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1221. ピアジェの発達段階理論に関する誤解 

先日、知人の方から、日本の教育学者の方たちが、ピアジェの発達段階理論を極端に否定する傾

向にあることを聞いた。実際にいくつかの議論を教えていただいたところ、その議論の進め方は、

非常に乱暴であったことにひどく驚いた。 

ピアジェが発達段階理論を提唱して以降、ピアジェの理論に対する反証研究がなされ、ピアジェ理

論の一部に誤りが見つかったことは確かである。しかし、それれらの研究は、発達段階の存在その

ものを否定するようなものではなく、ピアジェの発達理論を根幹から否定するようなものではなかっ

た。 

具体的に何が反証されたかというと、子供たちの発達過程の中に「固定的（不変的）」な発達段階

が存在するというピアジェの主張である。広く知られているように、ピアジェは、感覚操作段階から具

体的操作段階を経て、形式操作段階に至るという発達理論を提唱した。例えば、ここでピアジェは、

一つの課題に対して子供たちが発揮する具体的操作段階の能力を持ってして、他の領域におけ

るその子供の能力を具体的操作段階のそれだとみなすような理論を構築していた。 

しかし、後年ピアジェ自身、自らのそうした理論的誤りを修正しようと試み、拙書『成人発達理論によ

る能力の成長』のコラムで紹介しているように、「垂直的な溝」や「水平的な溝」という概念を用いな

がら、発達段階というものが、与えられる課題に応じて変動することを指摘している。 

ピアジェの理論に対する反証実験とは、まさに、課題が異なれば、子供たちは全く異なる段階の能

力を発揮しうる、ということを示すものだったのだ。ゆえに、これは発達段階の存在そのものを否定

するようなものではなく、発達段階の固定性（不変性）を否定するような実証結果であった。そして、

発達段階の存在や性質に関して、これらの反証実験をもってして、その議論が収束したと思いがち

な教育学者が日本にいるようだ。 

実際には、発達段階の存在や発達段階の性質に関する議論は、1960年代以降において活発に

行なわれている。一昨年読んだ論文“The stage question in cognitive-developmental theory 

(1978)”には、カート・フィッシャーを含め、ジョン・フラヴェルやジュネーブ大学でピアジェに直接師

事をしていたアネット・カミロフ=スミスといった発達科学の重鎮たちが、発達段階について様々な角
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度から意見を寄せている。また、2000年代に入ると、複雑性科学の観点を導入した、より高度な次

元で発達段階の存在とその性質に関する議論が展開され始めている。特に、ダイナミックシステム

理論を幼児の身体運動の発達に適用したエスター・セレンと、ダイナミックシステム理論を認知的発

達研究に適用したポール・ヴァン・ギアートとの間でなされた議論が有名である。 

前者は「ブルーミントン学派」に属し、後者は「フローニンゲン学派」に属し、両者の発達思想の違

いとその論争については、以前の日記で紹介したように思う。そのため、両者の議論の詳細につい

ては省略するが、セレンは確かに、固定的な発達構造を否定しながらも、発達にはプロセスがあり、

それは行動や環境との相互作用によって「緩やかに構築されるもの（softly assembled）」として捉え

ている。 

一方、ヴァン・ギアートも、ピアジェの固定的な発達構造モデルを否定しながらも、無数の発達領域

におけるいずれの能力も、時間の経過とともに徐々に構築されていくものであり、それは与えられた

課題や置かれている環境によって大きく変動する余地を持っている、ということを実証結果から明ら

かにした。 

端的に述べてしまうと、現在の発達科学の世界において、「ピアジェの発達理論は学術的に認めら

れていない」などという乱暴な発言を述べることは間違ってもできない。私たちの持つ多様な能力

は、変動性を備えた発達プロセスを持っているという考え方に関して、ダイナミックシステム理論に

造詣の深い現代の発達科学者はほぼ一致した見解を持っている。また、発達理論は教育実践に

有益ではない、という考え方も日本の教育学者の中で共有されている傾向にあるようだ。この傾向

も大きな問題があるように思える。 

発達科学の知見は、絶えず教育的な実証研究にさらされる形で発展してきたという特徴を持ってい

る。また実際に、私が在籍していたレクティカの試みやフィッシャーが参画していたニューヨークのロ

ス・スクール（Ross School）などは、発達理論を根幹に据えて教育実践を行い、その教育効果につ

いても実証研究を重ねている。さらに、過去の偉大な教育思想家であるモンテッソーリやシュタイナー

の思想は、まさに発達理論に裏打ちされており、ジョン・デューイもジョージ・ハーバート・ミードの発

達思想に多大な影響を受けており、彼らはすべて、発達理論を基礎に据えた教育実践を提唱して

いたと言えるだろう。 
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最後に、上記の中で登場したポール・ヴァンギアートも含め、近年の発達科学において「発達」とい

う現象がどのように扱われているのかは、私の論文アドバイザーであるサスキア・クネン教授が編集

した書籍“A Dynamic Systems Approach to Adolescent Development (2012)”が非常に参考になる

だろう。2017/6/26 

1222. インテグラル・ジャパン代表鈴木規夫さんとの『成人発達理論による能力の成長』の　　　　　
出版記念対談より 

先日、インテグラル・ジャパン代表の鈴木規夫さんと『成人発達理論による能力の成長』の出版記

念対談をさせていただいた。対談の冒頭で、カート・フィッシャーの理論とロバート・キーガンの理論

の関係について質問を受け、その点についてもう少し補足が必要だと思った。書籍の中では、前者

の理論を「能力」を扱うものとし、後者の理論を「器」を扱うものとして紹介している。 

執筆時において、この説明の仕方が読者にとっては最も理解しやすいのではないかと思ったため、

そのような分類をした。しかし、対談の中で述べたように、実際には、フィッシャーの理論はキーガン

の理論を包摂する関係になっていると私は考えている。これはあくまで、理論的な包摂関係である。

テオ・ドーソンやザック・スタインのように、発達理論をメタ的に研究する学者の間では、前者の理論

がしばしば「領域全般型モデル」と呼ばれるのに対し、後者は「領域特定型モデル」と呼ばれる。 

これは、フィッシャーの理論モデルは、多様な発達領域における成長プロセスを説明するモデルで

あるのに対し、キーガンの理論モデルは、ある一つの発達領域における成長プロセスを説明するモ

デルである、ということを意味している。また、拙書の中で具体例を挙げたように、フィッシャーの「点・

線・面・立体」の説明モデルを活用すれば、キーガンの理論が扱う意識の発達領域について説明

をすることができるのだが、その逆はできない。つまり、キーガンの意識の発達理論をもってして、

フィッシャーの理論が扱う他の発達領域の成長プロセスを説明することはできないのだ。 

これがまさに、キーガンの発達理論が「領域特定型」と呼ばれる所以である。対談の中で、若干誤

解を与えてしまったかもしれないが、フィッシャーは、「スキル」というものを、特定の環境における具

体的な課題に対して発揮される能力であり、それは学習や経験によって育まれるものであると定義

している。 
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前作を含め、今作でも、キーガンが扱う意識の発達領域を「人間としての器」として捉えたが、それ

らの器はどのように発揮され、どのように育まれるだろうか。それもまさに、特定の環境における具体

的な課題に対して発揮されるものであり、それは学習や経験によって育まれるものであるがゆえに、

厳密には、それもまたフィッシャーのスキルの定義に合致するのだ。 

しかし、日本語において、「器」という言葉には特殊な語感が備わっているだろうし、「スキル」という

カタカナを聞くと、何か表面的な能力のようにみなされてしまいがちである。そうした日本語の語感

を考慮したがゆえに、私はあえて、フィッシャーの理論が扱う発達領域を「能力」と呼び、キーガンの

理論が扱う発達領域を「器」と呼ぶことにした。 

対談の中で、鈴木さんが指摘しているように、キーガンの理論が扱う意識の発達には、どこか深い

ものが内包されているのは確かである。そもそも、前作の書籍の中で紹介しているように、キーガン

は、実存心理学者のロロ・メイやヴィクトール・フランクルなどから多大な影響を受けている。そうした

心理学者の思想は、人間の実存的な特性や意味を構築する力など、私たち個人の内面の深くに

ある事柄と密接に関係しているのは間違いない。そうしたことから、キーガンが扱う意識の発達理論

には、どこか深さを漂わせるものがあるのだ。 

そうした深さを尊重して、私は「器」という言葉を当てたのである。一方で、フィッシャーの理論が扱う

能力に深さがないかというとそうではない。それは本書の中で指摘した通りである。ただし、フィッ

シャーが扱う能力領域の多くは、現実世界のより具体的な課題や実務に立脚した中で発揮される

ものであるがゆえに、実存的な深さのようなものはさほど感じられないのである。 

さらに付け加えると、キーガンが扱う発達領域は、キーガン自身が指摘するように、意味を構築する

「能力」なのである。そして、自己を取り巻く世界を認識する「能力」なのである。まさに、キーガンの

理論が扱う発達領域も、厳密には私たちの「能力」であるがゆえに、それはフィッシャーの理論に包

摂され、フィッシャーの厳密な定義における「スキル」に包摂されるものなのだ。 

しかしながら、最後に繰り返しになるが、日本語の語感として「スキル」や「器」という言葉に文化的な

意味が内包されているがゆえに、誤解を与えることを防ぐためにも、私はキーガンの理論が扱う発
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達領域を「器」と表現し、フィッシャーの理論が扱う発達領域を「能力」と呼ぶことに留めたのである。

2017/6/26 

1223. 喰らう夢 

今朝は五時に起床し、五時半より午前中の仕事に取り掛かることにした。今日は起床直後から、活

力のようなものがみなぎっているのを感じた。 

フローニンゲンの空には珍しく、今朝はうろこ雲が空に見える。ちぎれちぎれになった雲を見ている

と、昨夜の就寝前に考えていたことを思い出した。私は時折、論文や書籍のページを食べる夢を見

る。これは文字通り、夢の中の私が、論文や書籍の特定ページをちぎり、それを口に入れ、噛み、

飲み込む内容を指す。 

昨夜の就寝前にその夢について思い返していた。端的に述べると、論文や書籍の味は極めてまず

い。実は書斎の本棚に、今から百年以上も前に出版された、ジョン・ロックの“Essays on the Human 

Understanding”とアンリ・ベルグソンの“Time and Free Will”のハードカバーがあり、一度、これらの

書籍のページを食べる夢を見たことがある。 

特に後者の書籍は、ページの節々にカビのようなものが生えており、そのようなページをちぎり、そ

れを喰らうことはひどくためらわれるのだが、実際にそれを行う自分が夢の中にいたことは確かだ。

一口噛むごとに、それは吐き気を催すのだが、それでも私は少しずつページを食べ続けるというよ

うな夢の場面に出くわすことが過去にあった。 

一方、出版年が最近のものであり、印刷の紙が新しい論文を食べることに関しても、若干の抵抗が

あるのだが、上記の二冊の書物のような古書を食べる時ほどの抵抗感はない。論文を喰らう夢に関

しても、一つのページをちぎりながら、少しずつ口に運び、それを喉に入る大きさに咀嚼するような

内容を持つ。ただし、書物にせよ、論文にせよ、どちらの味も苦々しいことに違いはない。そのよう

なことが、昨夜の就寝前に思い出された。 

これらの夢が象徴していることはいくつも考えられるだろうが、そもそも、書物や論文を文字通りに食

べるという行為に着目する必要があるかもしれない。日々の生活の様子から、なぜ私がそのような
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夢を見るのかに関する理由については容易に想像することができる。しかし、このちぎるという行為

が意味する「分解」と、分解された紙を口に入れて噛むという「咀嚼」、さらには、それらを胃の中で「消

化」するということの意味は、多くのことを私に教えてくれる。 

また、ロックやベルグソンなどの書物が単に古く、時にそれらの書物にカビが生えているという理由

以外にも、それらを食べることの難しさを表す理由が見つかる。それらの古典は、長大な時の流れ

に晒され、それに耐えてきたものである。また、そうした時の流れに晒される中で、文化的なものを

含め、様々なものが古典の中に織り込まれていく形で、無数の蓄積がそこにあるのだ。そうした時の

重みや文化的な堆積が、安易にそれらの書籍を食べることを許してくれないのかもしれない。 

夢の内容を改めて思い出すと、それらをちぎり、分解するところまでは他の書籍と変わらないのだが、

特に、それらを口に入れて噛むという行為、つまり咀嚼をするということが非常に困難である。古典

と向き合うことに関する態度と方法を、もう一度考え直させてくれるような夢だ。 

先ほど見えていたちぎれ雲が、夏のフローニンゲンの早朝の空を依然として覆っている。ただし、

先ほどのように大きな塊ではなく、ちぎれ雲そのものがさらに細かくちぎれ、もはや大きな塊は見え

ない。そうしたちぎれ雲が、一つ一つ空全体の中に還っていく姿を見るにつけ、書物や論文を単に

分解するのではなく、それらを一つの全体に溶け込ませることが重要なのだと改めて知る。そのた

めに咀嚼という行為があり、そのために消化という行為があるのだろう。2017/6/27 

1224. 対談を振り返って 

昨日は、オンライン教育に関する論文を数本読み、先日ライデンの「スピノザ記念館」で購入した論

文集をいくつか読んだ。それ以外には特に何かを腰を据えて読んでいたわけではなく、知人からの

質問に回答するために、書斎にある論文や書籍を拾い読みするようなことを行っていた。残る時間

に関しては、他の諸々の仕事に従事していた。 

昨夜の就寝前は、やたらと頭が冴えており、すぐに寝付くことができなかった。しかし、それは否定

的なことではなく、私にとっては肯定的なことだった。というのも、そこで自分の頭の中で駆け巡って

いた諸々の思念や感覚が、実に肯定的な内容を持つものであり、同時に、絵も言わぬ躍動性に満

ちていたからである。そのおかげもあってか、今日は起床直後から、いつも以上に午前中の仕事に
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向かう気持ちが晴れ渡っていた。そうした気分の中、先日行われた、鈴木規夫さんとの対談につい

て振り返っていた。 

ちょうど昨日、対談音声を自分でも再度聞き返した。聞き返してみると、その瞬間になぜ自分がそ

のような回答をしているのか不思議に思うような箇所や、説明が不十分な箇所が散見された。また、

細かな事実上の誤りなどもあり（例：フィッシャーは確かにイェール大学を卒業しているが、それは

学士の時であり、バラス・スキナーに師事し、ハトの研究に従事して博士号を取得したのはハーバー

ド大学である）、話し言葉をその場で生み出していくことの難しさを再確認させられ、私自身には人

に何かを話すことの適性があまりないのかもしれないと思わせるには十分であった。 

対談の中で、あえて修士号に留まっている理由についての質問があったが、録音を聴き直してみ

ると、あの時に語っているほどに単純な理由ではないことに気づく。確かに今の私は、学術研究に

並行する形で、日本企業と協働させていただく機会を得ている。純粋な学術研究以外にも、仕事

があるというのは、現時点で博士号に進んでいないことの一つの理由なのは確かだ。欧米の大学

院における博士課程の知的鍛錬の厳格さを十分承知しているが、それ以上に重要な理由は、博

士課程のように、学術機関に完全に組み込まれる形では探究できないものがあるということが大き

いだろう。 

例えば、以前紹介したように、フローニンゲン大学の場合、博士課程に進む者は、学生として扱わ

れるのではなく、一人の研究者として大学の従業員として扱われる。日本であれば、博士課程に進

学する際には、学費を払うことになるだろうが、欧米の一流校の博士課程において、学費を払うこと

はなく、それどころか、生活費などが支給される。中でも、オランダを含め、欧州の一流校における

博士課程では、研究者として大学から雇われる形態を取るため、給与が支払われる。学術探究をし

ながら給与が支給されるというのは、それは非常に恵まれた待遇なのだが、そこには雇用者の存在

があるがゆえに、完全に自由な探究活動に打ち込むことは難しい。 

博士課程に在籍している友人に話を伺ってみると、もちろん、研究テーマの設定に関して自由裁

量が与えられているし、研究テーマに関する知識や技術が不足していると感じるのであれば、大学

内や大学外で提供されている講義に自由に参加することができる。彼らは、海外の学会に行くにも、
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他の大学で提供されるワークショプに参加するにも、フローニンゲン大学からの資金的援助がある。

そうした環境の中で、探究活動に勤しむことができるというは大変恵まれている。 

しかし、そうした大学の庇護下にあっては、今私が行っているような、自分の研究とは無関係な書籍

や論文を旺盛に読み進めていくことはなかなか難しい。少なくとも、後二、三年ほどは、自分の研究

テーマと直接的な関係はないのだが、自分を捉えてやまない書籍や論文を読むことを優先させた

い、という思いが強くある。そのため、現在の私はあえて博士課程に進んでいないというのが実情

だ。　 

対談の中で、三つ目の修士号を取得した後に、博士課程に進む意志を表明していたが、実際には、

三つ目の修士号を取得した次の一年に、米国で四つ目の修士号を取得するか、フローニンゲンに

もう一年ほど滞在する中で、査読付き論文をいくつか執筆することを選ぶかもしれない。いずれに

せよ、ここからの二、三年は、博士課程における厳格な知的訓練に向けた準備期間として、研究テー

マと直接的に関係しない書籍や論文を旺盛に読み、その過程の中で文章を書き続けることを行い

たい。2017/6/27 

【追記】 

この日記で指摘されているように、学術機関に所属することの窮屈さを感じ、博士課程に進学する

ことは当分見送っている。そもそも博士号を取得することの目的が大学教授になるということであれ

ば、なおさら博士課程に進学する意義は自分にとって薄れる。とにかく大学に雇われないようにす

ること。特定の個人や組織から雇われることを避けること。それを自らに課す。そうでなければ、自分

が真に望む探究活動や創造活動に従事することなどできないのだ。そのようなことを改めて思う。フ

ローニンゲン：2018/7/15（日）12:50 

1225. 灰色の影と前進 

今日は午前中に、スピノザ記念館で先日購入した論文集を二つほど読んだ。どちらも小冊子であり、

一つは、心身問題に関するスピノザの観点を主に扱うものであり、もう一つは、経済学者としてのス

ピノザを扱っているものであった。当然ながらどちらも面白く読み進めていたのだが、スピノザが「利
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子」という概念を深く掘り下げていることは、特に興味深かった。スピノザの論文集を読んだところで、

日本のある研究組織と現在進めている調査に関する仕事に取り掛かった。 

私はつくづく、協働者に恵まれていると思う。今回の調査にあたり、当該組織の研究員の方が作っ

てくださった資料を拝見しながら、特にそうしたことを思った。また、資料を改めて何度も読み返して

いると、今回の調査の意義を再確認すると共に、こうした調査を通じて、企業社会における具体的

な課題や問題に絶えず取り組んでいくことは、私にとって大きな意味を持つことを実感した。 

資料に記載されている大枠の情報と図表を頭にしまい込み、昼食前に、四日分の食料を購入しに

買い物に出かけた。少しばかり雲がかった空の下、今日の気温は相変わらず涼しい。七月になろう

というのに、外出する際には長袖を着用する必要があった。 

行きつけのチーズ屋に向かう最中、具体的な社会的課題に取り組み続けることの意味と意義につ

いて、絶えず考えていた。その意味と意義は、今の私の中でかなり明確となっており、その取り組み

に従事し続けることに関して何らの迷いもない。また、課題へ取り組む手段的な側面においても、そ

れは科学的かつ哲学的なものでなければならない、という明確な意思がある。 

しかし、そうした意思の背後に、灰色の影が見えた。今の私は、科学的かつ哲学的な探究を継続さ

せ、その探究の成果の一端をなんとかして社会の具体的な課題に適用することを希求し、それを一

生涯にわたって継続させていきたいと思っている。私の脳裏によぎった灰色の影というのは、そうし

た試みを一生涯にわたって行うことの限界を暗示させるようなものだった。それは、人間誰しもが最

終的には感じざるをえない衰えに関するものだった。 

前の学期に履修していた「成人発達とキャリアディベロップメント」のコースの中で、改めて「結晶化

知性（crystallized intelligence）」と「流動的知性（fluid intelligence）」について考える機会があった。 

科学的かつ哲学的な探究とそれを基にした実践活動は、流動的知性以上に、結晶化知性を活用

するものであり、その知性は一生涯にわたって育まれていくということを考えながらも、そうした理性

的な論理をもってしては、私を取り巻く灰色の影が消えることはなかった。 
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行きつけのチーズ屋に到着した私は、店主の女性に挨拶をし、会話を交わした。この世界におい

て、一体いくつの街が私にとっての「故郷」と呼べるのか、その数を数えたことはないが、もはやフロー

ニンゲンの街は、自分にとっての故郷だと思えるようになってきている。 

一つの大きな空間の中に、フローニンゲンという街がたたずんでいるように、フローニンゲンという街

の中に、私という存在がたたずんでいる。あるいは、この街に溶け込んでいると形容していいかもし

れない。自然体であることを許す、こうした感覚が、この街を私にとっての故郷だと感じさせ始めて

いるのだろう。チーズ屋の店主から、今日は少しばかり新しいオランダ語を教えてもらった。 

人とのそうした一つ一つの交流が、今の私にはとても貴重なもののように思えた。チーズ屋を後にし

は私は、軽やかな足取りで自宅に戻ることにした。ぬぐい去ることのできない灰色の影がいかに眼

前にちらついていたとしても、私は歩き続けたいと思う。毎日毎日、何度も何度も、そのように生きる

と決めたはずだ。2017/6/27 

1226. 変性意識の中の変性意識：シャーマンの夢 

早朝、眠りの意識と覚醒意識の狭間にいるとき、激しい雨音が聞こえてきた。寝室の窓を激しく打

つ雨音は、いつもとは違った朝の始まりを知らせるには十分であった。窓を叩きつけるような雨音は、

目覚まし時計のけたたましい音とは違い、とても自然な音のように思え、不快感をもたらすことは全

くなかった。寝室に置いている時計を確認すると、いつもより幾分多く睡眠を取っていたようである。

そのためもあってか、心身の調子はいたって良好であった。自分の心身の状態を確認した私は、

昨夜の夢について少しばかり思い出していた。 

昨夜は夢の中で、小学校からの付き合いのある三人の旧友たちと久しぶりに会った。私たち四人

は、南米のとある国を訪れていた。町の雰囲気から察するに、それはペルーではないかと思われる。

私たちは、その地で有名な遺跡を訪ねた。 

そこには、悠久な時の流れにさらされた重厚なものが漂っていた。遺跡を見ると、当時のままの姿が

残っている箇所もあれば、一部に破損が見られるような箇所もあった。私たち四人は、遺跡内にあ

る中央広場のような場所で休憩を取ることにした。広場と言っても、そこには緑があるわけでもなく、

公園に置かれているようなベンチがあるわけでもない。それは、単に広大な空間であり、四方が古
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代の遺跡に囲まれているような場所である。その場所で私たち四人が話をしていると、広場の向こう

から一人の人物がこちらに歩み寄ってきた。 

その人物は、格好から察するに、この地の原住民であることがすぐにわかった。その人物は、スペイ

ン語のような英語を話し始め、自らがシャーマンであることを明かした。そのシャーマンは、観光客

にこの遺跡の歴史を語ることを生業にし、それに付随して、観光客に物品を売ることを行っているよ

うだ。だが、そのシャーマンは身軽な格好をしており、物品を持っているようには思えなかった。 

そのシャーマンは、この遺跡の話をすることをほとんどせず、胸ポケットから得体の知れないものを

すっと取り出した。それは、酒を飲むためのおちょこのような、小さな陶器であった。するとシャーマ

ンは、シャーマニズムの儀式で用いる精神変容のための飲料を飲まないか、と話を持ちかけてき

た。米国の大学院時代に、シャーマニズムや変性意識に関する講義を履修していた私は、その飲

料が何と呼ばれ、どのような作用を私たちの精神にもたらすかを知っていた。 

三人の友人は、英語を聞き取ることができないため、私はシャーマンの通訳として、この飲料につ

いての説明を三人にした。すると、二人の友人が関心を示し、ぜひその飲料を一杯飲みたいと申し

出た。もう一人の友人と私は、それを飲むことを控えることにした。シャーマンは、二人の友人のそ

れぞれに陶器を手渡し、その飲料を注ぎ始めた。 

本来、この飲料は、シャーマニズムの儀式の場でしか飲めないものであり、このような場所で飲むこ

とは許されていないはずなのだが、これも古代の伝統が現代経済に汚染された結果なのだろうかと

思った。 

シャーマンは、飲料を注ぎ終えると、代金を請求することもなく、静かにその場を去っていった。中

央広場の入り口の方へ向かって、振り返ることもせず、ゆっくりと遺跡から離れていくシャーマンの

背中を私はずっと眺めていた。 

この遺跡が醸し出す悠久な時間感覚の中にいた私は、シャーマンが立ち去る姿を見届けた後も、

随分と広場の入り口の方を眺めていたようだった。すると突然、その飲料を飲んだ友人の一人に精

神の異変が起こり始めた。彼の意識は、もはや通常意識の世界になく、変性意識の世界に入って

いた。しかし、それでも彼は何とか、私たちと会話ができていた。 
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最初から私は、この飲料を摂取する友人たちの看護役を買って出ようと思っていたため、その友人

が変性意識の世界に入ってからは、彼の様子を静かに見守ることにした。一方、もう一人の友人は、

飲料を摂取してから一定程度の時間が過ぎても、まだ変性意識の世界に入ることができないでい

た。彼の意識状態は、まるでほろ酔いの意識であり、完全に変性意識の世界に入っていないことが

わかった。 

とはいえ私は、その友人についても注意深く見守ることにした。すぐに立ち上がってどこかに向かっ

て歩こうとする二人の友人をなだめるように、私は、彼らをその場に座らせ続けるようにした。その時、

夢の中の私は、これが夢の中の世界であり、夢というある種の変性意識の世界の中で、二人の友

人がさらに深い変性意識に入ろうとしていることがはっきりとわかった。つまり、夢を見ている私は、

自らの意識が夢を見ている変性意識状態であるにもかかわらず、その意識の中で立ち現れた二人

の人間が、異なる層の変性意識に入ろうとしていることがわかったのである。 

しかし、それに気づいた瞬間に、私は、夢の中の自分と再び完全に一体化してしまった。飲料を摂

取した二人の友人は、時に吐き気を催しながらも、何とか全てのプロセスを辿ったようだった。精神

変容の旅から戻ってきた友人は、その間に何が起きていたのかわからないようだった。私たち四人

は、そこからさらにしばらく中央広場で休むことにした。 

夕日に照らされた遺跡は、とても美しかった。その美しさは、私たち全員の目に染み入っていた。夕

暮れの静寂さの中、一人の友人が、「九月末まで休暇なので、これからブラジルに行こう」と提案を

持ちかけた。その他の友人を含め、私も都合が悪く、ブラジルには行けない旨をその友人に伝えた。

その友人はすぐに納得したようであり、私たち四人は、この遺跡をそろそろ離れることにした。だが、

私たち四人の旅は、これからもずっと続いていくように思えた。2017/6/28 

1227. 夢の中での誤認識 

早朝未明の激しい雨は、すでにどこかに去り、今は若干の風が吹いていながらも、雨はもはや止ん

でいる。昨夜の夢について振り返っていた私は、改めてその夢が残した不思議な感覚に包まれて

いた。夢の中の何とも言い難い感覚が、未だに自分の内側に残っているような感覚である。それよ
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りもむしろ、夢の中での感覚が、私の何かを浄化し、浄化の余韻に浸っているような感覚と表現した

方が正確だろう。 

いずれにせよ、昨夜の夢が私の心身に何らかの影響をもたらしたというのは確かである。夢の振り

返りを終えた私は、午前中の仕事に取り掛かろうとした。しかし、それを遮るかのように、昨夜の中で

見ていた別の夢について思い出したのである。 

夢の中で私は、日本の都心でよく見られる、セミナーを開催できるようなビルの中にいた。そのビル

内の、ある部屋の中にいた私は、その前の夢に登場していた友人の一人と談笑をしていた。談笑

の途中で、私の視線がその部屋の右隅に向かったとき、そこに一人の英国人と二人の韓国人が地

べたに座って何やら英語で話していることに気づいた。 

英国人の英語はすぐにそれが英国訛りのものであることが分かったが、二人の韓国人の男女が話

す英語は米国英語であった。私は友人と談笑をしながらも、意識が少しばかり彼ら三人の方向に向

かっていた。あるところで、韓国人の男女が立ち上がり、即興劇を始めた。すると、友人との対話に

集中することができなくなった私は、友人に一言述べ、劇を始めた韓国人の様子を伺うことにした。 

劇が始まってみるとすぐに、それがシェイクスピアの劇であることに気づいた。先ほどまで、あれほど

流暢な英語を話していた韓国人の二人は、突如として英語ではなく、日本語でその劇をし始めた。

私は、まずその事実に驚いた。さらに私を驚かせたのは、二人の日本語がほぼ完璧なものであった

ことだ。それは二人を日本人だと思わせるには十分であった。正直なところ、その時に私は、これま

で持っていた自分の思い込みを改めなければならないと思っていた。 

つまり、私が韓国人だと思っていた二人の男女は、本当は日本人なのではないか、ということだった。

それを検証するために、劇が終わった後にでも、私は二人に話しかけようか迷った。だが、私は結

局、それをすることなく、その部屋を後にした。その部屋を出た時、廊下で思いがけない人物に遭

遇した。 

それは、先日出版した書籍に関してお世話になっていた編集者の方だった。その方は笑顔で私に

挨拶をし、「今からの出版記念セミナーが楽しみですね」と一言述べた。それを聞いた時、私はこれ
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からセミナーを開催することになっているのだと知った。その廊下の真ん中あたりに位置していた、

セミナー会場となる部屋を覗いてみると、すでに多くの人がいた。 

私は事前準備を一切しておらず、自分の格好もセミナーにふさわしくないことに対して、少しばかり

動揺していた。しかし、そうした心配も杞憂に終わり、いつの間にやら自分の格好がセミナー用のも

のに変わっていた。 

セミナー会場の部屋の廊下には、受付場所があり、その机の上に、今回のセミナーの参加者リスト

があった。参加者リストを眺めていると、編集者の方から、「この人が今回の朗読を担当してくれる声

優さんです」と一人の女性を紹介してくれた。今回の書籍は、特に物語風でもなく、登場人物のよう

なものはいないはずなのだが、なぜだか、書籍の文章を読み上げる際に、それをプロの声優の方

に行っていただくことになっていたらしい。私はその声優の方に挨拶をし、編集者の方に本の普及

状況について確認をした。 

なにやら、影響力を持つどなたかが本書を紹介してくれたようであり、それ以降、本書が多くの方の

手元に届きつつあるような状況である、ということを教えてもらった。それを聞いた時、少しばかり安

堵感がもたらされ、同時に、本書を執筆した意義のようなものを実感することができた。その確かな

感触を得たところで、私は夢から覚めた。 

夢から覚めると、第二弾の書籍が多くの人に読まれ始めているというのは夢の中の出来事であって、

現実は全くそうではないことに気づかされた。私はその事実を受け止めながら、午前中の仕事に取

り掛かることにした。2017/6/28 

1228. 意味とメンタルモデル 

今日は午後から、教育科学と複雑性科学に関する論文と、組織行動論と複雑性科学に関する論

文をまず読んだ。前者の論文は、複雑性科学の中でも極めて重要な「創発」という概念を用いたカ

リキュラム構築や、明確な意思や意図に基づいてなされる教育と無意識になされる文化的な枠組

みの吸収を区別して説明している。 
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中でも、「創発的認識論」の考え方が大変興味深く、これは、私たちは意味を獲得していく、という

考え方に異議を唱えるものだ。その代わりに、意味とは世界への関与を通じて、継続的に構築され

ていく、という考え方を持っている。つまり、意味とは、私たちが所有できるようなものではなく、世界

との絶え間ない相互作用を通じて構築されていくものなのだ。 

ここに私は、意味というのは非連続的なものではなく、連続的であるがゆえに、自己が自己であり続

けようとする根源的な性質を持つものであることを見て取った。意味というのは、やはりそれほどまで

に私たちの存在と密接に関わっているのだろう。もしかすると、意味というのは存在を規定し、逆に

存在は意味を規定するがゆえに、両者は不可分な関係にあるのかもしれない。 

夕方、小雨が降り始めた。その雨滴は量子的な小ささであり、書斎の窓から微かにその存在が確か

められた。緩やかな風が流れ、それは目の前の木々を優しく揺らしている。少しばかり開いた窓から、

小鳥の鳴き声が届けられる。しばし外界に意識を向けたところで、先ほど読んでいた二つ目の論文

について考えを巡らせていた。 

二つ目の論文は、経営学のジャーナルに記載されている論文なのだが、こうしたジャーナルに複雑

性科学の知見が取り入れられた研究が紹介されることは極めて意味のあることだと思った。正直な

ところ、複雑性科学に関するこのような理論的な論文が、経営学のジャーナルに採択されているこ

とに驚いた。というのも、本来、経営事象や経営課題というのは非常に複雑でありながらも、経営学

者の多くは、複雑性科学に造詣が深くなく、経営現象を複雑性科学の枠組みから説明した、目を

引くような論文がこれまであまりなかったからである。 

そこの論文では、私が以前から気になっていた、「ダイナミックシステムの境界問題」について二つ

の点から解説が施されていた。システムを規定し、理論モデルや数式モデルを構築する際に、この

箇所は非常に重要な論点であり、再度読み返す必要があるだろう。また、論文の中に記載されてい

た、「私たちが現実世界を把握する際に、私たちはメンタルモデルを構築せざるえをえない」という

言葉が強く印象に残っている。特に私たちが、現実世界の複雑な現象を認識し、それに関与・介

入していくためには、メンタルモデルを構築することが不可欠なのだ。 
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こうしたメンタルモデルがなければ、複雑な現象を対象化することなどできないだろうし、対象化が

なされなければ、適切な関与・介入など不可能だろう。また、対象とする現象が複雑であればある

ほど、より高度なメンタルモデルが要求されるだろう。このあたりの問題意識については、まさに第

二弾の書籍で主張したかったことである。 

先ほど、一つ目の論文について振り返る中で、意味と存在の不可分性について言及したが、私た

ちの存在はもしかすると、メンタルモデルとも不可分な関係を結んでいるように思える。また、メンタ

ルモデルというものが、世界との絶え間ない相互作用によって構築されるものであり、私たちはメン

タルモデルを通じて世界を認識し、世界に関与していくがゆえに、メンタルモデルは私たちの存在

と密接に関係しているのみならず、世界そのものに他ならないのかもしれない。2017/6/28 

1229. 雨の降る日に思うこと 

大きなハトが書斎の窓に接近し、一気に急上昇する形でさらに上空に飛び去っていった。外は相

変わらず雨模様だが、そこにはどことなく風情がある。ちょうどこの時期は、日本は梅雨に入ってい

るだろう。そして、もうしばらくすれば、そうした梅雨の時期が終わり、日本独特の夏がやってくる。 

フローニンゲンは、七月を迎えようというのに、相変わらず涼しい日々が続く。先日調査した年間の

気温データによると、七月が最も気温の高い月であるということだった。 

昨年私がフローニンゲンにやってきたのは、八月の頭であるため、まだここで七月を過ごしたことは

ない。当時の記憶を遡ると、八月もちらほら暑い日があったが、日本の暑さと比べると全く問題ない

ほどであった。年間を通して最も気温の高い来月においては、その暑さを逆に原動力とする形で自

らの仕事を進めていきたいと思う。そういえば、ここ数日は、自分の中に潜んでいる問いの悪魔が

非常におとなしかったように思う。 

悪魔的な何かに取り憑かれることもなく、淡々とした日々が続く。そうした日々に対して、一切の価

値判断は含まれない。ただ、日々がそのように過ぎ去っていくだけである。また、仮に問いの悪魔が

前面に現れたとしても、それはそういうものとして、しかるべき形で日々を過ごしていくことになるだろ

う。 
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つい先ほどまで降っていた雨が突然やむかのごとく、問いへ駆り立てる存在はどこかに消え、突如

として怒涛のような雨が降り注ぐかのごとく、そうした存在が顔を出すことがあるのは自然の成り行き

である。 

無風から微風に変わり、微風から無風に変わった。私には捉えられないものが、このように世界を

動かしていることに対して、神妙な気持ちになった。先ほど感じていた風情とは、この気持ちの中に

あるものである。 

先ほど湯船に浸かりながら、今後の博士課程での研究テーマについて少しばかり考えを巡らせて

いた。ここ数年間の探究生活により、自分の中で探究すべき主題のようなものをようやく発見できた

ように思う。だが、そうした主題を探究するには、どうしても知識と技術が必要であった。それは、探

究領域に関する知識であり、研究を進めるための方法的な技術である。振り返ってみると、米国で

取得した修士号は、発達心理学に関するものであり、オランダで取得した修士号は、タレントディベ

ロップメントとダイナミックシステム理論および非線形ダイナミクスに関するものだった。 

実は、今回の修士号を取得する以前から、自分の中では、博士課程で研究したいと思う主題があり、

ただし、それを研究するためには、多様な知識領域の基礎を確立し、技術的な基盤を固める必要

があった。そうしたこともあり、九月からの実証的教育学に関する三つ目の修士号を取得しようと思

うに至った。これをもってして、博士課程での研究に進むことができるのだが、それら三つの修士号

で得た知識と技術を活用した研究に打ち込むことができる一年間の修士プログラムが米国にあるこ

とを知っている。 

この計画は今後どのようになるかわからないが、博士課程の最後の準備として、四つ目の修士課程

に進む可能性も依然として高い。幸運にも、現在は日本企業と提携させていただく仕事も多く、学

術世界でのキャリアを急いで構築する必要に迫られていないという事情から、このような歩みを進め

ているということもある。 

だが、もっと重要な理由は、私自身の特性によるものだろう。私は昔から、学習速度が遅いため、焦っ

て何かを探究することができないのだ。まさに、ジャン=ジャック・ルソーが指摘したように、「発達は

遅い方が望ましい」という教育思想を自ら体現させる形で、ゆっくりと歩みを進めていくことが自分の
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特性に合致している。そうしたこともあり、現時点での希望としては、やはりもう一度米国に行き、そ

こで四つ目の修士号を取得してから博士課程に腰を落ち着けたいと思う。2017/6/28 

1230. 久遠の世界から 

凛とした早朝の世界が、朝もやで覆われている。書斎の窓から見える木々の葉は、風に揺られるこ

ともなく、静止画のように動きを潜めている。そんな中、葉が少し揺れたと思ったら、それは小鳥の

仕業であった。普段あれだけ美しい鳴き声を発している小鳥たちも、今日は鳴くこともなく、淡々と

生活を送っているようだ。 

書斎の窓の付近を、一羽の鳥が過ぎ去った。何らの鳴き声を発することもなしに。 

時刻は朝の六時を過ぎたところだが、自転車で通勤に向かう人たちの姿をちらほら見かけた。森閑

とした世界の中で、一瞬一瞬過ぎ去っていくものが確かにある。そんなことを思わせる早朝だ。 

昨夜は就寝前に、自己の存在を疑う感覚にまたしても見舞われた。これは、自己の虚偽性を目の

当たりにする感覚と言い換えてもいいと考えていたのだが、どちらの表現も正しくないように思え始

めた。自己の存在を疑う感覚や自己の虚偽性を目の当たりにする感覚というよりもむしろ、自己の

存在の儚さを確かな実感を伴って認識する感覚、と言い換えた方が正確かもしれない。 

また、ここで言っている「儚さ」という言葉にも特別な感覚が内包されている。それは否定的なもので

はなく、自己の重みのようなものが伴っている。自己の存在が、それがいかに短い間であろうとも、

この世界に確かに存在しているという感覚と、その期間が極小であるがゆえに、それは存在してい

ると見なせるのかわからないという感覚のどちらもが同居している感覚なのだ。 

起床直後に開けた窓の隙間から、ようやくいつものように小鳥の鳴き声が聞こえ始めた。まさに、小

鳥の一度限りのさえずりは、確かに私に重要な意味を持つものとして存在していながらも、それが

私の世界の中で一瞬に過ぎ去っていくものであるがゆえに、それは私の世界に存在していたと言

えるのかどうかわからない感覚というのが、ここで述べている話と近い。 
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就寝に向けてベッドで仰向けになっていた私は、自分の人生が限りなく大きな時間感覚の中で捉

え直され、数千年単位の長大な時間から見れば、私の人生は極小点であり、その点は存在してい

るのか否かについて明確なことは言いがたいという感覚なのだ。 

デカルト座標において、点は面積も体積も持たないがゆえに、点は存在していないとも言えるが、

存在しているとも言える、という議論がなされるのと似ている。そうした空間的な観点かつ時間的な

観点からも、自己の存在を検証しようとする眼が突如として現れたのが、昨夜の出来事である。 

この出来事は、特に欧州で生活を始めてから頻繁に起こる。未だこの体験を明瞭に語る術を持た

ないが、この体験が持つ意味と私に伝えようとしている事柄を紐解いていかなければならない。な

ぜなら、この体験には、精神や魂と呼ばれるものを持つであろう自己の諸々の謎を解き明かす重要

なカギが隠されているように思うからである。 

静止画のような景色が少しばかり揺らめく光景を見た。静から動へ変化する世界を眺めるとき、この

世界そのものは、もはや静と動を超えた何ものかであることを知る。無限大に近い空間と時間が同

居する久遠の世界から、自己という一点を透徹な眼差しで見つめている感覚こそ、昨夜の私が経

験していた感覚だ。2017/6/29 

1231. 生の本源的な気持ちを通じて生きること 

フローニンゲン大学での一年目のプログラムを終え、夏期休暇に入ってから、再び作曲の学習と実

践を毎晩行っている。最終試験に追われていた頃は、作曲から不可避的に離れざるをえなかった

が、このように作曲を毎日行える日々が続いていることを嬉しく思う。文字通り、毎日が発見の連続

であり、極めて小さな知識と経験をコツコツを積み上げている確かな感覚がある。 

ちょうど先日、二ヶ月ぶりに、上の階に住むピアニストの友人と話す機会があった。その日は六時間

半ほど話をしていたように思う。話の中で、その日の前に読んでいた論文の中に掲載されていた、

バッハのシンフォニアの断片的な小節を彼女に見せ、その定量化方法について教えてもらった。こ

の方法は、研究に活用する用途のみならず、一つの曲を深く理解していく上でも非常に有益なも

のに思えた。 
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この方法を自分が習得するためには、何から始めたらいいのかを彼女に尋ねてみると、楽典

（musical grammar）の学習から始めることを勧められた。これまで私は、音楽理論（music theory）の

テキストを少しずつ読み進めていたが、音楽理論と楽典は別物であり、楽典は音楽理論の基盤に

あるものだという理解を得た。楽典に関する書籍を一冊ほど購入し、今後は少しずつ楽典に関する

理解を深め、彼女に教えてもらった定量化方法を自分の好きな曲に毎日少しずつ適用していきた

いと思う。 

昨晩の作曲実践の中で、“diminution（縮小）”という技法が私の関心を引いた。音楽用語に関する

日本語の語彙が依然として不足しているが、この技法は、いくつかの小節内で表現された音の音

階を変えることなく、音符を半分にする形で別の小節内に表現していく方法だ。端的に言えば、リズ

ムの変容技法だと言えるだろう。 

実際に、作曲ソフト上でこの技法を活用してみたところ、音階が同じであるにもかかわらず、リズムが

変わるだけで、これほどまでに与える印象が異なるのかと驚かされた。この技法は基本中の基本な

のだろうが、私には、こうした一つ一つの技法が常に新鮮なものとして知覚され、それに触れるだけ

で大きな喜びを得ることができる。 

実際に、ここ最近活用している作曲テキストの中に、“I like this transformation technique.”という小

学生でも書けるような、稚拙だが、それでいて純粋な感想を書き留めている自分がいた。こうした感

想が溢れ出る中で作曲と向き合うことができているということ。それは大人である今の自分にとって、

何かとても貴重なことのように思えるし、同時に、私たちは幾つになってもこうした気持ちを持ちなが

ら日々を生きることができるのだという思いにさせてくれる。 

私たちの生は本来、こうした気持ちの中で絶えず進行していくことを望み、その進行の中で終焉に

向かうことを望んでいるのではないだろか。どうして私たちは、そうした生の本当の望みに気付けな

いのだろうか。なぜ私たちは、自らの濁った認識を通じて生を捉えようとするのだろうか。どうして私

たちは、生の気持ちから自らを省みることをしないのだろうか。 
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そのような問いが、さざ波のように私の内側を通り過ぎていった。日々の生活の瞬間瞬間を、生の

本源的な気持ちを通じて生き抜くことの先には、やはり幸福としか形容できないものが充満している

のだと思う。2017/6/29 

1232. 旅を拒否する夢と組織の発達支援に向けて 

書斎の窓の外に広がる静かな世界を眺めていると、昨夜の夢の内容が自発的に思い出された。夢

の中で私は、実際に自分が通っていた中学校にいた。部活動を終え、体育館の脇を通ろうとしてい

ると、二車線の道路に面しているその体育館の裏手側に、突如として大型客船が現れた。ちょうど、

体育館と道路の間にその大型客船が出現し、小刻みに飛び跳ねるようにして、体育館の横に止まっ

た。 

その船は、どれだけの人が入るのかわからないほどに大きなものだった。どうやら、しばらくするとこ

の船は出発するらしく、私は一度船の中を覗いてみたいと思った。船の一階に当たる部分から中に

入ってみると、すぐに階段を見つけた。その階段を登り、二階に到着すると、そこにはいくつかのベッ

ドやソファが規則性のない形で配置されていた。 

どうやら、この船での移動は長旅になるらしく、この階は宿泊用のフロアのようだった。今のところ、こ

のフロアに人影はなく、また、この船に乗船しているのも自分だけなのではないかと思われるぐらい

静かであった。その後、船の操縦室のような場所に行くと、それは体育館とつながっており、そこは

体育館のフロアそのものだった。そこで私は初めて、この船の船長がお世話になっていた一人の教

師であることを知った。 

その教師は、体育館のフロアに集まった生徒に対して、この船旅の歴史や目的について話をして

いた。遠くからその話を聞いていると、何やらこの船旅は、学校の設立初期から代々続く行事であ

るらしく、今回の船はちょうど15年前に改築されたものらしい。教師の説明が全て終わったところで、

体育館のフロアに集まっていた生徒たちが、一斉にしてこちらの方に押しかけてきた。私は大きな

人波に飲まれそうになりながらも、なんとかその足取りを確保して、自分も船の船内に入っていっ

た。　 
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しかしながら、この旅を始める何人かの生徒たちと船内でしばらく話をしていると、私は、この旅の意

義をあまり見出すことができなかったのか、この船に乗り込んだ時と同じ入り口から外に出た。そこ

で私は夢から覚めた。 

今朝見ていたそのような夢を振り返ったところで、私は午前中の仕事に取り掛かることにした。昨夜

ふと、仮に一つの論文や書籍の一章を読むことによって、自分を掴んで離さないものがある程度の

まとまりとしてあれば、その都度それを文章の形に書き留めておこうと思った。もし仮に、一つの論

文や書籍の一章の中に、そうしたまとまりが小さなものとして存在しているのであれば、二つの論文

か書籍における二つの章を読んだ後に、それらを組み合わせる形で自分の考えをまとめておこうと

思った。 

結局のところ、知識というのは自らの内側を一度通過させなければ、それが一つの体系として構築

されていくための材料になることはなく、内側の通過を促すためには、自らの解釈が必要であり、そ

の解釈を文章として書き留めておくことが必要だと思ったのである。 

今日はこれから、三月のザルツブルグでの学会でお世話になったステファン・グアステロ教授の 

“Chaos, Catastrophe, and Human Affairs: Applications of Nonlinear Dynamics to Work, 

Organizations, and Social Evolution (1995)”と“Managing Emergent Phenomena: Nonlinear 

Dynamics in Work Organizations (2002)”を読み進めていく。 

これらの書籍はともに、複雑性科学、特に非線形ダイナミクスの観点から組織の発達を考察し、組

織開発の方法に関する洞察をもたらすものである。現在の私は、もちろん一人の人間の発達プロセ

スとメカニズムについて大きな関心を持ち続けているが、それに匹敵するぐらいの関心を、複数の

人が集まることによって形成される組織の発達プロセスとメカニズムに寄せている。 

これは企業組織のみならず、ありとあらゆる組織を対象に、そのような関心が自分の内側で日毎に

強くなっているのを感じている。そうした関心の高まりは、私自身が、個人という枠組みを超えて、集

合的な課題の解決に向けて取り組み出そうとする芽生えと完全に合致している。 

組織の抱える複雑な課題に関与していくためには、組織が発達するプロセスとメカニズムを掴んで

いくことだけでは不十分であり、組織が解体と崩壊に向かうプロセスとメカニズムまで射程に入れ、
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集合的な発想の枠組みと仕組みの病理に対しても、病理の原因と治癒の方法論を確立していかな

ければならない。その試みの一環として、グアステロ教授の二冊の書物を位置付けている。2017/6/

29 

1233. 異質な存在の再考と自己とコンテクストの相互関係について 

午前中の仕事を終え、昼食を摂り終えた後、昨日読んでいた論文について思い出していた。それ

らの論文はどれも、教育学と複雑性科学を架橋した内容である。改めて、論文内に下線と共に星印

を付けた箇所に目をやり、書き込まれた自分のコメントを読み返した。 

器の成長にせよ、能力の成長にせよ、私たちは異質なものと向き合うことによって成長していく、と

いうことを私はよく述べている。異質なものと向き合うことによって成長する私たちの特性について、

その論文を読みながら改めて考えていた。異質な存在の重要性は、一つには、それらが私たちの

既存の認識の枠組みから逸脱したものであるがゆえに、私たちの認識の枠組みを新たなものにさ

せる促しのような力を持っているということだろう。 

言い換えれば、異質な存在は、認識の枠組みを変容させる触媒としての役割を担っているのだ。

能力の成長においても、未知な課題に取り組むとき、私たちは既存の能力をなんとかその課題に

適用できるような適応努力を迫られる。未知な課題と向き合えば向き合うだけ、既存の能力の枠組

みが徐々に拡張され、それは適用範囲を拡大させながらより高度な能力へと変貌していくことが考

えられる。異質な存在と絶えず向き合っていくことは、器と能力の成長の双方にとって大切だという

ことを改めて認識していた。 

また、論文の中に記載されていた、「私たちの存在はコンテクストの一部に他ならない」ということの

意味について考えていた。拙書『成人発達理論による能力の成長』の中で紹介したように、置かれ

ているコンテクストが変われば、私たちが発揮する能力の種類やレベルは変化する。これは逆の関

係も成り立つのではないだろうか。つまり、私たちが発揮する能力の種類やレベルを変化させれば、

コンテクストそのものを変化させることができるということである。 

私たちの存在は、コンテクストに埋め込まれていると見ることができる一方で、コンテクストというのは、

千変万化する私たちの存在の織物のようなものとしてみなすこともできるのではないだろうか。その
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ような発想を持てば、私たちの能力とコンテクストが相互作用を与え合っているという点に関して、よ

り納得感が得られるのではないだろうか。私自身、欧州での生活を継続させていく中で、自らの内

面の成熟と能力の成長に合わせて、置かれているコンテクストそのものが変容しているように感じ

る。　 

当然ながら、コンテクストというのは、一人の人間が構築するようなものではなく、取り巻く他者や環

境によって構築されていくものであるが、内面の成熟と能力の成長が実現されていく過程の中で、

コンテクストそのものに対する働きかけが可能になっていくように感じている。これがまさに、自己変

容が他者変容に結実するということの意味であり、自らの仕事に社会性が宿ることのカギなのでは

ないかと気づかされる。そのようなことを考えていると、自己変容とコンテスクトの変容は不可分の関

係を成しているように思えてくる。 

今の自分にとって、自己変容というのはさほど重要性を持っておらず、社会への関与を推し進めて

いこうとする自分がいるのはもしかすると、コンテクストへの働きかけ、つまりコンテクストの変容を希

求する自分がいることを暗示しているのかもしれない。そして、これはロバート・キーガンが提唱した、

自己と他者の軸を螺旋状に描いて成長していく私たちの内面の成熟プロセスを考えると、広義の

意味で、他者とはコンテクストのことを指しているのだろう。 

日々薄々感じていたのだが、結局のところ、こうした広義のコンテクストへ働きかけることが、結果と

して自己の深まりを促し得るということは、やはり自己とコンテクストとの間には相互作用の関係があ

るからなのではないかと思う。2017/6/29 

【追記】 

改めてこの日記を読み返してみると、自己変容がある程度の深まりを見せると、人はコンテクストの

変容者に変貌を遂げていくようである。そこでは、もはや自己という小さな存在を変容させることに

躍起になるような衝動は芽生えず、自己を取り巻くコンテクストそのものへと働きかける強い衝動を

持つようになる。コンテクストの変容者は、そのような特徴を持つ。2017/7/6 
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1234. 中学生時代のあの気づきから 

ここ数日間、南アフリカのポール・シリアーズという哲学者の仕事に感銘を受けている。彼の論文を

読んでみて、非常に感銘を受けたため、早速彼について調べてみると、シリアーズは、若くしてこの

世を去っていることを知り、非常に残念な気持ちになった。シリアーズは、複雑性科学に対して哲学

的な観点からいくつもの重要な仕事を残していることを知り、彼の論文をいくつか読んだことによっ

て、彼の仕事の重要性に気付かされた。 

午前中に読んでいたのは、シリアーズが書き残した、規則（ルール）と複雑系に関するものである。

とりわけ、ダイナミックシステムの性質を理解する際に、そのシステムの挙動を決定づける規則を把

握することが不可欠となる。実際に、研究の中でダイナミックシステムを数式モデルとして把握する

際に、こうした規則をつかむことが重要になる。 

ダイナミックシステムの特性として興味深いのは、その挙動が一見ランダムに思えても、実はそのラ

ンダムを生み出している規則が存在しているということである。こうした規則は、「アルゴリズム」と呼

んでもいいだろう。アルゴリズムに関して、昨夜偶然にも、この論点に関する私の過去の記憶が想

起されていた。 

私が中学生の頃、お気に入りの音楽を入れたウォークマンのシャッフル機能を活用して、ランダム

に曲を再生していたところ、ある時期に不思議な直感を得た。それは、ランダムに曲が再生されて

いるはずなのに、ある曲が流れ後に、次に来る曲が何か直感的にわかることが何度もあったのだ。　 

それらのお気に入りの曲を何度も何度も繰り返し聴いていたためか、どうやら私は、シャッフルを生

み出すアルゴリズムの存在に気づいたようなのだ。もちろん、どのような数式で記述されるアルゴリ

ズムがそこにあるのかまではわからなかったが、「シャッフル機能というのは、どうやら無秩序な形で

曲を再生させるのではない」ということがはっきりと知覚されたのである。 

つまり、ウォークマンの中に搭載されているシャッフル機能は、無秩序なランダムを生み出すもので

はなく、あるアルゴリズムという規則に基づいた秩序的ランダムを生み出すものであることに、当時

の自分は気づいたのである。私は技術屋ではないため、ウォークマンのシャッフル機能に関する実

際のところはわからないが、中学生時代の私は、そのような仮説を持ち、大変興味深いと思ってい
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た。そのような記憶を遡ってみると、今この瞬間の私が、人や組織という複雑なシステムを対象に研

究を進め、その中に潜む規則性を見つけることを一つの仕事にしていることは、大きな偶然の一致

だろう。 

中学生時代のあの素朴な気づきが、今の私の中でも依然として、一つの感動的なものとしてあり続

けている。これからも、複雑なシステムに潜む規則の発見は、私を捉えてやまないものの一つであり

続けるだろう。2017/6/29 

1235. 能力の統合化と差異化について：ダイナミックシステム理論の観点より 

日本の梅雨と共鳴現象を起こしているのだろうか。フローニンゲンもこの一週間は天候が冴えない。

こちらの雨はずっと降り続けるようなものではなく、降ったり止んだりが続くような断続的な性質を持っ

ている。また、体感としてじめじめした感じはなく、むしろ朝夕は依然として寒いぐらいである。 

ここ数日は断続的な雨に見舞われることを事前に知っていたため、ランニングに出かけることもでき

ず、自宅の書斎で探究活動に絶えず打ち込んでいた。先日、四日分の食料を購入し、その期間は

家から一歩も出なかった。 

今日は午前中と夕方に、三月のザルツブルグでの学会でお世話になったステファン・グアステロ教

授の“Chaos, Catastrophe, and Human Affairs: Applications of Nonlinear Dynamics to Work, 

Organizations, and Social Evolution (1995)”を読んでいた。この書籍は、産業組織心理学や経営

学の旧態依然とした発想の枠組みや研究方法を見直すことに関して、優れた洞察を私たちに与え

てくれるだろう。本書を一気に読み進める中で、私は多くの刺激を得たように思う。 

それらの刺激については、この数日間のうちに書き留めておきたいと思う。ここで一つ書き留めてお

きたいのは、拙書『成人発達理論による能力の成長』で紹介した、能力の「統合化」という概念は、

ダイナミックシステム理論の観点から捉えると、システムの挙動がバイファケーション地点に到達す

ることだとみなすことができるだろう。 

バイファケーション地点というのは、日本語では「分岐点」と訳される。ここでなぜ、能力の統合化が

「分岐点」に到達することと同じなのかというと、拙書の中で説明したように、能力の統合化は常に「差
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異化」を伴うものだからである。複数の能力が統合されるに際して、差異化が伴うというのは不思議

に思うかもしれないが、私たちは、複数の能力がより高度な一つの全体にまとめ上げられる時、そ

の全体を構成している能力そのものもより高度なものに変容する。 

複数の能力が統合されながらも、その全体を構成するサブ能力自体が高度なものに変容されるが

ゆえに、それはサブ能力の特性が増すという差異化を必ず伴う。それでは、能力という一つのシス

テムがバイファケーション地点に向かい、その能力を構成するサブ能力そのものも高度になる理由

は一体なんだろうか？ 

その問いに対して、グアステロ教授の書籍の中にヒントが隠されていた。端的には、それが起こるの

は、システム内の情報エントロピーを減少させるためなのだ。システムは停滞期から質的な成長を

遂げる瞬間に向けて、情報エントロピーを拡大させていく傾向があることがわかっている。つまり、そ

のシステムが突きつけられる情報の絶対量が増加し、システムの構造上、その情報量に耐えきれな

くなった時、システムは変容を迎える。 

ここで述べている情報というのは、私たちの能力を一つのシステムと見立てた場合、知識や経験の

ことを指す。システムは、エントロピーを増大させていく過程では非常に不安定だが、ひとたびバイ

ファケーション地点に到達すると、安定的な状態になる。システムに対してこうした安定的な状態を

もたらすのがまさに、差異化によるエントロピーの減少だと言えるだろう。要するに、システム全体が

さらに高度な段階に至るという統合化を果たし、それに付随してサブ能力すらも高度化することによっ

て、これまでのシステム構造では扱いきれなかった知識や経験などの情報エントロピーは、高度に

なったサブ能力に担われることによって拡散されるのだ。 

これによって、全体としてのシステムは、情報に押しつぶされることなく安定的な状態を獲得する。こ

の現象の副産物として、能力全体が高度な段階に到達すると、その能力を活用した応用範囲が広

がるということが起きる。これはまさに、システム全体が高度化することによって安定的な状態を獲得

し、サブ能力の高度化によってもたらされる。要約すると、能力という一つのシステムがバイファケー

ション地点に向かい、その能力を構成するサブ能力そのものも高度になる理由は、システム全体の

不安定性を解消するためであり、それは情報エントロピーを減少させるためだと言い換えることがで

きる。2017/6/29 
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1236. 今日という一日 

再び今日という一日が始まった。起床直後、書斎に向かい、いつもと同じように身体を少し動かす。

その後、ヨギティーを作り、早朝の仕事に取り掛かる。昨日も述べていたように、今日も天気が優れ

ず、今は曇り空が広がっている。昼食前から雨が降り始めるようだ。 

書斎の中には、サン=サーンスの交響曲が鳴り渡り、書斎の外の世界には風のざわめきが見える。

室内の音楽と屋外の自然の調べが相まって、自分という存在が静かにざわめくようだ。 

今日という一日を始めるにあたり、本日の中で何を進めていくかを明確にしておかなければならな

い。今日は午前中に、ニラ・グラノットとジム・パーツィアーレが編集した“Microdevelopment: 

Transition Processes in Development and Learning (2002)”を読み進める。本書には、ロバート・シー

グラー、エスター・セレン、カート・フィッシャー、マーク・レヴィス、アネット・カミロフ=スミス、ポール・

ヴァン・ギアートといった、発達科学の重鎮たちが論文を寄稿している。 

本書は、一昨年に英国のケンブリッジ大学を訪れた時、版元のケンブリッジ大学出版の書籍を扱う

専門店で購入したものであり、何かと思い入れがある。今日はこの一冊を全て読み終えることがで

きたらと思う。 

夏の休暇に入り、論文を集中的に読んでいくか、一日に一冊の専門書を読むということが習慣にな

りつつある。この習慣は、夏の休暇の早いうちに構築したかったものなので、すでにそうした習慣が

定着し、日々をそうした習慣を通じて過ごせていることはとても望ましい。 

書斎の机に積み上げられた文献を見ると、ここからの数日間は、論文というよりも、専門書を読むこ

とが続きそうである。いずれにせよ、自らの関心に沿った知識領域を横断し、一つの大きな知識体

系にまとめ上げていくという作業に打ち込みたい。 

内側に生じている静かな存在のざわめきを確かに感じながら、私は今朝の夢について思い出して

いた。今朝の夢には、私が以前に師事していたオットー・ラスキーが現れた。夢の中で私は、査読

付き論文のような本格的なものではなく、期末レポートのようなものを書いていた。その中で、表現

上の非常に些細な点について、オットーに質問する場面があった。 
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オットーは、親切に私の質問を聞いてくれ、すぐさま回答を述べた。どうやら、私の文章表現に間違

いはないとのことであった。だが、その後、「この論文は何のために書いているのか？」ということを

尋ねられ、私はそれに答えた。すると続けざまに、「この文章を取り巻く文脈は何なのか？」というこ

とを尋ねられた。 

一つの文章は、大きな文脈と照らし合わせて初めてその意味が浮かび上がり、一つの単語は、そ

れを取り巻く周辺の文章の文脈と照らし合わせることによって初めてその意味がわかるということを、

オットーは私に伝えようとしているかのようであった。もちろん、それは明示的なものではなく、その

問いは、オットーの自然な探究姿勢から生まれているように思えた。その問いに対しても、できるだ

け簡潔に私は答えた。 

私の回答に、オットーも納得したようであり、そこで私たち二人は別れた。夢から覚めてみると、オッ

トーの質問に対して、言葉を選びながら話を進めていた感触が内側に残っていることに気づいた。 

つまり、それは、英語を用いた話し言葉を構築していくという建築的な感覚である。これは英語だけ

に限らず、母国語にも当てはまることだが、もう少し自分の話し言葉に正確さと精密さが欲しいと思

う。 

そして、建築性を持ちながらも流れるような感覚を伴う話し言葉であれば、なお望ましい。サン=サー

ンスの交響曲を聴きながら、なお一層そのようなことを思った。2017/6/30 

1237. 人や組織の成長と複雑性科学 

早朝の仕事に取り掛かろうとしたところ、昨日読んでいた、ステファン・グアステロ教授の“Chaos, 

Catastrophe, and Human Affairs: Applications of Nonlinear Dynamics to Work, Organizations, and 

Social Evolution (1995)”の書籍を読んで書き残していたメモが目に入り、それについて少しばかり

まとまった文章を書き残しておく必要があると思った。 

まずは、私たちの器や能力の成長が起こる時に生じる「自己組織化」という現象についてである。こ

の現象については、これまでの日記で書き留めているので、ここで詳しく説明しないが、それは器

や能力を構成する要素が相互作用をなし、これまでよりも一段次元の高い構造を自律的に生み出

す現象を指す。 
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グアステロ教授の書籍に大変興味深い指摘があり、それをもとにすると、知識や経験という構成要

素に対する自己組織化は、それらの知識や経験を比喩的に捉え直した時に生じやすいと言える。

メタファー（比喩）というのは、私がジョン・エフ・ケネディ大学に在籍していた五年前から関心のある

トピックであり、特にメタファーの仕組みとそれが与える精神作用について関心があった。 

当時は、言語学者のジョージ・レイコフの書籍をよく読み、彼のメタファー理論について探究をして

いる時期があった。そのようなことを思い出しながら、改めて、メタファーが持つ力は多大なものがあ

るように思う。 

自らの知識と経験を比喩的に捉えるというのは、間違いなく私たちに対して、それらを対象化させる

ことを促し、さらには他の事象との類似点や相違点を考えることを促す。そして、それらを一つの新

たなメタファーとしてまとめ上げることは、自己組織化のプロセスと似たものが確かにある。 

もう一つ、グアステロ教授の指摘で興味深かったのは、「創造的なシステムはカオスの縁（ふち）に

存在する」というものである。カオスの縁というのは、カオスと秩序の境界領域のことを指す。 

個人や組織を一つのダイナミックシステムと見立てれば、それは安定的な状態からカオスの状態を

経て、再び安定的な状態に至りながら成長を遂げていく姿を見て取ることができるだろう。まさに、

人や組織の成長プロセスには、必ずカオスと秩序が伴う。 

そのように考えてみると、絶えず成長する人や組織というのは、常にカオスの縁に存在しながら、自

己そのものに適度な揺らぎをもたらすことができるのではないかと思う。つまり、絶えず成長する人

や組織は、カオスとカオスではない境目に存在しながら、安定性と不安定性の均衡状態の中で、

活動を進めていくという特徴を持っているのではないだろうか。 

その時重要なのは、グアステロ教授が指摘しているように、システムのフィードバック機能が外部環

境に対して開かれており、絶えず環境と相互作用をなしているということだろう。絶えず成長する人

や組織は間違いなく、自らを取り巻く環境に対して開放性を維持し、外部からの情報フィードバック

を受け、さらに自らが外部に働きかけていくという双方向のフィードバック関係を形成するという特徴

があるように思える。 
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人や組織が一つのオープンシステムとして存在し、外部環境と相互作用をなす必要性については、

昨日に書き留めていた情報エントロピーの増大と関係しているだろう。システムの質的成長には、

情報エントロピーの増大が不可欠である。情報エントロピーの増大をもたらすのはまさに、システム

を取り巻く外部との絶え間ざる情報のやり取りなのだと思う。メタファー、自己組織化、カオスの縁、

情報エントロピー、オープンシステム、相互的フィードバックなどの概念をもとに、人や組織の成長

を捉えてみると、まだまだ新しいことが見えてきそうである。2017/6/30 

1238. 組織の成長：バイファケーション地点への移行手段 

現在、私は物理的には日本を離れ、欧州で生活を送っているが、日本の文化や精神性といったも

のが絶えず今の自分に影響を与えていることを強く実感する。ただし、私とそれらの関係性につい

ては、日本にいた時とは間違いなくその性質を異にしているように思う。この点については、以前の

日記にも書き留めていたことであり、その時の日記から思考や感覚に何か変化があったかというと、

そうでもない。そのため、また別のことを考えていた。 

昨日読んだ、ステファン・グアステロ教授の書籍の中に、組織の文化的硬直に関する話があった。

人においては、その個人の精神が硬直化してしまうことは、成長を押しとどめてしまうことにつながり、

組織においては、その文化が硬直化してしまうことは、成長を停滞させることにつながりかねない。

つまり、人も組織も、精神や文化といったものが強いアトラクター状態の中にあっては成長できない

のだ。グアステロ教授の指摘の中で、組織の成長において重要なのは、バイファケーション地点に

向かっていくことである、という考え方が非常に興味深かった。 

バイファケーション地点とは、昨日の日記で書き留めていたように、システムの情報エントロピーが

十分に増大した後に、システムが質的な変化を遂げようとする地点である。この地点は、まさに不安

定さが極大化している場所だと言えるかもしれないが、組織というシステムが質的な成長を遂げるた

めには、その地点を通過していかなければならない。 

それでは、どのようにすれば、文化的硬直性を抱え、成長が鈍化している組織は、その地点に向かっ

ていくことができるのだろうか？ということを考えていた。すぐに思いついたのは、組織内のエントロ

ピーを増加させることだった。ここで述べているエントロピーとは、情報やエネルギーの乱雑性のこ
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とを指す。組織内のエントロピーが増大するというのは、最もわかりやすい例で言えば、組織内の人

同士の対話量の増大であったり、組織内の人間と外部の人間との交流の増加などだろう。 

これに関連して、書籍の中で取り上げられていた「ニューラルネット組織」という概念は、私の関心を

引いた。これは、組織の構成員一人一人を、一つのニューロンと見立てることを基礎としている。一

つ一つのニューロンは、外部刺激を含め、刺激されるのを欲している。また、一つのニューロンは他

のニューロンと連結し、より複雑なネットワークを形成しようとする特徴を持つ。その時に、一つ一つ

のニューロンが活性化し、ニューロン同士の相互作用によるネットワークが形成されていけば、ニュー

ロン全体の組織がより成長していく、というのが「ニューラルネット組織」という概念の意味である。 

近年の日本の企業社会において、徐々に対話の重要性が浸透し始めているようである。組織内の

人同士の対話の実践や組織外の人との対話の実践は、一つの手段として、ニューラルネット組織

の形成に一役買うだろう。もちろん、現在広まりつつある対話実践については、発達理論の観点か

ら述べておきたいことがあるのは確かだが、組織がエントロピーを増大させ、バイファケーション地

点に向かっていくためには、そうした対話実践には価値があると思う。2017/6/30 

1239. この夏、無の世界の淵から 

目には見えないものと向き合い、それと格闘し、それと調停し、それとの関係の中で営まれる日々

が淡々と過ぎていく。バッハの曲が書斎の中をコツコツと歩いていく。その姿は、まるで異なる世界

から降ってきた聖者の行進のように思える。 

昼食を摂り、先ほど少しばかり仮眠を取っていた。仮眠の最中、夢を見ない深い眠りの意識の中に

私はいた。そこは、「漆黒の意識空間」と形容できるような世界であり、全てのものがそこに溶け込ん

でいくかのような空間だ。同時に、そこは全てのものが生まれうる空間だとも表現できる。その世界

の中にいたはずの私と、今この瞬間に文章を書き留めている私との接点を見失った。 

両者の間に存在するはずの連続性が、今の私には見えない。仮眠を取る前の私は、どうやら夢を

見ない深い眠りの意識の中に溶け込んでしまったかのようであった。そこである種の自己断絶が起

こり、失われた自己を求めるかのように、先ほどの睡眠中の自分について今振り返っている。 
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本当に、夢を見ない深い眠りの意識の間中、私たちには何が起こっているのだろうか？あの世界の

中で、自己は確実に遮断され、あの世界から帰ってくると、再び自己が何食わぬ顔で存在している

ことが本当に気になるのだ。 

私は今、「遮断」という言葉を使ったが、この概念そのものを別の概念に変容させる必要に迫られて

いるのかもしれない。確かに、自己が何も存在せず、全てのものが生まれうる無の世界の中に溶け

込んでいく感覚、あるいはそれと一体化する感覚があったとして、それを「遮断」と安直に表現する

のは問題があるかもしれない。 

では、これは何と表現すればいいのだろうか。その世界の中にいる時から、目覚めがもたらされた

瞬間までを振り返ってみると、それはもしかすると、自己そのものが持つ虚偽性がもたらす現実感と

の接触と表現できるかもしれない。ここで述べている現実感とはまさに、自己の存在が無の世界の

中にあっても存在しうるという感覚であり、私たちの自己は絶えずその世界に立脚する形で生きて

いるという感覚である。 

バッハの音楽が、自分の肉体を離れた精神の頭をくすぐるように流れていく。精神の頭に触れずと

も、頭をくすぐっていくバッハの音楽は、やはりこの世界の人間が創出したものとは思えない。 

この二ヶ月間の休暇を通して、私はまずここで、自己を完全に無の世界の中に溶解させるところか

ら、歩みを始めていかなければならないのかもしれない。その世界の淵から帰還できるか否かが問

題なのではなく、深淵の極地にあっても、この自己を通して生き続けることができるかが問題なのだ

と思う。2017/6/30 

1240. 人間関係と自己弾力 

今日は、予定していた仕事にほとんど着手することなく、“Microdevelopment: Transition Processes 

in Development and Learning (2002)”を読み続けていた。昨日、ステファン・グアステロ教授の書籍

を読み通したのと同様に、今日もこの一冊を読み終えた。 

七月末から始まるオンラインゼミナールを終えたら、このような形のゼミナールはしばらく開講しない

ようにしようと思っている。それは諸々の理由によるが、仕事への意味付けとその進め方に関する理
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由が最大のものであることを書き留めておく。第二弾の書籍には記載することのできなかった内容

や論点を補充するために、上記の書籍は非常に参考になる箇所が随分とあった。第二弾の書籍の

内容をさらに肉付けするためのエクササイズのいくつかは、本書の中の記述を参考にすることにな

るだろう。 

夕方、人間であることを諦め、そこを通過する形で真に人間として生きたいという気概が湧き上がっ

てきた。今日は、自分の中から自発的に現れる問いの質感やそれに対する回答の質感が、激しく

変動するような一日だった。 

今日という一日の中で、私は諸々のことに対して諦めの気持ちが生じた。とりわけ今の自分を取り

巻く人間関係について、諦めの気持ちが混じった「整理」という名の行為に踏み切る必要性に迫ら

れているように思った。少しばかり苦渋の決断であったが、人間関係というものを捉え直さなければ、

もはや前に進めないような気さえしていた。この世界で生きていく上で、そしてこの世界に関与して

いく上で、人との関係性以上に重要なものはないかもしれない。だが、「人との関係性」という意味を

もう一度自分の内側から捉え、偽りの人間関係を結び続けることだけは断固として避けなければな

らない。 

ここ最近、人間関係について、自らの行為や発言の軽薄さに対して自己嫌悪に陥り、また他者の

行為や発言に対して不必要な動揺をもたらされることがあった。特に今日は、そのようなことを思わ

されることが多かった。 

夕食前、日々の精神活動の大部分は他言語でなされるがゆえに、私は日本語を内から外に弾き出

す必要性に迫られていることを知った。それによってなんとか自己の存在を保つことができているこ

とを知ったのだ。同時に、自分がこのような形で言語と付き合い、このような精神活動を一生涯にわ

たって続けていくのだということも強く自覚した。逃げるでも立ち向かうでもなく、ただ受け入れること

しかできなかった。 

他言語によって自己の精神が圧迫されればされるほど、自己が弾力的な姿を見せる。日本語が弾

け出るというのはまさに、そうした私の精神の有り様を見事に映し出している。母国語以外の諸々の
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言語体系の中で精神生活を営み続ける際に、仮に自らの内側から日本語が弾け出てくれなけれ

ば、私はもはや自分自身が存在できるのかどうか自信がない。2017/6/30 

【追記】 

上記の日記を読むと、今から一年前の私は、自分を取り巻く人間関係を再度見直そうとしており、

その際に「整理」という言葉を用いていた。興味深いことに、それから一年が経ち、また同様のことを

考えている自分がいた。しかしここでは人間関係のみならず、仕事に関しても範囲が広がり、さらに

そこでは「清算」という新たな言葉が用いられるようになった。 

金銭を獲得することを目的とした仕事はもう一切引き受けないこと。ごくごく少数の人とだけ密やか

に付き合いを継続させていくこと。とにかく静かに生活を営んでいくこと。人間関係と仕事の清算を

きっかけとして、ようやく自分の探究活動と創造活動が始まると言っても過言ではない。その実現は

あともう少しだ。これまでの自分はいなくなり、新たな自分がやってくる。フローニンゲン：2018/7/15

（日）17:50 
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