローニンゲンで送っている。今日は時間に余裕があるため、欧州小旅行

の写真や資料を整理していた。特に自分が撮影した写真を眺めていると、何に一番関心を示して

いたかというと、偉大な創造者たちが残した手書きのメモや日記類だった。  

先日の欧州小旅行の時にライプチヒで 初に訪れたシューマン博物館では、シューマンが手書き

で残した日記や楽譜を気の済むまで眺めていた。これはその後に訪れた他の音楽家や哲学者の

博物館においても同様である。  

彼らの探究過程を観察していると、興味深いことに気づいた。偉大な創造者たちは例外なく、自分

の手を動かし、何かを書きながら絶えず考え続けていた、ということである。  

例えば、シューマン、メンデルスゾーン、バッハなどの音楽家であれば、作曲活動に絶えず従事し、

その過程で膨大なメモや日記を残しているのである。彼らが残したメモや日記をよくよく観察してみ

ると、それらは作曲活動に直接結びつくようなものであるとは限らず、中には購入したパンの値段を

律儀に書き残している者もいたのだ。  

もしかしたら一般的な考え方と反しているかもしれないが、メモや日記というのは後から見返すため

にとるようなものではなく、その瞬間における思念や感情を外に表出するためにメモや日記をとるこ

とが重要なのだと思う。「偉大な創造者はあちらの世界のものをこちらの世界に降ろしてくる」という

ことをよく耳にするが、あちらの世界のものをこちらの世界に降ろすためには、その道管役となる本

人の中で密なエネルギーが流れる状態になっていなければならないのだ。  

もし仮に日々の雑多な思念や感情が内側に溜まったままであると、この創造エネルギーの流れが

滞ってしまうのではないだろうか。あるいは極言すると、創造エネルギーというものは本質的に、何

かを創造しようとして絶えず外側に自己を表現している者にしか流れないのではないか、と考えて

いる。  

さらに興味深かったのは、そうした偉大な創造者たちが書き残す文字は極めて小さいのだ。緻密な

文字でびっしり埋められたメモや日記には、何か私たちを圧倒させるようなものがある。  
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緻密な文字が緻密な思考を担保するとは限らないかもしれないが、緻密な文字が自分の内側から

外側へ出て行くというのは、本人の中に緻密な創造エネルギーが流れており、それが外側に表出

されるときに緻密な文字としての形を持つのではないかと思わされる。  

まさにこうした緻密な創造エネルギーというのは、構造的発達心理学の観点においても、高度な段

階に到達した人の中に流れているものなのである。高度な段階に至れば至るほど、微細な現象を

把握することができるようになるというのはよく言われることであるが、それを可能にするのは微細か

つ緻密なエネルギーがあってこそなのだと思うのだ。  

こうした微細かつ緻密なエネルギーを自己にもたらすために、偉大な創造者たちは意識的にせよ

無意識的にせよ、自分の手を動かしながらメモや日記をとっていたのかもしれないと思わされた。

2016/8/27  
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