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241. 私の中のニッサン・インゲル先生：変容と治癒をもたらす芸術 

——創作のためには努力を怠らない。それは自分自身への挑戦でもある。そして人生は全てを達成

するには余りにも短すぎる——ニッサン・インゲル  

渡欧の日までいよいよ二週間を切った。「時」というものの正体を考えざるをえないほど、この一ヶ月

は早く過ぎ去ったし、遅く過ぎ去ったように感じる。  

そのような不思議な時間感覚に包まれながら、昨日、コラージュ画の世界的巨匠であるニッサン・イ

ンゲル画伯の訪日祝賀会に参加してきた。インゲル先生の五年振りの来日であり、現在85歳になら

れる先生のご年齢を考えると、もしかしたら今回が 後の日本訪問になるかもしれないということを

聞き、今回の祝賀会に参加できたことをとても幸運に思う。  

インゲル先生の作品との出会いは、昨年のことであった。銀座の街を散歩している 中に偶然立ち

寄ったギャラリーで、インゲル先生の作品と出会ったのだ。  

ギャラリーの中には他の画家の作品がいくつも展示されていたが、インゲル先生の作品だけ別種の

光をまとっていたのを覚えている。ピカソやカンディンスキーから多大な影響を受けた先生の作品

は、非常に抽象的である。抽象画を好む傾向にある私にとって、インゲル先生の作品は私を惹きつ

けてやまないものがあるのだ。  

抽象的な特徴に加え、何より私を捉えたのは、作品に込められた先生の思想である。言い換えると、

先生の作品で表現される精神性の高さに魅了されたということだ。  

インゲル先生が用いる代表的な構図は、作品を下部と上部に分けるのだ。作品の下部は、暗く重

厚な雰囲気と物質的・肉体的な質感を表現している。つまり、現実世界や人間の中にある闇の側

面を表現しているのだ。  

一方、上部は明るく啓蒙的な雰囲気と精神的な質感を表現している。要するに、この世や人間の中

にある光の側面を具現化させているのだ。私は先生のこの構図に、発達構造とリアリティの縮図を

見出したのである。  
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こうした構図に加えて、先生の作品は実に音楽的なのである。音楽的というよりも、絵画から間違い

なく音楽が聴こえてくると言っても過言ではないかもしれない。  

実際に、先生の作品のほとんどには、パリのノミの市で見つけた古い楽譜がコラージュとして用いら

れている。幼少期からフルートを習っていた先生は「音楽は私にとって、絵画の伴奏的役割を果た

すのです。また、音楽は人生そのものです。音楽は喜び、悲しみ、そして痛みを表現し、いつも人々

の人生に寄り添っているのです」という言葉を残しているぐらい先生は音楽をこよなく愛し、音楽から

得られた霊感を作品に体現させている。  

自宅に飾ってある先生の作品を眺めるたびに、先生の精神性の高さと作品で表現されている数々

の特徴が相乗効果を生み出し、私の霊感を呼び起こしてくれていることをいつも強く感じる。芸術

作品が精神を変容させ、癒しをもたらすというのはこういうことなのかと初めて思わせてくれたのが、

インゲル先生の作品であった。  

現在、東京都京橋にあるブリジストン美術館は改築中ということであるが、インゲル先生の作品もこ

の美術館に所蔵されていると聞く。いつか日本に一時帰国した際には、所蔵されているヴァン・ゴッ

ホの「モンマルトルの風車」、クロード・モネの「黄昏、ヴェネチア」と合わせて、インゲル先生の作品

をリニューアル後のブリジストン美術館で鑑賞したいと思う。  

イスラエルで生まれ、エルサレムの美術学校を卒業してからパリに移住されたインゲル先生。その

後、ニューヨークに10年間ほど滞在し、現在は再びパリを拠点に芸術活動に励んでおられる生涯

現役の先生の生き方に、自分の歩みをどうしても重ねてしまうのだ。今年は、森有正先生や辻邦生

先生を含め、自分の霊感を震撼させ、呼び醒ましてくれるような先人に出会えたことが、自分にとっ

て何よりかけがえのないことであった。  

それら偉人が残した哲学書・文学書・絵画を携えて、オランダへ飛び立ちたいと思う。「ようやく準備

ができたみたいだね」と自分を超えた何かが自分に対して語りかけてくる。「そうだと思う」と私は静

かに、そして決して冷めることのない熱情を持って答えた。  
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242. Dear Cicadas 

先日、夏を象徴してくれるセミの鳴き声がまだ聞こえないとつぶやいていた。今朝起きてみると、セ

ミが鳴き始めていることに気づいた。セミの集合意識に私の祈りが届いたのだろうか。  

昨日の散歩中、突如としてセミについてやたらと気になりだした。彼らは短命だと言われているが、

本当にそうなのか？私たちがセミに固有な時間的流れに沿って生きてみた場合に、それは本当に

短いと言えるのか？それでは、人間としての私の一生は長いのか短いのか、何を基準とすればそ

れは長くなり短くもなるのか？ということが気になり始めたのだ。  

散歩から帰ってきた後、早速インターネットでセミの寿命について調べている自分がいた。調べて

みて驚いたのは、なんとセミは昆虫類の中でも 長の寿命を誇る生物だということだ。確かに成虫

の期間は数週間からひと月ほどと短いのかもしれないが、幼虫の際に地中で過ごす期間が数年に

も及ぶとのことである。  

アブラゼミの場合、幼虫は約六年ほども地中にいるらしい。彼らは人目につかない地中で何をして

いるのかというと、成虫という自身の 終形態へ向けてひたすら準備をしているのだ。地中の養分

を獲得しながら、機が熟すまで十分に時間をかけて地中で逞しく生き続けているのだ。  

この事実を知った時、とても感慨深い気持ちになった。セミの幼虫は、私たちの見えないところで時

間をかけて成熟への歩みを進めているのだ。私たち人間の発達もそうだろう。誰からも見えないとこ

ろで成熟への準備を着実に進め、必要な時間を十分にかけながら成熟へ向かっていくのだ。  

こうしたことを考えていると、生命の寿命は長いのか短いのかと議論することにほとんど意味を見出

せなくなり、結局のところ生命の一生は、時間を含んで超えた成熟過程の中を生きる姿としてしか

表すことができないのではないかと思わされた。  

日本で過ごす夏はごくわずかとなってしまっているが、残された貴重な期間にセミの鳴き声を存分

に味わい、セミを見つけた時には少し立ち止まって再度思いを巡らせてみたい。セミの抜け殻を見

つけた時、そして成虫の期間を人生の 高の時期にしようとするかのように懸命に鳴くセミの姿を
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見つけた時、私たちは発達の真相を見出すことができないだろうか。生命として生きることの真相を

見出すことができないだろうか。きっとできると思うのだ。  

243. 米国時代の言語的・精神的失敗体験 

いよいよ夏が本格的に到来したかのような天候である。窓の外に見える灼熱の太陽と人工的に作ら

れたこの部屋の涼しさが、幼少時代の夏休みの感覚を想起させる。  

学校が生徒に提供する夏休みという、あの何とも言えない不思議な時間に似た感覚に包まれて、

米国在住時代について思いを巡らせていた。その回想を通じて、米国時代に体験した言語的・精

神的失敗とその超克に関する記憶がまざまざと蘇ってきたのだ。  

逆説的に響くかもしれないが、自己の存在の根源には、非存在的な何かが存在する。あるいは、自

己の本質部分は存在的な何かが非存在であると言えるかもしれない。いずれにせよ要点は、自己

の根源的な何かがこの世界で発現するその瞬間に、日本語で構築した諸々の事物・事象が媒介

するということである。  

そしてそれらは、自己の本質部分に沁み渡っているものなのである。自己の本質部分は言語を超

越した普遍的な何かだと思うのだが、その普遍的な何かには母国語で構築した観念や体験が常に

触れ合っているのである。そんな気がする。  

自己の本質部分に母国語で構築した諸々の事物・事象が染み込んでくるというのはおそらく、ある

言語を使用する一つの国で生まれたことの必然的な現象なのだと思う。そのため、母国語で構築し

た一切を排除して他の言語に乗り換えようとすると、実存的におかしなことが起こる。  

母国語で構築したリアリティと自己の根源は密接に関係し合っているため、両者を引き離し、そこに

他の言語を無理に注入することは精神的な危機を招きかねないと思っている。私が米国時代に引

き起こしてしまったのはまさにそれである。  

冒頭で、この体験を「言語的・精神的失敗」と表現しているが、自分のやり方は強引すぎたのだと思

う。当時の私は、日本語空間から自らを強引に締め出し、母国語を介在させて精神生活を営むこと

を自らに許していなかったのだ。  

© YOHEI KATO 2016 !6



そうした過去の体験を思い出しながら、もしかすると他言語空間で生活を始めると、母国語を使うと

いう行為はどこか精神的な治癒（サイコセラピー）のような効果があるのではないかと思った。  

海外である程度の期間生活をすると、日本的なものを見たときや日本語を話すときに、えも言わぬ

安心感のようなものを感じるものである。これは何も海外で生活することに限った話ではなく、地元

に帰り、地元の言語で話をする時にどこか安堵するのと似ているかもしれない。  

自己の本質の出発点に接している言語空間をある言語（母国語や方言など）で構築すると、それ以

外の言語空間を無理にその出発点の近接部分に構築していこうとすると、精神に歪みが生じてしま

うのではないかと思う。自分が慣れ親しんだ言語空間から無理に他の言語空間に入ることは、精神

的緊張を絶えずどこかで抱えざるをえないということを意味する。  

私にとって、そうした精神的緊張を緩和し、自己を健全に保つためには、一定程度の日本語を時

折使用することを許可する必要があるように思う。米国在住時代の途中で経験したある出来事に遭

遇するまでは、こうした許可を一切自分に与えていなかったのだ。  

同じ轍を踏まないためにも、渡欧後の生活では、毎日二時間ほど日本語でものを考え、日本語で

書くという行為を許すような寛容さを自分に与えたいと思う。この寛容さを自分に与えることは非常

に難しいとわかっていながらも、自分に寛容さを与えられる新たな自分になる必要があるのだろう。  

244. 能力の選定と剪定 

昨日は、市役所や税務署で各種手続きを行い、実家へ送る荷物の梱包が完了した。オランダへ送

る荷物の梱包はこれからであるが、過去数年間において幾度となく引越しを繰り返してきているの

で、梱包も手馴れたものである。  

元ハーバード大学教育大学院教授のカート・フィッシャーが指摘しているように、私たちは特定のタ

スクをこなす中でしか特定の能力を涵養できないと述べており、私も「引越しをする」というタスクを

いくつもこなすことによって、「梱包能力」という特定の能力領域の力が高まっているのを感じる。  

© YOHEI KATO 2016 !7



そのようなことを思いながら、何かを成し遂げるためには多くのことを捧げる必要があるとも思った。

人間の能力的な発達においても、高みに到達するためには多くのことを捧げる必要があるのだ。あ

る能力が卓越という境地に至るためには、主に二つのことが大切になると思う。  

カート・フィッシャーは、人間の能力は「網の目」を構成しながら発達していくと主張している。蜘蛛

の巣のように、無数の能力が多様な道を辿りながら発達していく姿を想起することができる。  

能力の発達が高みに至るためには、その能力の土台を形成するための様々な体験が第一に重要

になる。多様な体験を積みながら、私たちは能力の土壌を豊かなものにしていくのだ。  

肥沃な土壌があることによって、多様な植物が成長していくのと同様に、人間の能力においても豊

饒な体験的基盤があることによって、能力が高度に育まれていく可能性が生まれてくるのだ。また、

人間の能力が深まっていくためには、複数の能力が組み合わさって新たな能力が構成されることが

求められる（記事230を参照）。  

ここでポイントとなるのは、上述のように、まずは能力の基盤となる土台を確固としたものにすること

である。自らの身体を通じて、自らの体験を通じて多様な能力を育み、能力の土壌を豊かにするこ

とが高度な能力を後々育んでいく際に大切となる。  

これはあまり着目されていないことであるが、私たちの能力を高度化させるためには、もう一つ大切

なことがある。それは、土壌を耕すだけではなく、庭師が行う「剪定」作業のようなものが同時に必要

になるということだ。ある能力の幹を太くするためには、単純に枝の数を増やすのではなく、あえて

枝を切っていく試みも重要なのではないかということである。  

以前、私たちの能力は一つの生態系を形成しているということを紹介した（記事220を参照）。生態

系というメタファーを用いれば、単純に生物種が増殖することは生態系全体の発達に寄与しないこ

とがイメージしやすいのではないだろうか。 

生態系の資源は限られたものであるし、そこでは生物間の協調のみならず競争による淘汰が必ず

生じているのだ。要するに、人間の能力の発達においても時間的・精神的・身体的な資源に限りが
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あるため、どの能力を育んでいくかを自ら考え、その能力に集中的にエネルギーを注いでいくこと

が能力の高度化を図る上で大切となるだろう。 

これまで修練してきた能力と自分が本当に高めたいと思う能力の発達とに齟齬が生じる場合、過去

の能力を手放すという剪定作業が時に必要になると思うのだ。一つの能力を卓越した段階にまで

極めていくことは、もしかすると関係のない他の能力を根元から抜き去り、集中したい能力に十分な

栄養を届けるような決断や覚悟が必要なのかもしれない。 

ある能力を伸ばすためには、多様な文脈における様々なタスクに能力を適用させてみて、いったん

は枝の数を増やしていく必要があるのだが、 終的には枝葉末節に伸びた枝を剪定し、幹に必要

な養分を豊富に与える必要がある、というイメージが湧き上がってきている。 

有限な生を持つ私たちが真に自らの才能を開花させるためには、能力の土壌を豊かなものにしつ

つも、特定の能力に十分な養分を注ぎ込むために、余計な能力を刈り取っていく必要があると思う。

つまり、能力の発達には、能力の「選定」と「剪定」が等しく求められるのだ。 

【追記：運がいい】 

起床後、毎朝欠かさず行っている実践を終え、ダイヤモンドオンラインに取り上げていただいた秋

山さんとの対談記事を改めて眺めていた。対談記事の反応を確認すると、フェイスブックの「いい

ね！」の数が777であった。 

偶然ながらラッキーセブンを目撃することができたのだ。やはり自分は運が相当いいのだと思った

瞬間、「運」についても考える必要があると感じた。運に対する考察を深めることは、このリアリティの

成り立ちについて考察を深めることと同じだと思うのだ。 

245. 創発特性 

昨日、地表で温められた大気が上昇気流となり、積乱雲が発生していた。どうやら地表と上空には

かなりの温度差があったようだ。発生した積乱雲の影響からか、本日の東京は少しばかり雨が降り

注いでいる。  
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地表と上空の温度差によって生み出される積乱雲を眺めながら、形而下の世界と形而上の世界と

の差は、何を生み出すのか気になり始めた。そうした差によって積乱雲的な何かが発生するのだろ

うか。  

これまでバラバラだった知識が一つの体系となり、新たな認識世界が開けたという経験をしたことは

ないだろうか。これまで別々に発揮していた能力が一つの新しい能力となって発揮される瞬間に立

ち会ったことはないだろうか。  

ダイナミックシステム理論では、これらの現象を「創発特性（emergent property）」、あるいは単純に「創

発（emergence）」と呼ぶ。「全体は部分の単純総和以上のものである」という有名な言葉は、創発特

性を見事に言い表している。  

創発特性は、システムを構成する個別個別の要素には存在せず、それらの要素が統合され、一つ

のシステムとして機能する際に生まれるものである。身近な例で言うと、10日後から私が生活を始め

るフローニンゲンの街を代表する交通手段である自転車が挙げられる。  

自転車は、実際のところ、サドルやタイヤ、そしてハンドルなど複数のパーツから構成されている。

自転車が自転車として機能するためには、それらのパーツが統合される必要がある。全てのパーツ

が組み立てられて初めて、私たちはその乗り物を自転車として活用することができるようになるの

だ。  

一昔前であれば、野原などにタイヤのない自転車の骨組みが落ちていたりしたが、それはタイヤと

いう部品が欠けているため、厳密には自転車ではない。ここで興味深いのは、自転車を構成する

別々のパーツが組み合わさった瞬間に生まれる新たな機能である。その新たな機能というのがまさ

に、交通手段として私たちが活用できる自転車の特性なのである。  

そして創発特性で重要なのは、それが生まれるためには、構成要素（部分）の相互作用が不可欠

であるということだ。構成要素がバラバラに機能していては、創発は生じない。そこには要素間のや

り取りが必要なのだ。  
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上記の自転車の例で考えると、サドルとタイヤ、そしてハンドルが連動して機能することによって、自

転車が動きだすということだ。  

別の例を考えると、企業組織におけるチームビルディングにおいても、いくら構成員の能力が優れ

ていても、そこに相互作用がなければ優れたチームは出来上がらない、ということを私たちはたび

たび目にしているだろう。これは私自身のオンラインゼミナールでの経験であるが、グループ学習

の質を左右するのは学習者間の相互作用が大きいと感じている。  

ゼミナールの受講生同士のやり取りが多ければ多いほど、クラスの中で創発現象が起こり、議論が

盛り上がるのである。受講生同士が多様な意見をその場に提示することで、それらは 初はバラバ

ラな情報でも、グループで議論を深めることによって新しい認識に至ることがある。これはまさに、創

発特性が織り成す現象だろう。  

グループ学習のメンバーによってどのような創発が起こるか事前にある程度予想することもできるか

もしれないが、往々にして事前には全く予想できないようなことが起こる。その点に、創発の妙味が

隠されている。  

ダイナミックシステム理論の様々なアプローチを本格的に活用することによって、どれほどまで創発

現象を予想できるのかを検討してみたいという気持ちがある。対象をある特定の能力に絞るか、あ

るグループの学習プロセスに焦点を当てて、創発現象の予測範囲を浮き彫りにしてみたい。  

いずれにせよ、部分が相互作用をなすことによって、部分の単純な総和以上のものが生まれるとい

うこと、さらには部分の相互作用を無視した場合、そうした創発特性が消滅してしまうということを念

頭に置いておくことが、個人や組織の発達を考える際に重要になるだろう。  

246. 自己超出 

渡欧三日前に参加する「国際心理学会議（ICP2016）」での発表が日本での 後の仕事になる。そ

の日まであまり日数がないが、これから少し実家の山口県に戻ろうと思う。東京から山口までの新幹

線の道中、窓から見える景色をできるだけ逃さず記憶に留めるかのように、目に飛び込んでくる景

色に没頭している自分がいた。  
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本来、常に存在している日本の様々な場所や人は、自分が意識しなければ自分の認識世界には

存在していないことに改めて気付かされた。過ぎ去っていく景色を窓から眺めながら、それまで自

分の認識世界に存在していなかった場所に存在の息吹を与えるように、移りゆく景色をただただ目

で追いかけていた。  

今の私の目は日常生活の中で曇ってしまったレンズではなく、非日常的な透明のレンズをまとって

いるように思う。透き通ったレンズから見えてくるものは、純粋な新しさを私の認識世界にもたらして

くれる。関東圏に降り注ぐ優しい雨と新鮮さをもたらす諸々の景色が、レンズの濁りを洗い流してく

れたようだった。  

認識のレンズが透き通ってくるにつれて、もう日本にはしばらく戻って来れないということを見通して

いる自分がいた。日本に生活拠点を再び設けることは、早くて20年後、恐らく30年後ぐらいになりそ

うだ、ということを私の運命を導く存在者が耳打ちをしており、私もそのような気がするのだ。  

一つ一つの景色を確認し、それらの存在を自分の中に刻印させながら、自分はどのような人の認

識世界に存在しているのか、自分は私の認識世界に本当に存在しているのか、ということに思いを

巡らせていた。他者から見ても私から見ても、自分の存在は今この瞬間に過ぎ去る景色のようなも

のかもしれないと思った。  

認識世界に存在が入り込んできた瞬間、それは存在する。一方、認識世界からそれが退出した瞬

間、それは存在しなくなるように思えるが、どこかで存在し続けているのだ。存在は、明滅する光の

ようなものであり、私たちは明るい瞬間しかその光を見ていないのかもしれない。そう考えると、明滅

する光のような存在は、実は滅の瞬間にも存在しているという永遠性を身にまとっている気がするの

だ。  

全ての存在は、神出鬼没であると同時に永遠なものなのだ。五年前に米国で自分の身に降りか

かった自己を超出するという体験が、このところ頻繁に訪れる。「自分は果たして本当に存在してい

るのか？」という問いが誘発装置となり、私は自己を超出した認識世界に参入するのである。  
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これを初めて体験した時は、何が自分に起こっているのか全く分からず、自分が無の境地に吸い

込まれるような恐怖感に近い感覚に襲われていた。しかしながら、今となってはこの体験こそ、私が

自己を超出して永遠なる自分に触れる出来事なのだとわかった。  

247.幸福時間場所存在 

あるマンションのベランダで、お母さんが赤ちゃんを抱っこして優しく揺すりながら外の景色を笑顔

で眺めている姿が、乗車している新幹線の窓から見えた。その瞬間、私は幸福な気持ちになった。  

幸せそうな親子を見ている私が幸せな気持ちになるということ。それは、他者の幸福と自分の幸福

が合致したことを示す瞬間であった。  

不必要な緊張を強いる都会生活を営むために過剰に構築した他者と自己との間にある境界線が

弛緩した時、人間が本来持っている間主観的な感覚が回復したように感じた。境界線の弛緩のお

かげで伝播した幸福感に包まれながら、以前ある方から頂いた言葉を思い出した。  

「洋平さん、『敗北』という言葉の由来を知っていますか？古代中国において、ぬくぬくとした環境で

生活をしていた南の国の連中が、極寒の厳しい環境で生活をしていた北の国の連中に敗れたこと

に由来しているそうです。なので、自己の鍛錬のために洋平さんも北に行くといい」  

今から二年ほど前に、ロサンゼルスでお世話になっていた合気道の師匠から言われた言葉である。

図らずも結果として、その後、ロサンゼルスから日本へ、日本からオランダへと生活拠点を北へ北へ

と移すことになった。  

生活環境を変えることは間違い無く、喪失感と高揚感の入り混じった感情を常に私にもたらす。そう

した感情と真摯に向き合う時、これまでの自分の殻が破れ、過去の自分を超出し、新たな自己を獲

得することになるように思うのだ。こうした絶えざる自己超出というのは、発達の本質だろう。  

身体と精神の所在地に変更を加えるたびに、環境を変えることは自己の発達に大きな影響をもたら

すということをつくづく感じる。大きく環境を変えると、発達が否応なしに迫ってくる感じなのだ。  
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正直なところ、生活環境を変えるというのは、自分にとっていつも大きな負担なのである。しかし、到

達したい高みと深みへ至るための 適な場所がこの世界のどこかにいつも存在しており、それが自

然と目の前に現れてくるのだ。  

自分を呼ぶ場所へ自分を運ぶこと。それが自分にできる 善のことであり、これがまさに過去10年

間繰り返し活動拠点を変えきた理由なのである。時間の流れと共に自分の中で何かが深まってい

き、その深まりに応じて新たな場所が開示されるのだ。  

そうしたことを考えると、私たちという存在は、時間と場所に常に支えられ、それらによって育まれる

と言えるのではないか、と改めて思った。そして、発達とはまさに、時間と場所と存在が相互作用す

ることによって初めて生み出されるものなのである。  

時間と場と存在が三位一体となって築き上げていくものが発達なのだろう。時間、場、存在、それら

を貶めるものを断固排斥しなければならないし、それらを絶えず豊かに育んでいくことに従事してい

かなければならない、そんなことを思った。  

248. 内的感覚と言葉の往復運動 

以前、「発達理論実践編ゼミナール」の中で、内的感覚と言葉の関係について面白いディスカッショ

ンになった。ここ 近、内側の感覚と言葉の関係性について考えさせられることが多く、これはもし

かしたら、当時のゼミナールの受講生が話題として言及してくださったおかげではないかと思う。 

その方曰く、30代の後半から50代の現在に至るまで、内側の感覚を言語化する実践を継続的に

行っているそうだ。自分の内的感覚と自分の言葉がなかなかしっくりと合致することがなく、もどかし

い思いを抱えながらもこの実践を継続させてきたそうだ。 

思うに、内的感覚と言葉が完全に一致することはそれほどなく、内的感覚は私たちの言葉より常に

先行を走っている気がするのだ。つまり言葉が生まれる以前に、言葉では把捉しきれない内側の感

覚が芽生えているということである。 
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ひょっとすると、知性や能力の発達において、常に内的感覚が先行的に発達していき、その内的

感覚の発達に追いつこうとするために、私たちは内的感覚に言葉を当てようとするのではないか。

そして、先行して発達する内的感覚に追いつく形で私たちの言葉が発達し、内的感覚と言葉の双

方が成熟していくのではないかと思っている。これが内面の成熟の核心なのではないかと気づかさ

れたのだ。 

先行する内的感覚が言葉の光に照らされることによって発達していくのであれば、内的感覚を言語

化する営みが欠如している場合、その能力の発達は進まないことになる。また、内的感覚と言葉の

ズレが生み出すもどかしさは、まさに発達を推進する原動力のようなものだと思うのだ。 

知性や能力が高まれば高まるほど、言語を超越した微細な現象への気づきが増していくが、そうし

た微細な現象を捉える内的感覚を磨くためにも、内側で生じた感覚に言葉を与えていくことは重要

なのだと思う。 

ありとあらゆる知性や能力の発達に終着地点は存在しないため、もしかしたら私たち人間は、内的

感覚と言葉のズレが生み出すもどかしさと一緒向き合っていくことを宿命付けられた生き物なのかも

しれない。ある時、内的感覚を言葉によって的確に捉えたと思っても、内的感覚そのものも常に変

化しているため、この試みに終わりはなさそうなのだ。 

もしかしたら内的感覚と言葉は、お互いにフィードバックし合うようなダイナミックなシステム関係を構

築しており、内的感覚と言葉の往復運動をすることによって、双方のシステムが進化していくのでは

ないかと思っている。 

ゼミナール受講生の中で小林秀雄に造詣の深い方がいらっしゃり、その方曰く、小林秀雄は自分

の言葉を徹底的に磨いた後に、言葉から一旦離れ、感覚的な芸術の世界に入っていき、再び自分

の言葉を掴み直して行ったそうである。やはり、言葉を磨くだけでは捉えられない現象がこの世界

には確かに存在するし、逆に感覚だけでは捉えられない現象がこの世界に存在するのも確かであ

る。 
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小林秀雄の探究プロセスが示すように、言葉を鍛錬することによって内的感覚を掴み直し、内的感

覚を鍛錬することによって言葉を掴み直していくという実践の先にしか開かれぬ境地がどうもありそ

うだ。 

【追記】  

上記で述べた内的感覚の言語化とは、内側の感覚を芸術的な創作物として表現することも当然な

がら含んでいる。要するに、言語化とは単純に概念的な言葉を当てはめることではないのだ。ここ

で述べている言語化とは、内的感覚を単なる体験として素通りさせるのではなく、経験に落とし込む

ための何らかの変換作業である。  

そのため、それは音楽として表現してもいいだろうし、絵として表現してもいいだろう。その表現方法

は多様である。いずれのアプローチを採用するにせよ、それらは内的感覚を素通りさせることなく、

感覚に光を当てることによって形とすることに貢献するのだ。 

その結果として、体験的な内的感覚が経験として昇華され、自分の中で血肉化されていくのだ。あ

る意味、内的感覚を血肉化させるための実践を等しく言語化と呼んでいる。「言語化」という言葉に

違和感があれば、より簡潔に「経験化」あるいは「体現化」という日本語を当ててもいいかもしれな

い。 

249. 「自己組織化」と「自己創出」 

近、言葉の使用に関してもう少し厳密な態度を取る必要性を強く感じている。借り物の言葉では

なく、自分の内側を真に通過した言葉だけを使用するように心がけたい。自分の内部でろ過されて

いない言葉を用いることは自己欺瞞を招きやすいし、何より伝えたい人に自分の言葉が届かないと

いう事態を引き起こしてしまいがちである。  

自分の内側を通っていない言葉を使えないとなると、自分の語彙の貧困さが露呈する。今日もラン

ニングの 中、「どうすれば言葉が自分の内側を通過し、真に自分の言葉となるのか？」ということ

に思いを巡らせていた。  
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方向性としては、自分の体験や経験にできるだけその言葉を引きつけて、それを内側から捉えるこ

とに意識を強く向けることが大切になると思った。以前の記事で、真の言葉は自己の存在を通過し

たものである、あるいは自己の存在そのものである、という趣旨の内容を書いていたと記憶してい

る。  

これまで毎日、書籍や論文を読む中で、大量の言葉と出会ってきたが、その出会いを大切にするこ

となく、ほとんどの言葉は無残にも自分の外側を素通りしていたことに気づかされた。日々出会う全

ての言葉を自分に引きつけて咀嚼することは不可能に近いが、少なくともこの瞬間の自分にとって

重要だと思われる言葉を大切にし、自分の内側を通過させることによってそれらと一体になりたいと

いう思いが溢れている。  

今回は、ダイナミックシステム理論を理解する上で不可欠な「自己組織化（self-organization）」と「自

己創出（autopoiesis：オートポイエーシス）」という言葉を取り上げたい。これらの言葉は、広くシステ

ム科学全般において頻繁に目にするため、ここで立ち止まってそれらの言葉を自分なりに整理した

いと思った。  

まず自己組織化（self-organization）とは、システムが自律的に秩序を保つ構造を生み出す現象の

ことを指す。雪の結晶の形成はまさに自己組織化の たる例だろう。雪の結晶が生まれる過程を一

つのシステムの発達過程と捉えると、雪の結晶は混沌状態の中から自ら秩序を形成することによっ

て生まれたパターンだと言える。  

自己組織化のポイントはさらに、外部からの統制を受けずに秩序が自律的にシステム内で生まれ

てくることにある。雪の結晶においても、外部から積極的な介入が加えられることなしに結晶パター

ンが形成されることを想像すると分かりやすいだろう。  

この点について少しイメージが難しければ、渡り鳥の群れが隊列を作って移動する様子を思い起こ

していただきたい。これはよく知られた話かもしれないが、渡り鳥の群れが隊列をなす時、そこには

パターンを形成するリーダー的な役割の存在はいないのだ。つまり、渡り鳥たちは互いの動きを感

じ取り合いながら、自律的に一つの隊列というパターンを作っているのだ。これも自己組織化の例

だろう。  
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自然界の例のみならず、私たちの知性や能力の発達においても自己組織化現象が見られることが

近年の研究によって明らかにされている。マクロな観点でいえば、ある発達段階から次の段階へ移

行することは、ある意味で混沌とした状態から新たな秩序を生み出すことに他ならず、これは自己

組織化と呼んでもいいだろう。  

カート・フィッシャーの発達理論と関連付けると、自己組織化はマクロな発達プロセスを捉えた際に「統

合化（intercoordination）」として現れる。  

逆にミクロな観点で見ると、ある発達段階内で量的な拡大が行われるとき、すなわち複数の能力が

単純に一つのまとまりとして組み合わさる姿も自己組織化現象だと言える。カート・フィッシャーの理

論で言えば、これは「複合化（compounding）」である。  

次に、自己創出（autopoiesis：オートポイエーシス）とは何かというと、あるシステムが環境との関係に

おいて自分を位置づけ、絶えず自己の状態を更新する現象を指す。別の言い方をすると、自己創

出とは、絶えず自分自身を産出し続けることを指すのだ。  

分かりやすい例として、私たちの自我の同一性は自己創出の産物と言えるだろう。私たちは絶えず、

「自分が自分であること」という自己言及を無意識的・意識的に行い続けている。その結果として、

私たちは自己という存在を不変に保つことができるのだ。  

近、「自分が自分であること」という自己言及に対して疑義を挟むような自問をすることが多くなっ

ているが、それでも私という存在は変わらずにいつもここにいる。毎朝起床した時に、自分の自我が

昨日の自我と同一性が保たれているのは、絶えず自分自身を産出し続けるという自己創出のおか

げだろう。  

250. 風 

——風は己が好むところに吹く。汝その声を聞けども、どこより来たりどこへ行くを知らず——ヨハネ伝  

山口県の徳山駅で新幹線を降りた時、我が身を包むような心地よい風が吹いていた。駅の窓から

瀬戸内海を眺め、瀬戸内海から吹き込むあの優しい風を全身で受け取った。  
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清々しく、そして優しいこの風は、私にとって思いがけない嬉しい歓迎であった。歓迎の風を受けな

がら、今から20年以上も前のことになるが、東京から山口に引越したあの日のことを思い出した。  

あの日も間違いなく、瀬戸内海から吹き込む穏やかな風を感じていた。磯の香りがブレンドされた

風を始めて浴びた時の記憶は今でも鮮明に残っている。その日はあいにくの曇り空であったが、初

めて目にする瀬戸内海は自分にとって輝いて見えた。  

成人になって得られた今日の感動と幼少時代のあの感動は、等しく「感動」という気持ちに括ること

ができる。しかし、幼少時代に得られたあの時の感動は黄色の色彩を帯びており、鋭い形をしてい

た。一方、今日の感動はオレンジ色の色彩を帯びおり、丸みを帯びた形をしていることに気づかさ

れた。  

同じ「感動」という感情なのに、色や形が違ったのだ。色と形の違いを感知した時、瀬戸内海に対す

る感動の質が自分の中で変わったのだとわかった。こうしたところにも、自分の内面的な成熟の証

を見て取ることができた。  

私はしばらく目を閉じて、その風がやって来た場所を想像し、この風が次に向かう場所を想像した。

その風がやって来た場所も次に向かう場所も、決して一つには決まらない。しかしながら、そうであ

るがゆえに、自分の想像力によって、風がやって来る場所も次に向かう場所も決めることができるの

だとわかった。  

風の生誕地と次なる目的地に思いを巡らせてみると、私という存在もこの風のようなものかもしれな

いと思った。自分はどこからやって来て、どこへ行くのか。それは今の私には答えることのできない

問いであるし、今後も明確な答えを得られないかもしれない。  

だが、どこから来たのか、どこへ行くのか分からぬこの風のように自分は生きていくのだろう、というこ

とはわかった。私の歩みに寄り添うかのように、風は色と形を変えながら私が好むところにいつも吹

いてくれるのだろう。  
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251. 「構造的カップリング」と「相互浸透」 

オランダへの出発がいよいよ一週間を切った。現在、オランダ到着後に必要な各種手続き（例：住

民登録や銀行開設など）の流れを確認している。  

四年前にジョン・エフ・ケネディ大学でシステム理論に関するクラスを履修して以降、数年間はその

分野から離れていたが、再びシステム理論の探究に着手している。というのも、フローニンゲン大学

で学ぶダイナミックシステム理論の理解をより深いものとするためには、その原型であるシステム理

論に精通する必要があるからだ。  

しかし、そうした思いとは裏腹に、日本滞在中のこの一年半は、システム理論や発達心理学とは直

接関係しない（間接的に関係する）哲学や生物学の書籍を読むことが多かった。そろそろギアを入

れ替える時期に来ていると判断したため、積読状態になっているシステム理論関連の書籍をゆっく

りと紐解いていくことにした。  

「システム理論」と一口に言っても、その対象範囲は非常に広い。積読状態になっている書籍の背

表紙を眺めると、ウィーンの生物学者ルートヴィヒ・フォン・ベルタランフィ（1901-1972）が提唱した一

般システム理論を源流とし、アメリカの文化人類学者のグレゴリー・ベイトソン（1904-1980）、サイバ

ネティクスを提唱したアメリカの数学者ノーバート・ウィーナー（1894-1964）、チリの生物学者フラン

シスコ・ヴァレラ（1946-2001）とウンベルト・マトゥラーナ（1928-）が提唱したオートポイエーシス論、

複雑性科学に大きな貢献を果たしている理論生物学者のスチュアート・カウフマン（1939-）の名前

が並んでいる。  

それに加えて、ドイツの社会学者ニコラス・ルーマン（1927-1998）の社会システム理論、ドイツの心

理学者カート・レヴィン（1890-1947）のダイナミックフィールド理論を学びながら、ダイナミックシステ

ム理論の理解を深めていこうと思っている。  

積読状態になっている書籍を上記のように書き出してみると、これら全てに関する理解度をこの一

年間である程度のところまで持っていくには、相当な集中と修練が必要であると考えられ、身が引き

締まる思いである。私の場合、書き出すことをしないと、探究対象になかなか本腰を入れて取り組ま

© YOHEI KATO 2016 !20



ない傾向があり、上記のように一旦書き出してみることによって集中的に取り組む分野が鮮明になっ

た。  

取り組むべき分野を明らかにしたところで、引越し準備の合間を縫いながら少しずつシステム理論

の学習を再開させている。  

ニコラス・ルーマンの社会システム理論を始めとするシステム科学全般において、「構造的カップリ

ング」と「相互浸透」という言葉が度々登場する。これらは、複数のシステム間の関係を考える上で

重要になる概念である。  

しかしながら、それらの意味を正確に理解することと両者の違いを明瞭にするのは意外と難しいと

感じている。まず、「構造的カップリング」というのは、二つの閉鎖的でありながらも自律的に運動を

しているシステムが相手のシステムの環境条件を作り出しているような関係性のことを言う。  

より詳しく述べると、一方のシステムAにとって、相手方のシステムBは環境としてのみ機能しており、

当該システムAにとって意味のある環境変化を生み出す情報しか相手方のシステムBから受け取ら

ないという意味で、両者は閉鎖的な関係にある。しかし、双方のシステムがお互いの環境条件になっ

ているという意味において相互依存的な関係でもあるのだ。  

例えば、ロバート・キーガンの発達理論において、発達段階4の人たちの関係性の構築の仕方は構

造的カップリングのようだと言える。段階4の人たちは、他者の固有の価値体系を理解しながらも、

他者の存在は彼らにとって単なる外部環境的なものに過ぎない。  

つまり、段階4の人たちは、自己の価値体系という閉鎖的なシステム内にとどまっており、自己のシ

ステムを強化させることに有益であれば、他者（他のシステム）と相互的な関係を構築しようとするの

だ。 逆に、他者の存在が自己のシステムを強化することに有益でないと判断されれば、相互的な

関係を築こうとしないのだ。 

一方、「相互浸透」というのは、二つの異なるシステムが相互に関係しあうことによって、それぞれが

複雑性を増していく現象を指す。これはまさに、キーガンの理論で言うところの段階5「相互発達段

階」を想起させる。  
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ルーマンによると、相互浸透の鍵は、二つのシステムが互いに開放的であり、各々のシステムの複

雑性を他方へ移転させることが可能なことにある。こうした相互浸透によって、お互いのシステムは

変容を遂げていく機会を得るのである。  

発達段階5に至ると、自己システムが閉鎖的ではなく開放的なものとなり、他のシステムの複雑性と

自己のシステムの複雑性をやり取りするようなあり方になっていく。この姿はまさしくルーマンのシス

テム理論の観点からすると相互浸透的だと言えるのではないだろうか。  

252. 場所と時間、時間と場所 

久しぶりに山口県の実家に戻ってきて以来、非日常的な意識状態の中にいる。バルコニーから眺

めることのできる瀬戸内海と松林は、この特殊な意識状態をさらに深める働きをしてくれているよう

だ。  

興味深く思うのは、こうした意識状態でなければ考えられないテーマや感じられないことがあるとい

うことである。人間の意識を探究している者にとってみれば、当たり前と言えば当たり前なのだろうが、

私たちの思考や感情は意識の状態に大きく左右されるということを、現在進行中の体験の中で今

強く実感している。  

そもそも、ここでの時の流れは都会と違うのである。緩やかに、そして静かに流れるこの時間になん

とも言えない落ち着きを覚えるのは、普段の都会生活の中では緊張を強いられる特殊な時間が流

れているからかもしれないと思った。  

普段、都会で生活をする私たちは、機械的な匂いのする人工的な時間の流れの中に組み込まれ

ているのではなかろうかと思わされる。そう考えると、もしかしたら今私が体験している意識状態が本

来あるべき日常的なものなのであって、東京での意識状態は異常なのかもしれないと思う。  

見渡している瀬戸内海の遠方に、大型のタンカーが浮かんでいるのが見える。近くで見れば、その

タンカーはもの凄い速度で動いているのだろう。だが、遠くから見ると、その動きはとてもゆったりと

している。  
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広大な海の上を進むタンカーを見ていていつも驚かされるのは、その速度がいかに遅いように見え

ても、それは着実に目的地へ向かい、いつの間にか途轍もない距離を移動しているというその事実

である。これは人間の発達においても当てはまることだろう。  

発達の 中にある当人は自分の身に起こっている発達現象に気づかないものであるし、それは端

から見ている他人でも気づきにくいものである。しかし、海の上を進む船のように、発達は常に現在

進行形で少しずつ起こっているものなのだ。  

時間が経ってみて、ある時ふと、自分が大きな発達を遂げていたことに気づいたり、他者がそれに

気づいたりするのである。海は海に固有の時間を包摂し、船は船に固有の時間を包摂している。そ

れらの時間が絶妙に融和して初めて、一つの調和のとれた時間が生み出され、海は船を動かし、

船は海を動かすのだ。  

場所は固有の時間を作り出し、時間は固有の場所を作り出す。場所と時間の相互作用の中に、私

たちという存在は生かされている（活かされている）のだと思う。  

253. 荷造り 

二転三転あり、フローニンゲンでの生活拠点を街の中心部ではなく、より閑静な住宅地の方に変更

した。フローニンゲンの街のシンボルであるマルティニ塔を眺めることのできるアパートの周りは、街

の中心部ということもあり若干ガヤガヤしている。  

様々な店が乱立するストリートの一角にそのアパートはあり、毎日人通りが多いだろうということを懸

念して、その物件を選択することを辞めた。その代わりとして選んだ物件は、とても落ち着いた住宅

地にある。  

その住宅地はおそらく近年開発されたためであろうか、街の中心部に比べて非常に綺麗なのであ

る。また、フローニンゲン大学まで歩いて通うことを想定した場合、通学途中に緑豊かな公園の中を

突き抜けることができるのも決め手の一つとなった。やはり自分にとって自然という存在は、切っても

切り離せないものなのだと実感する。  
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兎にも角にも静かな環境の中で、自分の仕事に打ち込みたいという強い思いがあったため、まだ実

際の生活は始まっていないが、 終的に決定したこちらのアパートをとても気に入っている。  

望むような場所にアパートを借りることができた幸運に感謝しつつ、いよいよ出発の 終準備を進

めていく必要性を感じている。過去五年間、幾度となく引越しを繰り返してきたため、荷造りなどの

物的準備はスムーズに進むと思っているが、心的準備の方は少しばかり難航している。  

人間の発達もそうであるが、引越しに関しても、次に進むためには以前の状態を否定することをし

なければならない、という共通点がありそうだ。人間としての器や能力の発達を例にとってみても、

必ず過去の自分の器や能力を強烈なまでに否定しなければ、あるいは、否定するように迫られな

ければ、私たちの器や能力は発達しないのだ。  

それと同様に、愛着のある場所から離れるということにも否定が付きまとうと思っている。今、私は数

十年後をめどに日本に帰ってきた時に、東京に生活拠点など置くものかという否定的な感情が自

分の中に渦巻いているのを確かに感じている。こうした否定的な感情が芽生えてくることは、愛着の

ある場所から新天地へ移行する際の通過儀礼なのだろう。  

それにしても、一方的に否定される過去の自分や東京の街はたまったものではないだろう。毎日天

候が変化するのと同様に、「渡欧」という事象に対する私の意味づけ内容が日々変化するのを観察

している。出発に向けて、絶えず変化する意味内容をどうにか自分の心の箱の中にうまく荷造りし

ていく必要があるようだ。  

254. 新たな言語習得について 

自分の内面領域に触れながら絶えず書くという行為には、どうやら変容的（transformative）な効果

のみならず、治癒的（therapeutic）な効果があるようである。精神を健全に保ちながら認識世界の深

みへ到達していくというのは実に過酷なことであると思っていたが、絶えず書くということと並走して

いけば、なんとかその歩みを継続していくことができると確信している。  

相変わらずオランダ語の学習が進んでいない。これは言い訳に過ぎないが、残りの期間でするべき

仕事が他にあるし、何より日本で生活をしていると他の言語を学ぶ緊急性がほとんど感じられない
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のだ。語学全般において、やはり必要性に迫られるということ、特に生きるためにその言語を学ばざ

るを得ないというような環境に自らを晒す必要性があると強く思う。  

オランダ到着後、何か新しく趣味の世界を開拓するということもないであろうから、せめて語学の勉

強に力を入れたいと思う。フローニンゲン大学は特にヨーロッパ各国からの留学生が多いという点、

語学センターの充実という点において、様々なヨーロッパ言語を学ぶチャンスが広がっている。  

これまで英語という世界に閉じこもっていた自分に向けて、「他の言語も習得せよ」というメッセージ

が降りてきた。オランダでの二年間の修練期間が終了すると、再びアメリカに戻る可能性が高いた

め、このヨーロッパ滞在期間は自分にとって非常に貴重な時間となる。  

限られた滞在期間の中で、 大限の学びが得られるように精進したいと思う。オランダ語だけを学

ぶことは実に煩わしく、学習動機も高まらないので、目下検討中なのは、オランダに隣接する国々

の言語を一緒くたに学んでしまおうという計画である。  

オランダに隣接しているのはドイツとベルギー（公用語：オランダ語、ドイツ語、フランス語の三カ国

語）であり、オランダの近くにはフランスもある。そのため、オランダ語に加えて、ドイツ語とフランス

語もこの絶好の機会になんとかある程度のレベルまで習得したいと思うのだ。  

話し言葉からそれらの外国語を学び、フローニンゲン大学の留学生たちとその国の言葉で交流で

きたら理想である。話し言葉（生活言語）を軽視する傾向にある自分にとって、さらにはごく限られた

人間としか交流できない自分にとって、少しばかり殻を破るような促しをこちらから仕掛けたいと思

う。  

過去10年間、目まぐるしく生活拠点を変えてきたが、私自身は旅や外出をあまり好まない。旅や外

出の効用が、家の中で日々の仕事に打ち込むことの効用を上回ることはほとんど無い。だが、ここ

でもあえて自分のこれまでのやり方を少し壊してみる試みをしたいのだ。  

具体的には、毎週末、あるいは隔週末、隣国の国々（ドイツ、ベルギー、フランス）を訪れるというこ

とである。今このようなことを文字に刻みながら、やはり一ヶ月に一回程度にしようかなと躊躇する自
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分がいる。だが、それらの隣国の国々は、これまで盲目であった私の関心を強く惹く場所が必ずあ

ると思うのだ。  

宝の山に埋もれている財宝を探り当てるように、自分なりの名所を発見したいものだ。私たちに変容

をもたらすのは、つくづく他者と場所の存在だと思う。こうしたことを認知的な理解ではく、経験的、

あるいは実存的な理解として持ってしまっているが故に、逆に今の自分は他者と場所を避けるよう

になっているのかもしれない。  

自己変容に対して強い抵抗感を示し、これ以上先に進んでいくことは危険ですらあると認識してい

た自分に対し、さらなる変容を促す働きかけがもたらされている気がするのだ。他者と場所との出会

い。これから私は欧州でどのような他者や場所と出会うことになるのだろうか。それは全くもって未知

であり、自己変容が未知であるということと完全に合致するのだ。  

自己が変容していく運命にあるのならば、その運命に全てを任せたいと思った。  

255. 美の化身 

昨日、山口県の実家から東京に戻ってきた。渡欧を五日後に控え、税務署への確定申告や市役

所への転出届の提出、国際心理学会議（ICP2016）へ向けたプレゼン資料の 終準備や荷物の梱

包という仕事が残っている。  

これらの仕事を終えれば、いよいよオランダへ旅立つことになる。実家に滞在中、私は特殊な意識

状態の中にあり、まさに夢を見ているかのような感覚であった。そうした夢見の感覚も、帰りの新幹

線が東京に近づくにつれて徐々に薄れていった。  

これは夢から醒めるかのような感覚であったし、より正確には、ある夢から別種の夢へ移行するよう

な感覚であったと表現できるかもしれない。東京は東京でまた違った夢を私たちに開示しているの

だろう。  

本格的な夏の到来はこれからなのだろうか？昨年一年間は日本に滞在しており、日本の夏を昨年

も経験しているはずなのであるが、夏というのはこれほど涼しいものなのだろうか。  
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今日も東京は過ごしやすい気温である。「天候は自らの化身である」ということがわかって以来、い

かに寒かろうが暑かろうが、天候の変化に右往左往することなく、それらは自らの現れであるという

ことを理解しながら天気と共に生きている自分がいる。  

しかしそれにしても、現時点での日本の夏は過ごしやすいと感じている。これは私の主観的な感覚

であるし、もしかしたら、日本の気候を快適なものだと思おうとする何らかの心の投影なのかもしれ

ないと思った。  

いずれにせよ、日本の夏を美しいものとして心に留めておきたい自分がいるのは間違い無いだろう。

アスファルトに照りつける灼熱の太陽光、セミの鳴き声、木陰にやって来るそよ風、夏という季節が

生み出す全ての景観の中に美を見出し、それらを心に留めておきたいのだ。  

思えばこうした試みも、ある種の自己確認をしていることなのかもしれない。諸々の事象に固有の美

を見出しているのは自分である。そうであるならば、自己という存在の本質はやはり美なのだろう、と

思わされる。  

イマニュエル・カントが提唱した「真・善・美」の三象限モデルでは、人間の内面を扱う象限を「美」と

して捉えている。そうなのだ。人間の内側に入り込んでくる全てのものは本来美的なものであるべき

であるし、自己は美に他ならないのだ。  

そうであれば、人間の内側に汚物を流し込もうとする悪意ある行為や仕組みを断固として排斥する

必要があるように思う。美に溢れ汚物にまみれた現実世界を今日も生きながら、自分に今できること

を着実に行っていく。  

256. 書物 

——偉大な書物は我々を超えたところへ、我々を呼ぶ。我々を超えたところへ、我々を連れていく——

ケン・ウィルバー  

フローニンゲンの街での生活拠点が 終的に決定し、引越しの準備を着々と進めている。引越し

の準備とは言っても、私の場合は蔵書の選別だけをすればほぼ準備が完了したことになる。  
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実家に送る書籍とオランダに送る書籍を無事に分別し終えた。分別作業の時に、毎回手持ちの書

籍の全てに目を通すようにしている。その本の目次をまず眺め、気になる箇所があれば中身を簡単

に確認する。そして 後に、本文全体にざっと目を通す。  

そのような作業をしながら、自分はその本からこれまでどのようなことを学んだのかについて思いを

巡らせる。大学時代と社会人時代に購入した書籍は現在手元になく、手元にあるのはジョン・エフ・

ケネディ大学に留学してからの書籍が主である。  

手元にある書籍を確認するというのは、私にとって引越しに際する通過儀礼のようなものであり、今

回も様々な発見があった。改めて気づかされたのは、書物は繰り返し読むことに意義があり、同じ

書物を繰り返し読む場合であっても、自分の成熟に応じて新たなことを開示してくれる、ということだっ

た。  

別の言い方をすると、内的な成熟度会いに応じて、過去に読んだことのある書物は新たな意味と新

たな経験を私の中で開いてくれるのだ。もちろん、すべての書物がこうした働きを持っているわけで

はないことにも気づかされる。  

確かに、以前読んだ本を再読すると、どのような書籍でも記憶から抜け漏れていた知識があるため、

それを確認することにも多少なりとも有益性があるかもしれない。しかし、抜け漏れていた知識を単

に確認することは、書物を再読する真の意義ではないと思うに至っている。  

そうした知識の確認作業にしか耐えることができなくなった書籍はオランダへは持って行かないよう

にしようと決断を下した。私にとって、そばに置いておきたい書籍は、自分の発達に応じて新たな意

味と経験を開示してくれるものであるし、「内的促しを促す」本たちである。  

少しばかり表現が難しいが、内的促しを促す書籍というのは、私たちの発達を直接的に促すもので

はない。それらは発達の原動力となる内側の働きを刺激する触媒のような書物なのだ。  

そのようなことを思いながら、部屋の床に散らばった分別後の書物を眺めてみる。自分よりも高次の

発達段階の世界を適切に認識できないのと同様に、自分よりも高次の認識世界で構築された書物

を正しく読み解くことはできない。  
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結局、その人の発達段階の範疇でしか書籍から意味を汲み取ることはできないのだ。だからこそ、

自分の成熟に応じて何度も同じ書物を読むことに意味があるように思う。  

その書物を理解できない理由が知識の不足という水平的成長の問題なのか、発達段階の劣後とい

う垂直的成長の問題なのかを確認しながら、一つの書物と向き合い、水平・垂直双方の成長を確

かめながら何度も繰り返しその書物を読んでみるのもいいかもしれない。  

内的促しを促してくれる優れた書物に出会うための条件は、やはり自らの内面を深めていくことにあ

るように思う。また逆に、自らの内面を深めるために優れた書物が必要になるとも思うのだ。  

257. 効率化という穏波と荒波 

昨日、海外転居に伴う住居変更や確定申告等の手続きを全て終え、あとは明後日に迫った国際心

理学会議の発表準備と荷造りをするだけとなった。書きながら一つ思い出したのは、銀行で行う手

続きが一つ残っていたことだ。  

銀行の窓口がまさか午後三時に閉まるとは思ってもおらず、昨日行おうと思っていた手続きが一つ

積み残しになっていたのだ。 近はインターネットの発展もあり、外国送金がオンライン上で簡単に

行うことができるという便利な状況になっている。  

積み残しになっていた手続きは、海外転居に伴うオンラインバンキングの登録に関するものだ。こ

れが完了すれば、「渡欧前にやることリスト」に記載の全ての項目にチェックマークを入れることがで

きる。  

今回の渡欧に際して、とても便利だと思ったのは、東京の自宅からスーツケースを目的地の空港ま

で運んでくれるサービスである。私は、中学二年生の時に初めて海外に行く時に搭乗したJALの印

象が忘れられず、その時以来、日本を経由する海外移動では必ずJALを利用するという忠誠を誓っ

ている。  

今回も成田からフランクフルトまではJAL便を利用することになっている。その際に便利なサービス

が「JAL手ぶらサービス」と呼ばれるものである。  
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これは搭乗クラスにもよるとのことであるが、今回は大きなスーツケース2個を自宅からアムステルダ

ムの空港まで運んでもらうことになった。成田空港まで大きなスーツケースを持っていく必要もなく、

機内持ち込み用の小さなスーツケースだけを持っていけばいい、というのは実に快適である。  

今回はフランクフルトからアムステルダムまでは、KLMオランダ航空を利用することになっているが、

搭乗券の情報を伝えれば、フランクフルトでスーツケースを受け取ってそこからKLMに荷物を預け

ることをせずに、日本の自宅からアムステルダムまで一気にスーツケース二つを運んでくれるのはと

ても有り難いことだと思った。  

ただし、アムステルダムからフローニンゲンまで、フローニンゲンから新居までは自分でスーツケー

スを持ち運ぶ必要があるので、三つのスーツケースで不自由なく移動できるような重さにしなけれ

ばならない。  

辻邦生先生の『パリの手記』を読むと、1950年代において飛行機での海外移動が少しずつ普及し

始めていた様子がわかるが、辻先生はあえて33日間かけて横浜からパリまで船便で移動したそうで

ある。この日記から、その時の苦労と充実感が文章から色濃く伝わってくる。  

当時の状況から考えると、現在は物の移動と人の移動は格段に効率化されている。大学時代、ドイ

ツに留学していた先輩が「国立（くにたち）から吉祥寺に行くのとケルンに行くのとでは変わらない」

と述べていたことを思い出したが、グローバル化に伴ってそれだけ移動時間も短縮され、精神的な

距離も縮まっているのだろう。  

しかし、効率性を追求した結果として、海外へ時間をかけて移動することでしか味わえない濃密な

時間が希薄化されてしまったり、海外の目的地に到着した際の感動も空疎なものになってしまう可

能性も否めない。  

世間の風潮は画一的な効率化に汚染されているため、どこを効率化し、どこを濃密化させるかの意

思決定は個人に委ねられており、私たちは思慮深く効率化の風潮と付き合っていく必要があるだろ

う。さもなければ、濃密な経験や感動は効率化という荒波に一気に流されてしまうだろう。  
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258. 異界と経験 

オランダという異国の地へ向かう日が刻一刻と迫ってきている。出発の日まで一ヶ月半ほどあった

時には、自分の心の動きは至って平静であった。しかし、一ヶ月半を切り始めると、心の動きが変化

に富むものとなってきているのに気づく。  

日常生活において心の動きがこれだけ起伏に富むものになることはそれほどないであろうから、日々

の心の動きを随時ノートに書き留めている。変化する心境を言葉によって捉え、固定化させないと

心中穏やかではないのだ。  

また、起伏に富む心の動きを言葉によって書き記し、固定化させるプロセスを経ないと、心の動きが

上手く流れていかないとも感じている。要するに、書くという行為を通じて心の動きを固定化させる

ことは、翻って心の流動的な動きを担保してくれるのだ。  

今回の渡欧生活は、自分にとって非常に重大な経験になりそうだ、という予感がしている。地中に

植えられた雑草の種子が、生命力に後押しされて地面の固いアスファルトを突き破ってでも外の世

界に出て行こうとするのと同じように、今回の経験は私を外へ外へと押し広げていくような力を内包

している気がするのだ。  

何かを経験するというのは、現在の自己の境界線から外へ出て行くことなのだと思う。経験を表す

英単語 “experience”の接頭語 “ex-“は「外へ」という意味を持つということを思い出した。  

やはり、経験とは本来、自己の現在の世界から私たちを外へ引きずり出すという性質を持っている

ようだ。真の経験は私たちを外へ押しやるということに加え、現在の自己の限界を絶えず突きつけ

てくるものだろうし、現在の自己を否定しようとする衝動がそこに息づいている気がするのだ。  

そう考えると、自己にとって経験とは、自らを異界へと追いやる強制力と自己否定のようなものを同

時に兼ね備えているのだと思う。  

フランスの哲学者ジル・ドゥルーズ（1925-1995）は、アンリ・ベルグソン（1859-1941）の思想の流れ

を汲み、生命の運動を完結することなく流動し続けるものであると捉えている。また、生命の運動は
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あらかじめ完成された地図に基づいてなされるものではなく、地図そのものを作成し、書き換え続け

るという特徴を持つと指摘している。  

これらの特徴は私たちの経験にも当てはまるのではないだろうか。経験は絶えず流動し続ける運動

と捉えることができ、それはあらかじめ定められたものではなく、経験が新たな経験を創出していくと

いう特徴を持つのではないだろうか。  

こう考えると、もはや経験と自己の境界線が見当たらなくなってくる。経験とは自己そのものなのかも

しれない。あえて両者を区別すれば、経験はその流動的な性質と自己創出的な性質を持ってして、

流動し続ける自己を支え、自己が絶えず自己を新たに書き換えていくことを促すものなのだと思う。  

ただし、経験は自己の安全を無条件に約束するものではない。経験は自己を異界へ追いやり、自

己が立脚している日常性を揺るがすという性質を不可避に内包していると思うのだ。つまり、経験は

自己の流動性と自己創出を支えるという優しさを持っている反面、自己の日常性に亀裂を生じさせ

るような厳しさを持っている気がしてならない。  

そうしたことを考えながら、人生の今この瞬間にしか得られない思いや気づきをノートにまた書き記

す。  

259. 辻邦生「春の戴冠・嵯峨野明月記」展覧会 

日本で済ませておくべき全ての手続きを終え、荷造りも無事に目処が立った。渡欧準備を着実に

進めてきた理由としては、横浜で開催される国際心理学会議（ICP2016）が控えていたということに

加え、日本にいる間に辻邦生先生の展覧会に是非参加したかったからだ。  

7/15（金）から8/12（金）にかけて、学習院大学の史料館にて、辻先生の展覧会が開催されるという

ことを知って、渡欧前に必ず足を運びたいと思っていた。東京にはこれまでの人生において10年以

上住んでいたことになるが、学習院大学がある目白駅に降りたことはこれまで一度もなく、学習院大

学に行くのも初めてであった。  
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どんな場所であれ、これまで訪れたことのない場所に降り立った瞬間、実に新鮮な感覚が自分の

内側を流れるものである。目白駅からすぐ近くにある学習院大学の敷地に入った時、この大学が醸

し出す落ち着いた雰囲気に驚かされるとともに、心地よい気持ちになった。  

辻先生の展覧会が開催されている史料館までゆっくりと景色を眺めながら——「迷いながら」という表

現が正確かもしれない——散歩していた。部活動に打ち込む学生や図書館で熱心に書物を読む学

生の姿が見える。ゼミナールであろうか、ある教室内で一人の教授と少数の生徒がディスカッション

をしている姿が見える。  

こうした光景を静かに眺めながら、自分も数カ月以内に再びアカデミアに戻り、読みたい書籍や論

文をひたすら読み、師事したい教授から教えを請うことができるのだ、ということに意識が向かった。

探究したいことに専心し、思う存分に学ぶことができるというのは実に贅沢なことなのだと思った。  

まだフローニンゲン大学に到着していないのだが、すでに贅沢な気持ちを味わいながら、目的の

史料館に到着した。史料館で展示されている一つ一つの資料をじっくりと眺めながら、改めて辻先

生の思想と生き方に多大な感銘を受けた。  

辻先生、森有正先生、井筒俊彦先生といった日本を代表する碩学に対して失礼にあたるかもしれ

ないが、彼らの霊感と自分の霊感はほぼ同一のものだと感じている。彼らが持っている特殊な霊感

と自分の霊感が同種のものでなければ、私は彼らの仕事からこれほどまでに精神を高揚されること

はないはずである。  

この三人が残した仕事には彼らの霊感が凝縮かつ表出しており、私の魂を震撼かつ共鳴させてく

れる力が込められているのである。この展覧会は辻先生に関するものであるから、辻先生に話を限

定すると、私は辻先生の文学作品そのものに感銘を受けたわけでは決してないのだ。  

先生が残した文学作品そのものではなく、その作品に込められた思想やエネルギー、作品を完成

させるまでの先生の生き様の中に私の心を強く打つものがあるのだ。その証拠として、私は辻先生

の文学作品を幾つか所持しているが、それらの作品をほとんど読んでいないのだ。というよりも、読

むことができないのだ。  
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幼少時代からのことであるが、私は物語を読みこなすための知性が欠落しており、文学作品は 初

と 後のページを何とか読み通すことができるだけであり、途中のページを読むことが全くできない

のだ。辻先生の「夏の砦」「西行花伝」「異国から」にせよ、作品全てを丹念に読むことはできず、パ

ラパラと眺めることしかできないのだ。  

ただし、丹念に読み込んでいるものがあるとすれば、それは辻先生が書き残した数々の日記であ

る。私は、辻先生の文学作品からというよりも、先生の思想や生き様がより色濃く反映された日記か

ら多大な影響を受けてきたのだ。  

史料館に展示されている資料の中で、私が食い入るように眺めていたのは、まさに先生が書き残し

ていた日記類である。どのようなノートに、どのような筆記用具で、どのような字体で、どのような内容

を、どれほどの分量で書き残していたのかをじっくり観察していた。  

書きながら考える、考えながら書くという姿勢以上に、書くことによって自らの霊感を召喚させ、個的

な美を普遍的な美に昇華させようとする表現者としての先生のあり方に、一番感銘を受けているの

かもしれないと思った。  

後に、なんと今年の11/8から11/12の期間にパリで先生の展覧会が開催されるそうだ。1957年か

ら1961年にかけての渡仏を始めとして、その後も日本とフランスを往復するような生活を送っておら

れた先生にとって、フランスという国とパリという街が持つ意味は非常に大きいと思われる。  

そのパリで開催される先生の海外初の展覧会に是非足を運んでみたいと思う。会場はパリ日本文

化会館だ。  

260. 不思議な夢とデカルト 

今朝、不思議な夢を見た。『魔の山』の作者として有名なトーマス・マンの時間論の観点から人間の

発達を捉え直す必要がある、ということをつぶやいている自分が夢の中に出てきた。そもそも、この

ドイツ人の小説家が時間論を展開していたかどうか定かではなく、どうやら複数の記憶と自分の現

在の関心事項が混じり合い、このような夢を見たのだと思う。  
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先日実家に送った書籍の中に、辻邦生先生の『トーマス・マン』という評論集があったということ、マ

ルセル・プルーストの『失われた時を求めて』に関して辻先生が時間論について何か書かれていた

ということ、人間の発達に関する理解をさらに深めるためには、時間という概念を考察する必要があ

るという自分の思いが混じり合って生成した夢のようだった。  

錯綜した記憶であったとしても、トーマス・マンの時間論の観点から人間の発達について考えようと

していたのは事実である。夢の中でそのテーマについて歩きながら考えていると、街中で名古屋に

関するクイズ企画が開催されていた。  

確かにこれまで名古屋にクライアント企業が二社ほどあったが、私は名古屋にそれほど精通してい

るとは思えない。それにもかかわらず、クイズ企画に群がる人たちの中にいた一人の中年男性と協

力して、出題された三問のクイズに対して即座に解答することができたのだ。出題者の方が裏で解

答を再度読み上げることを私に要求してきたが、中年男性が協力してくれた 後の問題の名古屋

の地名を私は読むことができなかった。　  

しかし、クイズ企画に群がる人たちの盛大な拍手によって、それらしい読み方でその地名を読み上

げると、事なきを得た。その様子を見ていた中年男性は笑顔のままその場を立ち去り、私はクイズ

の企画者から景品を手渡された。  

結局、景品の中身もわからないままそれは手元から姿を消し、先ほど歩きながら考えていた人間の

発達と時間に関する考察もまた一からやり直しとなった。そこで目が覚めた。  

今日は国際心理学会議（ICP2016）の発表当日なのだが、目が覚めた時、発表についてよりもデカ

ルトについて気になっていた。カート・フィッシャーの論文においても、デカルト的発想に基づいた

発達思想は、近年の実証研究の成果によって過去の遺物になっているという指摘がある。  

また、多くの哲学書や科学書の中においても、デカルト的な主客二分の発想や方法論は問題があ

ると指摘されている。これまでの私は、確かにそうしたデカルトの発想に疑問を呈していたし、それ

ゆえにデカルトについて探究しようという気持ちも起こらなかった。  
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しかしながら、デカルト研究の大家でもある森有正先生の書籍を読んでみると、世間一般で表面的

に語られるデカルトの発想とは次元を異にする深い思索がデカルトの中に流れていたことに気づか

されたのだ。こうしたことから、デカルトを自分の手で理解していこうと思った瞬間、デカルトの生き

方に関して思わぬ記述を発見した。  

デカルトは32歳から晩年にかけて、オランダで隠棲生活を送っていたことを知ったのだ。デカルトは

単純に世を捨てたのでは決してなく、己の哲学的探究と自己開発のためには絶対的な孤独が必

要であるという強い自覚と、そうした探究から得られた思索の成果を書物として世に問うことによって、

世の福祉に貢献しようとする強い思いがあったことに感銘を受けた。  

デカルトがオランダに移住した年齢は、私の今の年齢と近いものがあるし、デカルトが追求した上記

の生き方はまさに自分が遂行しようと決心していた生き方に他ならないことに驚かされ、強い共感の

念を持った。  

デカルトから受けた激励と彼に対する共感の念を持って、これから横浜で開催される国際心理学会

議に向かおうと思う。2016/7/29 
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