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261. 希望という名の投票箱に一票を 

いよいよ夏らしくなってきた。今朝は雲一つないほどの晴天であり、生命の躍動を促すような力強い

太陽光が早朝から降り注いでいる。渡欧の日がいよいよ二日後に迫ってきており、その前に日本の

夏らしさを感じることができて幸運に思う。 

先日街を歩いていると、東京都知事選挙へ向けて候補者のポスターが張り出されているのを見か

けた。ポスターを眺めながら、この世界は希望と絶望で均等に満たされているような思いが襲来した。

希望が勝るのでも、絶望が勝るのでもない、そんなことを直感的に捉えたのだ。 

さらに、私たち各人に、希望という名の投票箱と絶望という名の投票箱のどちらに一票を投じるのか

が委ねられている気がしたのだ。そのような思いの中、私は自分がどれだけ絶望に包まれていよう

とも、自分の手が絶望に侵されていたとしても、希望という名の投票箱に絶えず一票を投じていきた

いと思った。 

昨日、改めて自分の探究姿勢を確認した。このところ、繰り返しこのテーマが頭に浮かび、自分の

考えを声に出しながら、文章にしながら、絶えず自らに言い聞かせるかのようなフィードバックルー

プが生まれている。 

井筒俊彦先生や森有正先生から学んだ探究姿勢。それは、真に普遍的なものに到達するために

は、個の経験を絶えず深化させていく他に道はないという考えのもと、常に自己の内側を通して世

界に関与しながら思索を深めていこうとする態度である。 

効率性や量の拡大を礼賛する風潮にある現代社会において、「叡智」という言葉は死語になりつつ

あるのかもしれない。しかし、現代社会から叡智を抹消してはならないと思うのだ。なぜなら、叡智

は紛れもなく私たちの生を豊かなものとし、それは生きる原動力のようなものだからである。 

叡智というものが形骸化し、死物と化している時代にあっても、私は叡智を追い求めたいと強く思う

のだ。井筒先生にせよ、森先生にせよ、彼ら先達は叡智を決して観念的にではなく、主体的・実存

的に追求していたのだと思っている。 
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私もその点に自分の活動根拠を見い出している。叡智というものは単なる観念的な言葉ではなく、

本来、万民に訴えかける力を持つ普遍的なものであり、生きる力を呼び覚ますような実存的なもの

だと思うのだ。 

現代社会の風潮に逆行することになったとしても、どれだけ時代錯誤と言われようとも、そうした普

遍的・実存的な叡智を追い求め、その過程で得られた体験や知見を自分にできる範囲で表現・共

有していきたいと思ったのである。 

もはや疑うことができないのは、私の探究根拠は叡智を見出すことであり、現代社会の中に叡智を

回復させることにある、ということである。叡智を獲得するまでは長い道のりであり、紆余曲折がある

と思うが、探究の過程で得られた知見や、探究の 中で湧き上がる自分の思いや考えを含めて、

分量は短くてもいいので、とにかく文章の形で表現し、書き残していこうという思いに至った。 

この実践こそが、希望という名の投票箱に絶えず一票を投じるという自分なりの生き方なのだと強く

思う。 

262. 創発と相転移 

昨晩ふと、自分は毎日同じリズムで同じようなことをし続けていながらも、毎日新しいことに取り組ん

でいるという感覚が芽生えていることに気づいた。ありきたりの表現になってしまうが、つまり、毎日

が常に新しいものとして自分に訪れ、毎日の取り組みの中に新しさが必ず混入しているのだ。  

毎日の生活や実践における反復の中に微細な差異を常に見出している、という発見と言えばいい

だろうか。プロのピアニストが毎日同じ楽曲を演奏しながらも、そこに新しい発見を常に見出すかの

ように、私も日々の実践の中に顕在化される新しさを常に見出しているのだ。  

この発見事項とダイナミックシステム理論を絡めてみると、どのようなことが言えるだろうか？ダイナミッ

クシステム理論の観点から述べると、私たちの意識は世界との関与の仕方を絶えず組織化すると

いう特徴を持っている。  
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要するに、私たちの意識という動的システムは、ダイナミックに変動する外部環境に応じて自らを絶

えず変化させ、新たな自己を作り上げているということである。ここで興味深いのが、新たな自己を

作り上げる瞬間に「創発（emergence）」現象が起こることだ。  

創発とは、システムがそれまでにない質を自ずから生み出す現象を指す。冒頭の話と関連付けると、

毎日同じことを継続させているように見えがなら、そこに微細な差異を見出すというのは、創発現象

を発見していたということに他ならないのだ。  

創発とは、構造的発達心理学で言うところの大きな発達、すなわち段階の発達というよりも、ミクロな

発達のことだとイメージすると分かりやすいかもしれない。段階の発達というマクロな発達は、ダイナ

ミックシステム理論の世界では「相転移（phase transition）」と呼ばれる。  

学んだ概念や理論を自らに適用するという自己実験と日々の自己観察によって、創発というミクロ

な発達と相転移というマクロな発達が持つメカニズムと、両者をつなぐプロセスが少しずつ見え始め

てきている。  

つまり、ダイナミックシステム理論を実践と自己観察を通して学ぶことによって、大きな質的変容、す

なわち相転移が起こる地点にどのように自分を導いていくのかという道筋が見えてきているのだ。自

己をどの方向に向かわせ、どのような実践をすれば相転移が起こる地点に持っていけるのかを体

験的に掴み始めているということだ。  

発達のみに言及してきたが、自己変容にせよ、自己治癒にせよ、そこには創発と相転移という共通

の特性が潜んでいると思うのだ。自己を変容することと治癒をすることの双方において、自己という

動的なシステムを絶えず創発し、相転移を生じさせることが必要になると考えている。  

ここからも、創発と相転移の発生メカニズムを掴むことができれば、変容と治癒に関する実践に有益

な知見を加えることができるのではないだろうか。発達支援に携わる実践者がダイナミックシステム

理論を学ぶ意義はここにあると思うのだ。  

そして言うまでもなく、組織という動的なシステムの変革を行う者にとっても、ダイナミックシステム理

論に関する知識は不可欠の素養になると思う。  
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263. 忘却と発達 

気づきを得るというのは、ある対象を掴み取るということだけを表すのではなく、掴んだ対象から新し

い何かを「開く」ことも意味しているのではないだろうか。ある対象に対して気づきを得ることによって、

その対象に光が帯び、その光がまた別の対象を照らし出すという連続的なプロセスである。  

昨年、学ぶことに関して大きな洞察を得たことによって、日々気づいたことをノートにメモするように

している。メモを後からじっくり見返すために行っているというよりも、とにかく気づきを書き出すという

行為によって、自分の内側の思考や感情を外に出すことに何かしらの意味があると感じている。  

私たちの手は、外にはみ出した脳であると言われる。書物を読みながらの気づきや、ふとしたことか

ら得られた気づきをノートに書き残すという手を動かす学習を心がけてから、随分と学習の質に変

化があるように思う。  

そして、書物や体験から得られた情報を真に血肉化するためには、取り入れた情報から一旦離れ

る、あるいは忘れるというプロセスが不可欠なような気がしている。情報を取り入れる際は、確かに五

感を総動員して、自分のこれまでの体験や経験に引きつけてその情報と向き合う必要がある。  

しかし、その後は取り込んだものが深層に沈んでいくまで待つ必要があるように思うのだ。咀嚼した

情報が自分の身体と存在の深奥に養分として染み込んで初めて、その情報は自分の血肉として組

織化するための材料になるのではないだろうか。  

重要なのは、情報を五感を総動員して取り入れ、自身の体験と照らし合わせながら咀嚼するという

ことに加え、忘れるというプロセスをあえて挟むことである。忘却という行為は、私たちの養分になり

得ない不純物を排出してくれる働きがあるのではないだろうか。  

仮に五感を全て使えないとしても、外部にはみ出した脳である私たちの手を使いながら、得られた

情報をノートに書き出すことによって、情報の咀嚼化が加速され、忘却への準備として機能するの

ではないかと思っている。また、毎日一定程度の文章を書くという実践を継続していると、どうやら書

くことは自己を特殊な意識状態に導くようなのである。  
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哲学者ヘーゲルの親友でもあった詩人のヘルダーリンは、書くことによってある種のトランス状態に

入っていたというエピソードがある。このエピソードと自分の体験から考えると、もしかしたら書くこと

が特殊な意識状態を誘発し、自己変容と自己治癒をもたらす可能性があるのではないかと思う。  

日々の学びや体験を言葉によってあえて固定化させることによって、学びや体験の流動性が保た

れるという逆説的な関係があるように思う。あるいは、学びや体験という継続的な運動の余地を作り

出すことにつながるのではないか。ある意味、学びや体験を一旦言葉で閉じることによって、再び

新しい何かが開ける気がするのだ。  

複雑性科学の領域に多大な貢献を残したロシアの化学者・物理学者のイリヤ・プリゴジンが指摘す

るように、システムは外側に開けば開くほど、そのシステムは変化する可能性を帯びるのだ。書くと

いう行為を媒介にして、動的なシステムである私たち自身を一旦閉じ、新たに開いていくことによっ

て、さらなる変化が起こるのではないかと思うに至った。  

こうしたことを考えてみると、気づきにせよ、経験にせよ、発達にせよ、様々なものは連続的な性質

を帯びていそうだということが見えてきた。  

264. 散逸構造と発達に必要な抵抗 

複雑性科学に多大な貢献を残した化学者かつ物理学者でもあったイリヤ・プリゴジンは「散逸構造」

という概念を提唱した。この概念を発達科学の観点から捉え直すと、発達現象に関してまた新しい

洞察を得ることができる。  

人間の発達という文脈において、「散逸」とはどのような意味を持つのかというと、私たちの精神は絶

えず運動をしており、その運動エネルギーが、何かしらの抵抗に着面し、エネルギーが別種のもの

に変化する現象のことを指す、と私は考えている。  

散逸という現象を説明する際に、物理学においてよく用いられる例として、運動エネルギーが摩擦

によって熱エネルギーに変化したり、電気エネルギーが電気抵抗によって熱エネルギーに変化す

る現象が挙げられる。  
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重要なポイントは、散逸現象が生じることによって、これまで保持されていた秩序が自発的に崩壊し、

構造が形成されることがあるのだ。このようにして形成された構造のことを「散逸構造」と呼ぶ。  

まさに人間の発達においても、現在の段階が持つ秩序が自発的に崩壊し、新たな構造が生み出さ

れるという点において、人間の発達プロセスの中に散逸構造の形成を見つけることができるだろう。  

私たちが意図的に散逸構造を生み出すというよりも、それは精神の運動エネルギーが散逸していく

ことによって自発的に形成される動的な秩序構造なのだ。エネルギーが散逸していく流れの中に、

自己組織化しながら発生する秩序構造と言っていいかもしれない。  

散逸構造の形成プロセスとそのメカニズムも確かに興味深いが、ここではあえて他の観点に着目し

たい。それは、散逸構造が形成されるそもそもの前提条件である。  

人間の発達において、精神エネルギーが絶えず運動していることは確かに重要である。しかし、絶

え間ない運動だけでは構造的な発達は起こらないのだ。構造的な発達が起こるためには、精神の

運動エネルギーを別種のものに変化させる「抵抗」が必要なのである。  

冒頭で言及したように、物理学の世界において、運動エネルギーが熱エネルギーに変化するため

には摩擦という抵抗が必要であり、電気エネルギーが熱エネルギーに変化するためには電気抵抗

が必要なのだ。  

これは人間の発達においても当てはまる。つまり、精神エネルギーの流れに亀裂を入れるような、

エネルギーの秩序状態に混沌をもたらすような抵抗が発達には必要なのだ。そうした抵抗があって

初めて、散逸現象が起こり、秩序が自発的に崩壊し、新たな構造が創出されていくのではないだろ

うか。  

発達領域の数だけ抵抗の種類もあるだろうから、まずは自分が従事する能力領域においてどのよう

なものが抵抗と言えるのかを考えていきたいと思う。  
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265. 「ダッタン人の踊り」と知性が育まれる場 

この世界には、そこでしか育まれえぬものがある。その環境でしか獲得されえぬものがある。 近、

そのようなことを強く思う。  

昨日、近所の神社を訪れた時に、夏の暑い気温からは信じられないほどの涼しい風が境内を吹き

抜け、私はそれを全身で受け止めた。思わず立ち止まらずにはいられなくなり、その場にたたずん

で、大きな鳥居と神社を取り囲む環境が生み出す景観に見入っていた。  

清々しく吹き抜けたその風と、神社と周りの環境が織り成すこの景観美は、ここでしか感じられえぬ

ものだと思った。  

皆さんは、アレクサンドル・ボロディン（1833-1887）というロシアの作曲家をご存知だろうか。私はこ

の東欧出身の作曲家と昨年偶然出会った。  

すべての出会いは偶然であり、思いがけないものである。昨年、ロサンゼルスから日本へ帰国する

際のフライトの中で、ボロディンの代表作「ダッタン人の踊り」と出会ったのだ。 初にこの曲を聴い

た時、その躍動感と力強さに圧倒されたのを覚えている。  

「ボロディンはロシア出身である」ということを曲の解説で聞いた時、確かにこの曲はフランスやドイ

ツという自然環境では生まれてこないであろう作品だと思った。この曲はフランスで生まれてくるよう

な耽美さを兼ね備えた曲ではないかもしれないし、ドイツで生まれてくるような荘厳さを兼ね備えた

曲ではないかもしれない。  

しかしながら、この曲は紛れもなくロシアの自然環境によってしか創出されえぬ作品だと思ったのだ。

私はクラシック音楽に明るいわけではなく、ロシアを実際に訪れたこともないので直感的な印象に

過ぎないが、ロシアの深い森が辺り一面を激しい雪で覆われ、雪解け後の森を駆け抜けたその先

に広がる大草原の中で、歓喜に溢れた踊りを踊っているようなイメージがこの曲から感じられるので

ある。  
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「ダッタン人の踊り」というこの曲は、そうした意味で実にロシア的な香りがするのである。そのような

ことを感じながら、曲の解説にさらに耳を傾けていると、驚くべきことを知った。  

なんとボロディンの本職は、作曲家ではなく、化学者であり医者だったのだ。ボロディンが作曲を始

めたのは、ロシアの作曲家ミリイ・バラキレフ（1837-1910）と出会った30歳の時だそうだ。  

これまで正式に作曲を学んだことがなく、30歳から作曲を開始してもこのような曲が生み出せてしま

うボロディンの才能に敬意を表したし、同時に励まされるものがあったのは確かである。20代後半か

ら絵を描き始めたヴァン・ゴッホと同じように、ボロディンの生き方は新たな挑戦を始めようとする私を

大いに鼓舞してくれたのだった。  

この記憶に付随して、また別の記憶が芋づる式に想起された。それは、幼少時代に私が生き物を

飼っていた記憶である。  

多くの子供と同様に、私も金魚やカブトムシを飼ったことがある。少し変わったところでいうと、カナ

ヘビという小さくで可愛らしいトカゲを飼っていたことだろうか。  

これらの生き物は全て短命であった。正確には、私が飼うことによってそれらの生き物の命を短命

にしてしまったのだと思う。  

彼らが本来生活する調和のとれた自然環境から彼らを切り離し、人工的なカゴの中で生活すること

を強制してしまったがゆえに、彼らの生命運動は乱れてしまったのだ、と今になって思うのだ。生命

が健全に育まれる場というものが存在し、その場を人工的に作り上げることはいかに難しいかを思

い知らされた。  

近、人間の知性というのは生命とほぼ同じものなのではないかと思っている。つまり、知性の運動

と命の運動は限りなく等しいと思うのだ。そのようなことを考えてみると、現代社会、特に大都市の環

境というのは、人間の知性を深く豊かに育んでいくのにあまりふさわしくないのではないかと思う。  
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知性が豊かに躍動する場がどこか均一化してしまっている感じなのだ。あるいは、知性を育む場が

量的拡大の発想によって汚染されているような印象を強く持つ。量的な拡大や効率性を追求しよう

とする場の中では決して獲得されえぬものがあるし、育まれえぬものがあるのだ。  

知性の陶冶に場が果たす役割は極めて大きい。オランダでの重要な探究テーマは、ダイナミックシ

ステム理論の観点から知性が育まれる場の特徴やその生成過程について考察を深め、知性が深く

豊かに育まれる場の構築方法を確立していくことにある。  

266. 没頭する存在を常に仰ぎ見て 

先ほど、日本での 後のランニングを終えた。自宅のドアを開ける前から、このランニングは日本で

の 後のものになるとわかっていたため、走る一歩一歩に感慨深いものが込められていた。  

そこに寂寥感はなく、この一年間において自分を見守ってくれたこの土地に対する感謝の念しかな

かったように思う。走るペースもコースも全てこれまで通りであった。日常の中に絶えず非日常を見

出し、非日常の中に絶えず日常を見出すこと。  

それが私の生き方の一つとして定着しているのを実感する。今日のこの 後のランニングも、まさに

その生き方が体現されたものだったように思う。  

ランニングの際に必ず立ち寄る神社でお参りを済ませた。神社の敷地を出た瞬間に、燦然と輝く夏

の太陽を仰ぎ見た。  

これは先日実家に帰省した時にも思ったことであるが、私は幼少時代から常に両親の存在を仰ぎ

見ていたのだ、と改めて気付かされた。全てはあの時に決まっていた、と言っても過言ではないの

かもしれない。  

私は帰省中においても、日々の実践活動の中身を変えることはなく、早朝真っ先に手本とする学術

論文を筆写していた。裏紙に小さくびっしりと書かれた英語を不思議そうに眺める母。そして、小さ

な文字で綴られた私のノートを見て母は「ダヴィンチのノートみたいね」と笑っていた。  
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自分の探究分野に関して、日々の実践から得られた気づきや考えをノートに書き残すというのは、

実は母から学んだことなのかもしれないと思った。私が幼い頃、製菓の専門資格を取得するために

勉強に打ち込む母の姿を見ていたし、後年になって母が習い出したフラダンスに関しても、日々の

実践から得られた気づきや考えが母のノートに詳細に書き込まれているのを発見したことがある。  

そして、昨年から母は数十年振りにピアノを習い始め、楽譜に書き込まれたメモや音楽ノートは、私

のノートと似ているところがあるのだ。そして母のみならず、私の父も没頭癖があるのだ。  

大企業に勤める傍ら、帰宅後や週末に絵画作品を描く父を小さい頃ずっとそばで見てきた。プロ並

みの技術を持つ父の絵が絵本になったり、画廊で飾られているのをこれまで見てきた。  

絵画のみならず、現在は詩や短歌にも凝っており、「5・7・5の俳句は即興的に作ることができても、

5・7・5・7・7になると表現の幅が格段に広がり、なかなかすぐには作れない」ということを、外食後の

散歩中に父が述べていた。そして突然足を止め、綺麗に咲いているヒマワリにおもむろに近寄って

写真を撮り始める父。  

そんな父も再び新たな創作活動に向けて本格的に動き出すようである。 60歳に近づいている両親

が再び没頭できる探究対象を見つけたようなのだ。いや、おそらく両親はこれまでもずっと何らかの

探究活動に励んでいたのだ。結局のところ、私のこれまでの人生において、常に何かに没頭する

存在が身近にいたのである。  

今回のオランダ行きも、今後の人生における私の探究活動も、その根幹のエネルギーは幼少期に

決まっていたのではないかと思わされる。それゆえに、何かに没頭する途轍もないエネルギーを持っ

た父と母は、私にとって掛け替えのない格別な存在なのである。  

267.出発前日の朝 

昨日まで床に散らばっていたダンボール全てが無事に搬出された。文字どおり、もぬけの殻の状

態になった部屋全体を眺めて、いよいよ出発の日が明日に控えていることを強く実感する。  
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空っぽの部屋にたたずみながら、自分の中の全てがリセットされたような感覚に陥った。慣れ親しん

だ家から離れる日というのは、どこか寂しげな喪失感と、どこか楽しげな期待感の入り混じったような

気持ちになるのが不思議である。  

そうした気持ちと、全てがリセットされた感覚を十分に感じ切ること、それは新天地へ行くために必

要な精神的儀式なのだと思う。私はこれまで冠婚葬祭や入学式・卒業式といった類の存在意義を

なかなか見出すことができなかった。  

しかし、これらの式と呼ばれるものは、そこに大きな精神的作用が働くという点において、多大な意

味があると思うようになった。こうした式の前後で、精神的変容や精神的治癒を促す働きが起こって

いると思うのだ。  

それゆえに、私は冠婚葬祭や入学式・卒業式といった儀式の中に、精神的作用をもたらす大きな

意義を見出すようになったのだ。特にこれからは、そうした儀式を大切にしようと思う。  

そうこうしている内に、二つの大きなスーツケースまで搬出された。機内持ち込み用の小さなスーツ

ケース一つが部屋の中に置かれている。たった一つのスーツケースなのに、ひときわ強い存在感を

放っている。  

そして私は、引っ越し準備に際して出てきた諸々の不要物をごみ捨て場に持って行った。そうだっ

た。自分がこの一年間お世話になったマンスリーマンションは、美術館と音楽館の中で生活してい

るような空間を提供してくれていたのだった。  

マンションの廊下には無数の絵画作品が飾られており、館内はいつでも心地よいクラシック音楽を

流してくれていたのだった。この一年間、外出する際、そして帰宅する際に、いつもこれらの絵画や

音楽に包まれていた自分がいたのだった。  

ごみ捨て場に向かう 中、この一年間の中で も丁寧に絵画作品を見て回り、流れてくるクラシック

音楽にゆっくりと耳を傾けていた。全てがリセットされた自分の中に、目の前に存在する絵画と音楽

が具現化させている美が流れ込んできた。  
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美とはこういうものなのだ。芸術とはこういうものなのだ。人に対してこのような働きかけをしてくれるも

のなのだ、と思った。  

ごみ捨て場に不要物をゆっくりと置いた。見上げた早朝の東京の空は、昨日と変わらないような広

大な空であるのと同時に、全く新しい空だった。2016/7/31朝  

268. 出発前日の夜 

——後に続く者あるを信ず——神風特攻隊 

出発前夜、成田空港の近くにある「ホテル日航成田」に宿泊することにした。今、ホテルの自室でこ

の記事を書いている。 

成田空港に到着するまでの電車の中で、私は窓から見える景色をぼんやりと眺めていた。電車の

窓枠が絵画の額縁になったかのような錯覚に襲われ、額縁の中に動く雪山を見つけた。 

それは本物の雪山ではなく、雪山のように見えた積乱雲の塊である。そういえば、米国時代にこの

ような積乱雲を見かけたことはほとんどなかったのではないか、と思わされた。 後の 後に、日本

の気候が作り出す格別のお土産を受け取ったように感じた。  

日本のこの固有の時の流れ方、夏のこの空気の香り、それら日本でしか感じることのできないありと

あらゆることを決して忘れたくはない、と生まれて初めて強く思った。この先、日本で生活をする日

がいつになるのか正直全くわからないのだ。  

昨年のように、今後の人生のどこかのタイミングで日本に戻り、一時的に日本で生活をすることがあ

るかもしれない。しかし、その時はしばらく訪れないであろうということを、直感的に知ってしまってい

るのだ。  

だからこそ、そして今この瞬間だからこそ、日本が持つ固有の「日本性」の全てをありのまま感じるこ

とができると思うのだ。成田近郊の街のネオンに日本が顕現されている。手元にある日経新聞に日
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本が顕現されている。ホテルの自室に備え付けられている歓迎用の煎茶の茶葉に日本が顕現され

ている。  

そうしたことを思うと、抑えがたく込み上げてくるものがあるのだ。  

出発を前にして、私の中で立てた誓いを確認する。それは、明日から始まる新しい人生において、

発達科学者として人間の発達に関する「真」の追究のみならず、現代社会から抹消されつつある

「美」や「善」の領域の追究に全身全霊を注いでいくということ。 

そして何より、自分の生命の灯火を極限まで燃やし続けながら生き抜くことはできるのか。それに挑

戦し続けたい。究極的にはこれなのだ。 

こうした生き方を希求し、実践し続けた辻邦生先生や森有正先生のような先人を信じ、そして後に

続く者をただ信じて、ひたすらに進んでいきたいと私は思う。2016/7/31夜 

269. 空、そして出発 

——人が自己の根底に持つオリジナルな本源的な知覚。それの探求のために、考究のために、また

検討のために、人は出発するのだ——森有正 

日本を離れる時が来た。今日という出発の日は、どんよりとした雲が空を覆っている。だが、雲の合

間からわずかばかり青空がこちらを覗いている。  

現象の表面に囚われず、絶えず本質を捉えようとすること。表面的に見えている雲の大群の裏には、

紺碧の青空が広がっているということ。そして、紺碧の青空のその先には、広大な宇宙が存在して

いるということ。それを決して忘れてはならない。  

そんなことを思いながら、チェックインカウンターに向かった。そこで思わぬ光景に遭遇した。リオデ

ジャネイロ五輪の日本代表陸上選手一行がニューヨークへ出発するということで、報道陣が大勢駆

けつけていた。  
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おそらく、同じような思いで、そして一人一人異なる意味を携えて、彼らと私は日本を出発するのだ

ろう。  

多数の報道陣を後にし、私は外貨両替場に向かう。オランダのフローニンゲンではクレジットカード

の利用が不便であるから、一ヶ月分の生活費をユーロに替えておいた。ヨーロッパの広大さに比べ、

ユーロ紙幣の小ささに思わず笑みがこぼれた。  

手荷物検査を終え、パスポートに出国スタンプが押された。このスタンプが「入国」に変わる日付は

いつになるのだろうか。いつかその日が来ることを思いながら、空港のラウンジへ向かう。  

空港のラウンジから、一機、また一機と飛行機が飛び立っていくのが見える。そして、一機、また一

機と飛行機がやって来るのも同時に見える。日本から世界へ、世界から日本へ。  

今の自分の心境を「希望で満ち溢れている」と表現することは、極めて不適切だと感じている。「無」

という大海の中に、一粒の希望を投げ入れた時に生まれる波紋のような感覚なのだ。大きな波紋が

だんだんと小さな波紋になり、無に還っていく様子が心の眼を通して見える。  

私の今の気持ちは、希望という名の小石であり、小石が生み出す大きな波そのものであり、それが

徐々に小さくなって無に還っていく変化そのものであり、無そのものなのだ。こんな気持ちを二度と

味わうことはないだろう。  

ラウンジで焙煎した一杯のコーヒーを味わうのと同じぐらい、この気持ちを十分に味わうことは今の

私にとって重要であり、同時に全くもって重要でもないのだ。そんなことは本質ではなかった。  

全てを飲み込む無の世界を突き破ってでも、そこを通って進むしかないのだ。ただ一点、この「それ

でも進む」という己の姿勢にのみ、自己の本質を感じるのだ。  

自分は前も後ろも関係なく進むことしか、ただひたすらに進み続けることしかできない。それが私と

いう一人の人間の姿を的確に表していると思うのだ。  

フライトの時間が刻一刻と静かに忍び寄り、そして堂々と自分に向かってくる。  
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自己の目醒めからの出発。そして未知なるものへの出発。それは、ヨーロッパという未知なるものか

もしれないし、そこで生まれ変わる未知なる自分へ向かっての出発かもしれない。  

人間の成長とはつまるところ、こうした出発の繰り返しなのだろう。常に常に出発する。いつもこの瞬

間も新たな始まりなのだ。自分には始点しかないのだ。  

始点から出発し、再び新たな始点に行き着く。この過程を取り巻くものは絶望なのか、希望なのか。

いずれだとしても、もう自分は次の始点へと向かって進むことしかできない。一点の曇りもないこの

断固とした思いを携えて。  

空港内のラウンジを見渡すと、様々な人たちが自分を取り巻いていることに気づく。目を輝かせて

いる子供たち。神妙な面持ちでパソコンを眺めているビジネスパーソンたち。ラウンジを片付けてい

る人たち。  

これら全ての人たちと共に私の世界があるのだと思った。フランクフルト行きのフライトの時間が迫っ

てくる。  

刻む秒針のリズムに合わせて、張り詰めた私の魂が高鳴っていく。真夏の日本に深呼吸して、私は

出発することを腹にくくった。二度と戻れぬ今という自分に別れを告げて。  

ついにフライトの搭乗アナウンスが響き渡った。私は「一足入魂」の思いで日本の大地を噛み締め

ながら搭乗ゲートに向かった。  

ゲート近くにある大きなな窓ガラスから曇り空が見える。肉体の眼だけで世界を見ないこと。心の眼

で、いや、魂の眼でこの瞬間に広がる世界を見ることが大事なのだ。  

私の視線の先には、広がる紺碧の空があった。魂の視線のさらに先には、新たな世界への出発が

あった。2016/8/1  
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270. オランダでの生活に向けて 

日本出発の六日前：2016/7/26の日記 

未だ形にならない思念の塊を文章として表現することによって、なるべく心を落ち着かせようとする

自分がいる。日々の生活の中で湧き上がる雑多な考えや思いを言葉にすると、混沌さに心身を乗っ

取られるのではなく、均衡を心身にもたらすことができると感じている。  

もちろん、発達科学全般の学びを今後も共有していくつもりであるが、心身の微細な変化を記録す

るために、毎日の活動記録のような日記も書き残しておきたいと思っている。それはさながら、森有

正先生の『バビロンの流れのほとりにて』や辻邦生先生の『パリの手記』のような、異国の地での生

活日記という形式になるだろう。  

フローニンゲンの街に到着後、まず行わなければならないのは住民登録である。フローニンゲンの

街に住民登録を済ませると、住民ナンバー（日本におけるマイナンバー、米国におけるソーシャル

セキュリティーナンバーのようなもの）を取得することができて、これがないと現地の銀行口座を開設

できないそうなのだ。  

そのため、フローニンゲン到着後の翌日早々に、住民登録を済ませたいと思う。オランダの他の大

学院はどうかわからないのだが、フローニンゲン大学の場合、一年間の生活費を証明するために、

銀行の残高証明ではなく、フローニンゲン大学が所持する銀行口座に一年分の生活費を事前に

振り込まなければいけないのだ。  

この手続きは一ヶ月前に済ませているのだが、現地の銀行を開設した後、一ヶ月ぐらい経ってから

フローニンゲン大学の銀行口座から自分の口座に生活費が払い込まれる仕組みになっている。留

学生の人数が多いという理由もあるだろうが、このタイムラグは少し不便である。  

また、アムステルダムの街にあるスーパーではクレジットカードが使えるが、フローニンゲンの街にあ

るスーパーではクレジットカードが使えないことがほとんどであり、それも厄介である。現金をほとん

ど持ち歩かない自分にとって、フローニンゲンの街のクレジットカード事情は少し不便である。  
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銀行開設が無事に済めば、あとは携帯の手続きぐらいで他に諸手続きはないはずである。8/1に現

地に到着してからプログラム開始まで一ヶ月ほどゆとりを持たせているので、フローニンゲンの街を

散策したり、大学の施設を確認することをまず行いたい。  

そのように生活のリズムをある程度作った後に、8/31に留学生が一堂に会する歓迎会に参加する

予定である。この歓迎会では、フローニンゲン大学の学長や街の市長がわざわざ挨拶をしてくれる

らしく、米国時代のジョン・エフ・ケネディ大学に入学した時とはだいぶ様子が違うことを実感する。

このあたりにフローニンゲン大学が欧州を代表する総合大学であるという貫禄を感じる。  

この歓迎会が終了したら、今度は私が在籍するプログラムの歓迎会が9/5に開催される。フローニ

ンゲン大学の心理学科は、さらに10個の専門プログラムに分かれているが、この歓迎会は心理学

科で学ぶ全ての大学院生を対象にしたものであり、どのような同僚とこれから付き合うことになるの

かとても楽しみである。  

プログラムの歓迎会が終了したら、いよいよ本格的に授業が開始されることになる。他の留学生は8/

31の歓迎会の少し前あたりにフローニンゲン入りするらしいが、私は一ヶ月前からフローニンゲンの

街で生活を始めることにし、欧州生活を送るための 適な心身をその一ヶ月の間で作り上げようと

思っている。  

その一環として、8月の半ばにドイツとスイスに滞在する予定である。  

271. 初日からのハプニングの嵐：その1（機内編） 

フローニンゲンでの三日目の朝を迎えた。怒涛の嵐が過ぎ去り、嵐の後の静けさに浸っている感覚

だ。というのも、日本を出発してからの空の旅を皮切りに、そこからフローニンゲンの新居に着くまで

が本当にハプニングの連続だったのだ・・・。  

人間が持つ代表的な喜怒哀楽という感情の全てを体験させてくれる、実に乱高下の激しい初日で

あった。どのようなハプニングに見舞われたのか、搭乗した飛行機の機内から新居に到着したとこ

ろまでを、時系列に沿って覚えているだけ克明に書き残しておきたい。  
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********************************************************************************* 

搭乗のアナウンスがあった後、搭乗ロビーの大型テレビに大リーグの試合が放送されていた。画面

に目をやると、偶然ながらイチロー選手がバッターボックスに立つところだった。お決まりのルーティ

ンを着実にこなし、バッターボックスに入ったイチロー選手。  

どうやら米国での3000本ヒットまで残すところ後2本のようだ。誕生日が一日違いであり、同じB型と

いう血液型であるということ、そして何より、求道者としての姿勢に共通するものがあると勝手ながら

に思っており、敬愛するイチロー選手の動向をこれまで長らく追いかけてきた。  

そのため、この打席でヒットを是非とも打って欲しいと願う自分がいた。しかし、結果はファーストフラ

イに倒れた。その瞬間、これが求道者の人生だと思った。偉大な業績の裏には無数の失敗があると

いう事実の中に、そして無数の失敗があったとしても依然として歩みを続けていかなければならな

いという事実の中に、求道者としての人生の縮図を見たような気がしたのだ。  

また、イチロー選手のこの凡打は、私のこれからの新天地の生活の中で、必ず凡打のような同種の

出来事に何度も遭遇するということを暗示しているように思えた。  

そのような思いに浸りながら、いよいよ搭乗ゲートが開き、機内に乗り込んだ。自分の精神力の弱さ

と神経質な特徴からだろうか、私は5時間を越すフライトでは必ずビジネスクラスに乗ることにしてい

る。5時間を越すフライトを窮屈なスペースで身をかがめながら過ごすのは、身体的にも精神的にも

多大なストレスがかかるように思うのだ。  

何より、隣の人との距離があまりに近いと、その人の身体的・精神的エネルギーが自分に乗り移っ

てしまうような感覚があり、それを避けるためにも、隣の人との適度な距離が自分には必要なのだ。

そうした我儘を聞いてくれるのが、日本航空が主に欧米路線のビジネスクラスで導入している「JAL 

SKY SUITE」という快適な環境である。  

隣の人との距離が十分に確保されているだけではなく、開閉式のパーティションが設けられており、

JAL SKY SUITEの座席はいわば、「個室」のような空間なのである。資料やパソコンを広げて仕事

をするのに十分な回転機能付きテーブルが設けられていることも有り難い。  

© YOHEI KATO 2016 !20



この個室空間に入った時に、改めてそのようなことを思った。いよいよ飛行機が滑走路へ向かう。飛

び立つ前の加速の 中に味わうあの感覚と離陸直後のなんとも言えないあの浮き上がる感覚の中

に、私たちはいろんなことを思うのではないだろうか。  

私も例外ではなく、様々な思いが胸に去来していた。不思議なもので、飛行機が一定の高度に達

し、安定状態に入ると、そうした様々な思いが一つのまとまりに変化し、自分の心も安定したものに

なるのである。  

心が落ち着いたところで早速、自分の仕事を開始した。とにかく日本を出発してからロシアを抜ける

までは、日本語の書籍を読もうと腹に決めていた。そこで選んだのは、森有正先生が1950年代後

半に執筆したパリでの思索記『バビロンの流れのほとりにて』である。  

読み進めていくうちに、この書籍を選んだことをひどく後悔した。なぜなら、そこで記されている森先

生の実存的な課題があまりにも自分のものと似ており、先生の血潮を感じさせる文章に何度も何度

も目頭が熱くなったからである。  

私は森先生をどこか他人とは思えず、自分よりも50年先に全く同じ道を歩いていた同志なのだと思っ

ている。遥か彼方に行くことは、結局そこから自分自身に戻ってくる「円環的な性質」を持っている

のだ、という森先生の言葉は、今の自分が漠然と思っていたことをこれ以上ないぐらいに正確に言

い表している。  

そうなのだ。私はオランダという遥か彼方の地に行くことによって、自分自身に還ってこようとしてい

るのだ。この感覚は本当に疑いようのないものである。  

確かにフローニンゲン大学は、人間の知性の発達に関して、発達科学と複雑性科学（特にダイナ

ミックシステム理論）を架橋させた研究を行っているメッカであり、この大学のプログラムから私は多

くのことを学ぶことになると思う。しかし、正直なところ、確固たる意志があれば、これらの分野に関し

て日本においてもそれなりに学ぶことができると思うのだ。  
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つまり、私がオランダの地で成し遂げようとしているのは、発達心理学やダイナミックシステム理論の

専門性を単に深めるということよりも、自らに還っていくことなのだと思う。そのようなことを思いながら、

再び森先生の書籍のページをめくる。  

自分にとって一つ一つのページがこれだけ重たい本を見つけることは、今後の人生において極め

て少ないだろう。また一つ、また一つとゆっくりページをめくっていく。あるページに辿り着き、そこで

また私の心は森先生の思想に鷲掴みにされ、私は思わず書籍から目を逸らし、顔を上げた。  

視線を上げた先に、全く思いがけない偶然の再会があった。  

私：「あれっ！あぁ、あの時はどうもお世話になりました。」  

CAの方：「？？？？」  

私：「約六ヶ月前のパリから成田へのフライトでお世話になりました。あの時搭乗されていたCAの方

ですよね？」  

CAの方：「六ヶ月前？・・・あぁ、そうです、覚えてくださっていてとても嬉しいです！」  

本当に思いがけない偶然であった。今年の初旬に、私は英国とオランダを訪れ、その帰りのフライト

でお世話になったCAの方とまたここで偶然再会したのだ。  

その方曰く、当時はパリ路線を担当しており、今年度からフランクフルト路線を担当することになっ

たそうだ。お話を伺うと、毎週毎週フランクフルトに飛んでいるわけではなく、当時のパリ路線にせよ、

年間の国外フライト数はそれなりに限られたものだと教えてもらった。  

自分も年に一回か二回ばかり海外路線を使う程度なので、お互いの独立事象から算出される確率

は天文学的な数字になるな、と思っていた。この嬉しい再会の後、再び私は自分の仕事に戻った。  

森先生の書籍をかなり読み進めた後に当たり前のことに気づいたのだが、ロシアという国は国土が

非常に大きいのだ。当初の予定では、ロシアを抜けるまで森先生の書籍を読もうと思っていたので
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あるが、そうすると他の書籍や資料に目を通す時間が無くなってしまうということにロシア半ばの上

空で気づいた。  

私は『森有正全集第一巻』に掲載されている『バビロンの流れのほとりにて』を切りよく読み終えたと

ころで、本書を閉じて、自分の専門分野の洋書を読み始めることにした。成田からフランクフルトま

でのフライト時間はおよそ11時間半であるが、食事の時間と40分の昼寝以外は、貪るように複数の

書籍を読んでいたことに気づかされた。  

機内に書見台を持ち込み、それをテーブルの上に置いて書籍をひたすらに読み続けることだけを

行っていると、あれよあれよと言う間に飛行機がフランクフルト空港への着陸に向けて準備を始め出

した。パーティションを下げ、窓から見えるフランクフルト周辺の森になぜだか心が癒された。  

フランクフルトに到着したのは、現地時間の午後四時半あたりであったが、気温は肌寒かった。ここ

からアムステルダムへのフライトに乗り継ぎをすることになる・・・。  

272. 初日からのハプニングの嵐：その2（欧州到着編） 

少しばかり肌寒いフランクフルトに降り立ち、私はアムステルダムへの乗り継ぎを急いだ。フランクフ

ルトは、ドイツ国内のみならず国際的に見ても経済・金融の中心地であるが、この日のフランクフル

ト国際空港は閑散としていた。  

欧州ではこのところテロが頻発しており、乗り継ぎの際の手荷物・身体検査が厳重であった——その

一方で、入国審査では何も質問されることなく、嘘のようにすんなりと欧州入国ができた。  

前述の通り、手荷物・身体検査が面倒で、機内持ち込み用のスーツケースを開けられて中身を色々

と確認された。無事に検査を終え、KLM航空のフライトを待つことにした。出発一時間前にもかかわ

らず、まだ搭乗ゲートが確定しておらず、ゲート番号の「D」という表示だけが電光掲示板に記され

ていた。  
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「Dのどこで待てばいいのだろうか？」そのようなことを思いながら、辺りを彷徨っていると、搭乗開始

時刻の30分前にうっかり搭乗ゲートから外に出てしまった・・・。つまり、もう一度あの面倒な手荷物・

身体検査を受けなければならなくなったのだ。  

私：「再びこんにちは（笑）。うっかりゲートから出てしまって・・・」  

係員：「あぁ、さっきの方ですね。覚えてますよ。」  

私：「さっき検査を通ったから今回は素通りできますか？」  

係員：「いえ、残念ながらできません。もう一度受けていただく必要があります。」  

私：「そうですか、仕方ないですね。アムステルダム行きのフライトの搭乗口がまだ確定しておらず、

掲示板上でゲート番号が未表示なのですが・・・」  

係員：「もう一度チケットを見せていただけますか？ええっと、ちょっと待ってくださいね。今コンピュー

タで確認してみます。あぁ、ありましたよ、 “D23”ですね。」  

私：「 “D23”ですか、ありがとうございます！」  

という言葉の裏に、「私的に “D23”という番号をこっそり教えないでくれ！広く万民にその情報を電

光掲示板で公開しないでどうする！」と微笑を浮かべながら心の中でつぶやいていた。  

そうこうして無事にアムステルダム行きのフライトに搭乗し、定刻通りにフランクフルトを出発した。フ

ランクフルトからアムステルダムまでは飛行機で一時間で着けるので、成田からフランクフルトまで

の快適な空間と180度違う機内環境でもそれほど苦にはならなかった。  

飛行機がアムステルダムへの着陸準備を始めた。窓からオランダを象徴する風車が見えてくる。今

年の初頭にアムステルダムを訪れていたため、どこか懐かしい景色が広がっていた。  

しかし、私が二年半ほど過ごしたサンフランシスコという街を機内から眺める時にいつも感じるあの

安堵感、つまり自分の街に帰ってきたという感覚は、まだアムステルダムという街に対しては抱いて
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いない。どこかの国からアムステルダムに向かう際に、「アムステルダムに行く」という表現から「アム

ステルダムに帰る」という表現になる日がいつか来るのだろうか。そのようなことを窓から景色を見下

ろしながら思った。  

さて、アムステルダム到着後のここからが大変であった。まずは日本から送ったスーツケースを二つ

受け取らなければならない。先ほどの入国審査同様、これらのスーツケースを無事に、そしてとても

速やかに受け取ることができた。  

「さぁ、ここから新居に向かうぞ」と大型のスーツケース、中型のスーツケース、機内持ち込み用のスー

ツケースを携えて、新居までの三時間の小旅行に向けて気合を入れ直した。さもなければ、待ち時

間を除いて、成田からフランクフルトまでの11時間半のフライト、フランクフルトからアムステルダムま

での一時間のフライトの後の、ここからの三時間の移動に耐えられないと思ったのだ。  

アムステルダムからフローニンゲンまでは、合計二回ほど電車を乗り換えなければならない。事前

に電車のスケジュールをPDF化しており、それを携帯で確認すると、二回の乗り換え時間がやたら

と短く、三つのスーツケースを運びながら時間通りに乗り換えができるか懸念していた。  

アムステルダムから 初の乗り換え駅までの車中、チューリッヒから来たという小柄の中年男性から

声をかけられた。  

男性：「どちらまで行くのですか？」  

私：「フローニンゲンまでです。あなたは？」  

男性：「奇遇ですね！私もフローニンゲンまでです。それにしても、そのスーツはかっこいいですね。

どちらのものですか？」  

私：「いや〜、本当に奇遇ですね、フローニンゲンですか。スーツ？あぁ、ありがとうございます。この

スーツはゼニアの生地で仕立てたものです。」  

男性：「ゼニアですか〜。どおりでかっこよく見えたわけだ。」  
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そうなのだ。今回、日本からダンボールを送る際、そしてスーツケース二個を送る際に、このスーツ

とビジネスシューズ一足がどうしても入りきらなかったのだ。そのため、このスーツとシューズを身に

まとって日本からオランダへ向かうことになったのだ。  

いずれにせよ、今日は偶然が重なる珍しい日だなと思いながら、お互いにしばらく雑談をしていた。

雑談がしばらく落ち着いた後、その男性は手軽な荷物とともに電車の二階席に姿を消した。  

懸念していた一回目の乗り換えの時が来た。重たいスーツケースを一つ一つ急いで電車から降ろ

し、足早に乗り換えのプラットホームに向かおうとしていた矢先、次に乗るべき電車の案内が同じプ

ラットホーム上に表示されていた。  

「どういうこと？携帯では乗り換えの表示が出ているんだけど・・・。同じプラットホームで次の電車を

待っておけばいいのかな？荷物を移動させる必要がなく、なんてラッキーなんだ！今日は本当に

ついてるぞ！！」と思った。だが、先ほど乗っていた電車がプラットホームを断固として離れようとし

ない。  

次に乗るべき電車が出発する時間の一分前になり、この電車がまさにその電車であることに気づい

た瞬間、再び急いで三つのスーツケースを車内に乗せた。「紛らわしすぎる・・・。乗り換え表示など

するのではなく、 “remain on board”という表示にしてくれればいいのに」とGoogle Mapを若干恨ん

だ。  

残すところ後一回の乗り換えが依然として 大の懸念事項であったが、今日は本当に幸運続きの

日であるため、同じような奇跡が起こるかもしれないと楽観視していた。次の乗り換えまでの一時

間、車窓から見えるのどかな風景に見入っていた。  

東京の都心に馴染みのある者にとって、アムステルダムの街ですら、大して都会には思えないだろ

う。そんなアムステルダムからオランダ北部にあるフローニンゲンの街に行くまでの景色は、実にの

どかであった。  
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車窓から動いている風車と動いていない風車が見える。「オランダの風車には、人が住んでいるん

だよな。安く風車を賃貸してそこで生活することができる代わりに、風車を定期的に回すことが要求

されている、ということをどこかで聞いたぞ」ということが頭をよぎった。  

風車の次に目に飛び込んできたのは、雄大な牧場を闊歩する牛の群団であった。この時すでに疲

労はかなり溜まっていたが、「北海道か！」というツッコミを入れることはできた。  

夜の九時を過ぎているのに、まだ太陽が見える。太陽が沈む時に私たちに見せてくれる 後のあ

の輝きに恍惚感を覚えた。その太陽は、夏とオランダを象徴するヒマワリを彷彿させるような鮮やか

な色であった。  

さぁ、二回目の乗り換えの時が来た。ここで再び幸運に恵まれた。チューリッヒから来たという先ほど

の男性が背後から現れたのだ。  

私：「すいません。同じくフローニンゲンに行かれるのですよね？よろしければ、助けてくれません

か？」  

男性：「ええ、お安い御用ですよ。」  

私：「いや〜、助かりました。それではこちらの荷物を一つ、次の乗り換えの列車まで運んでもらえま

せんか？」  

男性：「もちろんいいですよ！こんなに重たい荷物を持って移動されるのは大変でしょう。」  

この優しさに、心の中で「チューリッヒ人 高！」と声を上げたが、 よくよく考えると“チューリッヒ

（Zurich）”は国ではなく、スイス 大の都市ではないか、ということに気づき、「スイス人 高！」と心

の中で感謝のマントラを唱え直した。  

無事に 後の乗り換えが終わったと思った途端、蓄積されていた疲労が一気に噴き出した。疲労

困憊であったため、激しい睡魔に襲われ、ウトウトしていたところ、幻聴が聞こえ出した。聞こえて来

た幻聴に起こされる形で、待ちに待ったフローニンゲンの街に到着した。  
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到着したのは、現地時間の夜の11時前であった。新居の鍵をどのように受け取るかを事前に不動

産会社と入念に打ち合わせをしていたことを思い出す。結局、その不動産会社の傘下にある、深

夜まで営業している近くのピザ屋で鍵を受け取ることになっていたのだ。「ピザ屋で鍵の受け取り？

大丈夫なのか？」と日本を離れる前に思っていたが、「何にせよ今日はとにかく運がいいのだ」と自

分に言い聞かせていた。  

オランダの中でも も美しい駅の一つと言われるフローニンゲンの駅を堪能する暇など全くなく、新

居に一刻も早く着いて今すぐにでも休みたい、と心の底から強く思っていた。スーツケース三つを

ゆっくりと引きずりながら駅の改札口を出ようとしていると、中東か北アフリカから来たらしい三人家

族が、不安げな表情を浮かべながら深夜のフローニンゲン駅のプラットホームに立ち往生している

のが見えた。  

四歳ぐらいの小さな男の子と母親が不安な面持ちで椅子に腰掛けており、重たい荷物を引きずっ

ていた私を見つけた父親が足早にこちらに近寄ってきた。本当は歩いて目的のピザ屋に向かおう

としていたが、その親切な父親が荷物をタクシー乗り場まで運んでくれると言ったので、もうタクシー

に乗って行こうと思った。  

その父親はタクシーまで荷物を運んでくれ、私はこの人の親切心に感謝して、そこで私たちは別れ

た。無事にタクシーに乗り込み、オランダ語と英語のどちらも流暢に話すペルシャ系の運転手に目

的のピザ屋の場所を告げた。  

私：「正直なところ、歩いていける距離なんですけどね。」  

運転手：「ちょっと地図を見せてくれますか？ええと、通りはここですね。」  

運転手とやりとりをしていると、先ほどの父親が小さい息子の手を引きながら、助手席に座る私の方

に近寄ってきた。小さな男の子が私をじっと見つめている。  

私：「先ほどはどうもありがとうございました。」  

その父親：「いえいえ。ところでさっき乗ってきた電車の切符を持ってますか？」  
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私：「ええ、まだ持っていますよ（あぁ、そういえば、改札口に切符を通していなかったところを見られ

たのかな）。」 

その父親：「その切符いただけますか？」  

私：「ええ、いいですよ。」  

切符を手渡すと、その父親は小さな息子の手を引きながら一目散にプラットホームに姿を消していっ

た。  

運転手：「今のは良くないと思いますよ。だって切符にあなたの個人情報が載ってるんでしょ。」  

私：「えっ、そういえば・・・（クレジットカードで購入していたからカード番号とかも特定されてしまうの

かもしれない）。取り返した方がいいですか？」  

運転手：「ええ、そう思います。」  

“Yes, I think so.”という言葉が聞こえた瞬間に、私は助手席から飛び降り、ゼニアのオーダースー

ツとビジネスシューズを身にまとった疲労困憊の体でその父親を懸命に走って追いかけた。追いか

けるモードに入る前に、すでにタクシーに積み込まれた三つのスーツケースのことが気になってい

た。というのも、着飾った格好をしているアジア人が、深夜のフローニンゲン駅の中で一人の男を追

いかける姿に、他のタクシードライバーたちは笑いながら見物しており、それに便乗してスーツケー

スの積まれたタクシーまでどこかに走り去ってしまうのではないか、という恐怖があったのだ。  

幸いタクシーは静止しており、また、小さな子供を連れていた父親の足取りは遅く、男を無事に捕ま

えることができ、切符を取り返すことができた——後々になって気づいたが、購入した切符に私の名

前が記載されているわけでも、カード番号が特定されてしまうような情報が記載されているわけでも

なかった。単に、この切符はオランダ国際空港からフローニンゲン駅までをその日中であれば移動

できるというものであり、タクシー乗り場まで荷物を運んでくれた親切さのお返しに切符を差し出して

もそれほど問題はなかったのではないかとも思われる。  
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切符を取り返した後、タクシーの運転手から、あまり人を信用しすぎてはならないという忠告を受け

た。気のいいタクシー運転手であり、会話を楽しみながら目的地のピザ屋に着いた。「ここで待って

いますよ」と運転手は笑顔で私に言ったが、さっきの件があるため、スーツケースごと逃走されること

を依然として恐れる自分がいたのは確かである。  

ピザ屋の前で停止しているタクシーの存在を逐一確認しながら、ピザ屋の店員に鍵のことを伝える。

そうすると、  

店員A：「鍵？何のことですか？」  

私：「不動産会社から連絡が入っていると思うのですが、私の新居の鍵を受け取りに来ました。」  

店員A：「そんなことは聞いてないのですが・・・。ちょっと他の店員に確認してみますね。」  

店員B：「鍵？そんなの知りませんね。もしかしたら、この店の店主である父なら知っているかもしれ

ませんが、あいにくその父も今店にいないんですよ。」  

私：「いや、鍵がないと困るので、お父さんに連絡してもらえますか？」  

結局、店の店主にも連絡がつかず、不動産会社の住所を店員に教えた。  

店員A：「あぁ、この不動産会社は私たちの店のオーナーですね。それに、あなたとやり取りしてい

たヨスという従業員は、すぐそこに住んでいますよ。」  

私：「この街に来たばかりですし、タクシーを外で待たせているので、ヨスを呼んできてもらえます

か？」  

店員A：「わかりました。少々お待ちください。」  

居ても立っても居られなくなった私は、その店員と共にヨスの家へ行くことにした。しかし、家の扉を

何度ノックしても何の応答もない。万事休すかと思った・・・。それでもしばらくドアを叩くと、中からパ

ジャマ姿の青年が出てきた。  
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ヨス：「どうしましたか？」  

店員A：「この方が新居の鍵を受け取りたいと言っているのですが・・・」  

二人のやり取りがオランダ語でなされる。  

ヨス：「おぉ、加藤さんですね！（Oh, Mr. Kato!）申し訳ありません、他の従業員に鍵のことを伝えて

いたのですが、どうやら忘れていたようですね。今から会社に鍵を取りに行きましょう。家まで車で送っ

ていきますよ。いや〜、加藤さん、ラッキーでしたね。というのも、私はこれから外出しようと思ってい

たところだったんです。」  

2016年8月1日という日は、私にとって本当にラッキーな日なのかどうか、後日冷静な頭で検証をし

てみたいと強く思った。ヨスのあっけらかんとしたやり取りに、鍵をピザ屋に置き忘れたことに対して

私は怒るわけでもなく、彼の車に乗って近くにある不動産会社に駆けつけた。  

オランダで流行っているらしいポップな曲が車内に鳴り渡る。ヨスとは不動産会社に到着するまでの

車の中でいろいろと話をした。一番面白かったのは、「加藤さん、私は今はパジャマを着ています

が、いつもは違いますよ（笑）。加藤さんみたいなスーツをちゃんと着ているんです。なんせ、顧客

第一ですから！」ヨスのこの力強い発言には、二重三重の意味で笑った。幻聴が聞こえ、子連れの

父親を追いかけて疲労がピークに来ていたが、ヨスとの会話でそんな疲労が吹き飛んだように感じ

た。  

そして、不動産会社に到着した。  

ヨス：「車内で待つのもあれなので、オフィスまで一緒に来てはいかがですか？」  

私：「ええ、そうします。どのようなオフィスか興味がありますし。」  

ヨス：「加藤さんの鍵をちょっと探してきますね。」  

私：「はい、よろしくお願いします。」  

© YOHEI KATO 2016 !31



無事に鍵を発見し、嬉しそうな表情を浮かべているヨスに一つ質問をしてみた。  

私：「壁に掛かっているのは世界の主要都市の時間を示す時計ですよね。左から順番に、London, 

Paris, New York・・・“Tokio”って “Tokyo”のことですか？」  

ヨス：「ええ、そうです。英語の “Y”表記をオランダ語では、 “I”に変換するんです。」  

私：「へぇ〜、それは知りませんでした。（ということは、自分の名前はYohei=Ioheyになるのか？いや、

人名は変換されないよな。そもそも、 “Tokio”ってアイドルグループか！）」  

そんなやり取りがなされた後、私たちは不動産会社を出発し、ヨスと新居に向かう。個人的に、今回

の新居も相当こだわった物件にした。とにかく自分の仕事に没頭できる 適な生活環境を求めて

いたのだ。  

アパートの部屋には必ず浴槽がなくてはならないし、近くに公園があって、周りの環境はとにかく静

かでなければならない。そして、大学まで歩いて程よい距離にあることが必要だ。そんな贅沢な条

件を設けながら見つけたのが、この物件であった。  

新居に近づくにつれ、綺麗な緑に囲まれた静かな住宅地が見えてきた。ヨスに聞くと、家賃の都合

上、このアパートは学生では借りることができないということであった。そんな話を聞きながら周辺の

景色を見渡し、この物件がいかに恵まれた生活環境を私に提供してくれるのかをしみじみ感じた。  

アパートに到着後、ヨスがいろいろとアパートの設備について説明をしてくれた。そして、一緒に私

の部屋に向かった。このアパートは、四階建てであり、各階に一つ部屋がある。つまり、私が住む住

宅地は、合計四世帯しか入らないような建物が何棟か隣接している感じのイメージだ。  

部屋は “2nd floor”と聞いていたため、てっきり二階にあるものだと思っていたが、どうやらアメリカ式

ではなく、イギリス式のフロアの数え方らしい。要するに、私の部屋は日本で言う三階に当たるの

だ。  
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ヨス：「今は、加藤さんの下には誰も住んでおらず、上の人も九月には出て行ってしまうんです。な

ので、いい人がいたら物件を紹介してくださいね。」  

私：「そうなんですね。わかりました。」  

ヨスとのやりとりの直後、上の階から「お父さん！こっちよ！」という女性の声が聞こえ、上を見上げる

と、ちょうど高校生ぐらいの若い女の子が顔を覗かせていた。  

女の子：「あぁ、ごめんなさい。てっきりお父さんかと思って。」  

私：「いえいえ。今日から下の階に住むことになったYoheiです。」  

女の子：「غير معروفيعنيです。」  

私：「えっ？お名前は？」  

女の子：「غير معروفيعنيです。」  

ヨス：「 “غير معروفيعني”って言ってますよ。」  

私：「（本当に聞き取れたのか、ヨス？）ごめんなさい。名前の発音が難しすぎて、ちょっとわからない

です。それに、実はつい先ほど日本から来たばかりで、もはや頭が働いていないんです。」  

女の子：「そうだったんですね（笑）。それじゃ、ゆっくり休んでくださいね。」  

暗くて顔がはっきり見えなかった女の子がどこの国から来たのかわからないまま、ヨスが私の部屋の

ドアを開け、部屋を案内してくれた。ドアを開けた直後に目に飛び込んできた広大なスペースの部

屋と窓から見える落ちついた景色に随分ホッとさせられた。  
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備え付けられたSAMSUNGの液晶テレビが見える。この八年間テレビを一切見てこなかったが、オラ

ンダ語の学習のため、これからは一日の 後に少しばかりオランダ語のテレビを視聴しようかと思

う。  

また、リビングに二つ、寝室に二つ飾られている絵画を見つけた時、リビングの二つの絵画を自分

が持ってきたニッサン・インゲル先生の作品に取り替えることができると思って喜んだ。というのも、

東京のマンションでは、インゲル先生の絵画を壁に掛けることができず、机の上に置いていたため、

今回の新居で壁に掛かった先生の絵画を毎日眺めながら仕事に打ち込むことができるのはとても

有り難いと思ったのだ。  

一通りヨスの説明が終わると、時計は深夜の一時を過ぎていた。するとヨスから、  

ヨス：「加藤さん、 後に記念撮影をしてもらっていいですか？日本から来たお客さんに誠意を表し、

自分も頑張って働いているんだぞ、というところを上司に見せたいので（笑）」  

私：「はは・・・もちろんいいですよ（苦笑）」  

記念撮影が無事に済み、ヨスはご満悦な面持ちで、撮影したばかりの写真をすかさずテキストメッ

セージに添付して上司に送り、ヨスはご機嫌の様子で部屋を後にした。部屋に飾れた時計を見ると、

深夜の1:11であった。  

陽気なヨスがいなくなった後、時計の秒針だけが鳴り渡る部屋に私は独りぼっちになった。自分は

孤独を求めて異国の地に来たのに、この時味わった孤独感はひどく私を不安にさせた。  

望むような生活環境と日本社会から離れて独りになるということを手に入れたはずであったのに、こ

の空虚感は一体なんだろうかと思った。  

そんな矢先、誰かが私の部屋の扉を小刻みにノックする。「今度は一体なんですか？」と思った。  
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恐る恐る部屋の扉を開けると、そこに立っていたのは、一人のアラブ人男性だった。正直なところ、

私は少しギョッとして、この次に見える景色は天国なのか地獄なのか、相手の動作から一瞬で嗅ぎ

とらねばならないと思った。  

アラブ人男性：「こんばんは。上に住んでいる娘の父です。」  

私：「こんばんは。」  

アラブ人男性：「日本から来られたそうですね。長旅ご苦労様でした。」  

私：「ありがとうございます。娘さんと一緒に住んでいるのですか？」  

アラブ人男性：「ええ、娘はフローニンゲン大学に通っていて、娘が心配で 初の一年間は一緒に

生活をしていたんです。ですが、娘も大学二年生になるので、九月からは学生寮に引っ越すことに

なり、私も母国に帰ろうかと思っているんです。」  

私：「そうだったんですね。ちなみに、どちらから来られたのですか？」  

アラブ人男性：「サウジアラビアからです。」  

私：「おぉ、サウジアラビアですか。石油の国ですね（疲労困憊の頭では、これ以上気の利いた返し

は不可能であった）。」  

アラブ人男性：「はは、そうですね、石油の国です（笑）。日本はغير معروفيعنيの国ですよね（笑）。」

（申し訳ないですが、聞き取れません）  

私：「ははは（苦笑）」  

アラブ人男性：「いや〜、この一年間は大変でしたよ。英語とオランダ語を話さなきゃいけませんで

したからね。ちゃんとオランダ語の勉強をしていますか？」  
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私：「いいえ、これからです。 初は英語だけで生活していく予定でしたが、やっぱりオランダ語を

学んだ方がいいなと思っていたところだったんです。」  

アラブ人男性：「本当にそうです。いくらオランダ人が英語を流暢に話せるからと言っても、やはり彼

らの母国語はオランダ語ですからね。オランダ語をしっかり勉強する必要がありますよ。」  

上に住むサウジアラビア人の女の子のお父さんから親切にも挨拶をされ、またご丁寧にオランダ語

に関する助言をいただいた。挨拶よりも助言よりも、早く今日という日を終わりにしたいと思ったこと

は、この時以外他にない。  

もう今日は遅いため、シャワーを簡単に済ませて早く寝ようと思っていた。シャワーの前に、洗面台

で手を洗おうとしていたその時だった。水を流したら、水道管からヘドロが溢れ出し、水漏れが始まっ

たのだ！  

溢れ出すヘドロに絶句し、自分の心も身体も、そして私を取り巻く時間も凍りついたように感じた。

ヘドロという音声言語を「ヘドロ」という意味言語できちんと認識できるほどに冷静さを取り戻してから、

乾き切った喉を潤すために、手持ちの唯一の飲料水であったKLMの機内でもらった水を一息に飲

み干した。わずか125mlの小さな容器に入れられた水が聖水のように思えた。  

私たちの人生は、ヘドロと聖水という対極で構成されていることを決して忘れてはなるまい。世の中

はヘドロと聖水で平等に満たされているのだ。  

残りの人生において、私は2016年8月1日という日に起こった上記の一連の出来事を忘れることは

決してないだろう。  

273. 「爆発」から始まる記念すべきフローニンゲンでの二日目 

怒涛のように過ぎ去った8月1日から一夜明けた8月2日。昨夜、就寝前に感じていた虚無感は消え

去り、新たな土地で何とか生活を始めようとする自分のたくましい生命力を感じた二日目の朝。  
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睡眠というのはつくづく大事なものだと思う。睡眠は心身を休める働きのみならず、昨日の出来事を

全てリセットしてくれるような働きがあるのだ。リセットという表現は正しくないかもしれないが、いずれ

にせよ、昨日畳み掛けるように身に降りかかった出来事が自分の内側で一旦消化され、睡眠の過

程のどこかで不要物は自己の外に排出されているような感覚があるのだ。  

起床後、夏とは思えない清々しさを感じ、晴れ渡る空を寝室から見上げ、洗面台に向かった。そう

であった。洗面台の下には、昨夜突如として吹き上げたヘドロが残っていたのだ。起床後の爽快感

が、このヘドロによって一気にかき消された。人間の感情は、よくできたダイナミックなシステムだと

思う。  

欧米の大学院に留学する場合、TOEFLという英語の試験が要求される。そこでは、主に留学生が

直面する生活上のトラブルがリスニング問題やスピーキング問題に出題されることが多い。  

TOEFL対策の勉強をしていた当時、「水道管からの水漏れとか考えられないだろう」と高を括りなが

ら出題される問題と向き合っていたが、まさか自分が水道管からの水漏れに直面する当事者になる

とはゆめゆめ思ってもみなかった。  

「朝からあのテンションの高いヨスにメールをするのか・・・」とぼやきながら、電圧の違うオランダで使

えるようにしっかりと事前に準備しておいた変圧器をタコ足コードに差し込んだ時だった。「ボ

ンッ！！」というけたたましい音ともに、タコ足コードが爆発したのだ。  

タコ足コードに変圧器を差し込んだのがいけなかったのだろうか、再生を遂げた私の精神とは打っ

て変わって、タコ足コードは無残にも死を遂げた。爆発から始まる朝。正確には、ヘドロからの爆発

で始まる朝だ。  

とりあえず、不幸中の幸で変圧器は生きていたようであるから、Macの電源コードを恐る恐る変圧器

に差し込む。今度は大丈夫であった。その後、ヨスに速やかにメールをしようとしたところ、wifiのネッ

トワーク接続をしなければならないことに気づいた。  
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これも日本を出発する前にわかっていたことなのだが、オランダに到着後すぐに仕事でインターネッ

トを使う必要があると思っていたため、事前にヨスにwifiに関して確認をしていたのだ。部屋の隅っこ

にあるSAMSUNGのテレビ台に、手書きのメモがおもむろに置かれていることに気づいた。  

見ると、お世辞にも達筆とは言い難い文字でネットワーク名とパスワード名が書かれていた。ヨスの

メモに従い、該当するネットワークを探し出し、パスワードを入力する。しかし、どうもうまくいかな

い・・・。目を凝らして見ると、ヨスが書き残したローマ字の「I」が数字の「1」に見えていたのだ。  

「もう頼むよ〜、ヨス！」と思いながら、ローマ字の「I」を打ち込んでも、wifi接続ができない。あれこれ

試した挙句、ルーターが置かれている地上階（ground floor）まで降りて行き、そこに必要かつ正確

な情報を見出そうとした。  

それでも問題が解決できそうになかったため、早朝にもかかわらず、地上階の住民の部屋のドアを

ノックする。すると出てきたのは大柄のドイツ系の男性であった。  

私：「おはようございます。昨日、引っ越してきた者ですが、wifiが使えなくて困っているんです。ネッ

トワーク名とパスワード名はこれであってますか？」  

男性：「ん？ネットワーク名はそれじゃないですよ。こっちです。」と言って、その男性は自分の携帯

で表示されているネットワーク名を私に見せてくれた。  

私：「あぁ、ネットワーク名が違ったんですね。助かりました！」とお礼を述べた直後、「勘弁してよ〜、

ヨス!」と心の中で叫んでいた。  

螺旋階段を駆け上がり、自分の部屋に戻って早速そのネットワーク名を入力すると、wifiが無事に

接続できた。さぁ、ここから例のヨスにメールをしなければならない。水道管からの水漏れの件を連

絡し、その返信を待つことなく、私は日常品の買い足しに近くのスーパーに出かけた。  

使えるようになったwifiで検索をしてみると、 寄りのスーパーは歩いて数分のところにあることを発

見した。新居の周りは本当に環境が良く、静かで空気も澄んでおり、これ以上にない生活環境だと

改めて思った。  
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世界を始めて見る新生児のように、好奇心で溢れた目で景色を見ながら目的のスーパーに着いた。

到着と同時に、私はそのスーパーに入ることを一瞬ためらった。なぜなら、スーパーの名前は

「Jumbo（ジャンボ）」と大きく掲げられており、嫌な予感がしたからだ。  

昨日の諸々の出来事が私の認知能力を掻き乱し、「小さなチーズを買いたいんだけど、チーズの

供給者である実物の牛と同じサイズだったらどうしよう・・・」「2ℓぐらいのペットボトルの水が欲しいん

だけど、200ℓぐらいの樽でしか販売してなかったらどうしよう・・・」ということを真面目に心配してい

た。  

当然のことながら、これらの心配は杞憂に終わった。お目当ての品物を普通のサイズで購入するこ

とができ、Jumboというスーパーとは仲良くなれそうだという確信が芽生える。  

スーパーから自宅に帰るためには、Prinsesswegという通りを南に下り、Reitdiepという運河を渡る必

要がある。行き道でこの運河を通った時、橋の上からこの小さな運河を見渡すと、川岸にたくさんの

船が停留していることに気づいていた。  

そういえば、住居をインターネット上で検索していた時に、やたらと安い家賃の物件が並んでおり、

何かと思ってクリックすると、「素敵な船に住みませんか」という謳い文句が付された物件案内が画

面上に出て来ていたのだ。電気・水道、インターネット、トイレ、暴風雨などの災害時・・・等々、私の

頭は懸念事項で即座に満たされ、船の上に住むということを断念したことを思い出した。  

そうした数ヶ月前の自分の意思決定を思い出しながら、Reitdiepという運河を渡ろうとした時、「平坦

だった橋が傾いていらっしゃる・・・」と思わず声を漏らした。「カンカンカンカン」という音ともに、日本

で言うところの電車の遮断機の棒が下りてくるのとは正反対に、橋が75度ぐらいに傾き上がっていく

のが見えたのだ。  

多数の歩行者、自転車、自動車が橋の手前で停止しているのを横目に、何事もないかのように優

雅に運河を通り過ぎていく一艘の船。橋をくぐれない大きさの船が通る時、運河を架橋する橋が上

がるのだ。この事実を記憶にしっかり留め、間違っても橋から運河に転落しないようにしよう、と固く

誓った。  
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運河に転落することなく、無事にスーパーから帰ってくると、きちんと閉めたはずのマンションの入り

口の鍵が開いていた。そして、螺旋階段を上っていくと、自分が住む三階の部屋のドアも開いてい

たのだ・・・。部屋の中から奇妙な物音がする。  

「こ、こ、今度は泥棒か！」恐る恐る、激しい物音がする方に近寄ってみた。すると、先ほどのJumbo

で売られていた比較的普通の大きさの商品とは打って変わり、少しばかり古いかもしれないが、K-1

スーパーヘビー級元王者で「 凶巨神兵」という異名を持ったセミー・シュルトのような人物がそこ

に立っていたのだ（以下、 “ダイダラボッチ"）。  

ダイダラボッチ：「こんにちは（オランダ語）。」  

私：「こんにちは。こ、ここで何を（英語）？」  

ダイダラボッチ：「？？エイゴガワタシハアマリトクイデハナイノデス。スイドウカンヲナオシニキマシタ

（英語）。」  

私：「あぁ、水道管を直しに来てくれたんですね。どうもありがとうございます（英語）。」  

ダイダラボッチ：「カギアリマシタ。ヨスカラ（英語）。」  

私：「あぁ、ヨスから鍵を受け取ったから家に入れたのですね。了解しました（英語）。」  

「仕事が早いよ〜、ヨス！」と、 “あの"ヨスのあまりにも早い対応に驚くと同時に、この大男が泥棒で

はないことだけはわかったので、途轍もない安堵感に包まれた。正直なところ、物音がする方へ近

寄り、その大男が立ち上がった時、私は死を覚悟していた。  

その大男が作業中、メールをチェックすると、  

ヨス：「加藤さん、おはようございます！さっき、便利屋（handyman）にお願いをしておいたので、今

日中のどこかでご自宅に伺うと思います。宜しくお願いします。」という爽やかなメッセージが届いて

いた。  

© YOHEI KATO 2016 !40



私は「配管工（plumber）」を呼んでくれ、とメールを送っていたのだが、ヨスのメールには「便利屋

（handyman）」という英語表記になっていた。なるほど、オランダ英語ではそのように表現するのかと

関心をしながら、その便利屋なる大男の手元を見ると、これからカレーを作ろうと思っていた備え付

けの大型の鍋を持ち出し、水道管から溢れ出す大量のヘドロをその鍋に流し込んでいるではない

か！  

「便利屋」と呼ばれているのに、必要な小道具をほとんどお持ちでない様子だ。  

「それは食事を作るための鍋ですよ」ということをいかに優しく、そして 大の敬意を払って言おうと

も、その大男に首をへし折られるリスクがある気がしたので、私は泣く泣くその鍋に別れを告げ、オ

ランダでのカレー生活を諦めようと思った。  

私は気を紛らわせようと思い、iTunesに保存されているクラシック音楽をランダム再生した。流れて

来たのは、敬愛するベートーヴェンの『ピアノソナタ第8番』、通称『大ソナタ悲愴』だった・・・。そこで

熱心に作業をしてくれている大男を象徴して「大」であり、カレー用に 適な鍋が使い物にならなく

なってしまったということに対して、「大きな悲しみと痛ましさ」を覚えた、という意味で『大ソナタ悲愴』

はその場にふさわしい名曲だった。  

修理に必要なパーツが無いということで、その便利屋は仕事場と私の自宅を二往復した後、なんと

か水道管を直してくれた。その便利屋にお礼を言い、彼が去っていく背中を見ながら、私は胸をな

でおろした。  

無事に水道管が修理され、安堵感に浸りながら、直近でしなければならない住民登録などの諸手

続きの流れを確認していた。その30分後、再び部屋のドアをノックする音が聞こえた。ドアを開けて

みると、そこに立っていたのは、一人の女の子だった。昨日は、疲労困憊の状態であり、そして暗く

てわからなかったが、サウジアラビアから来た上の住人だとすぐに了解した。  

サウジアラビアから来た女子大生：「こんにちは。上の住人の者です。」  

私：「こんにちは。昨日はどうも。」  
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サウジアラビアから来た女子大生：「これ持ってきました。ヤクルトとブドウです。どうぞ召し上がって

ください♪」  

私：「わざわざどうもありがとうございます！ヤクルトとブドウは大好物なんですよ（ヤクルトを触ったの

は10年ぶり以上）。」  

サウジアラビアから来た女子大生：「お仕事か何かでこちらに来られたのですか？」  

私：「一応、形の上ではフローニンゲン大学の大学院生になりますが、日本から持ってきた仕事も引

き続きここでこなしていくつもりです。あなたは？」  

サウジアラビアから来た女子大生：「私もフローニンゲン大学に通っているんですよ。医学部に通っ

ていて、九月から二年生になります。」  

私：「そうだったんですね。一年目の生活はどうでしたか？」  

サウジアラビアから来た女子大生：「 初の三ヶ月は大変でしたけど、今は友人も多くなり、だから

九月から学生寮に引っ越すことにしたんです♪」  

私：「そうでしたか。いや〜、ヤクルトとブドウ、どうもありがとうございます。」  

サウジアラビアから来た女子大生：「どういたしまして！」  

爆発から始まり、ダイダラボッチに遭遇した後のことだったので、なおさら私にはその女子大生が天

使のように思えた。しかし、同時に、昨日のタクシードライバーの忠告である「あまり人を信用しすぎ

てはならない」という声が聞こえてきた。  

その声に影響を受け、私は不謹慎にも、「このヤクルトとブドウに毒でも入っていたらどうしよう？」と

思ってしまった。だが、仮に騙されたとしても、人間の親切心に包まれながら死ぬことができれば、

それは本望であると思い、ヤクルトを早速一本飲み干した。  
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数分経っても何も異常はない。この世は、不運と幸運、冷淡さと親切さという陰陽で成り立っている

のだ、としみじみ感じた。2016/8/2の午前の出来事  

274. 午前中に負けない8月2日の午後 

8月2日の午前中にあまりにもインパクトの大きい出来事が重なっていたため、書き記すことを忘れ

ていたのであるが、8月2日の午後、フローニンゲンの市役所（Town Center）に住民登録をしに行っ

たエピソードがある。  

フローニンゲン大学の学生支援課から、フローニンゲンに到着したら早急に市役所に住民登録を

するように、というメールがあったのだ。メールを確認すると、場所は “Town Center”と記されてい

る。  

住民登録を完了し、BSNという住民ナンバーを取得しなければ銀行の口座開設ができないため、

午前中に襲われた怒涛の出来事の後、 携帯上の地図で“Town Center”を確認し、そこへ向かっ

た。  

Town Centerの場所は、フローニンゲンの街の中心部にあり、市場のすぐそばにある。目的地に到

着後、入り口がどうも見当たらない。建物を一周ぐるりと回ってみると、一箇所ほどドアが開いており、

そこから赤い絨毯が外に伸びている。  

この時点ですぐにおかしいことに気づかなければならないのだ。「フローニンゲンの市役所は、利

用者に赤い絨毯の上を歩かせるのか」と若干感心しながらも、やはり疑わしかったので、すぐに建

物の中に入ることをせず、赤い絨毯を踏まずに外から中の様子を伺った。  

中を覗いてみると、利用者は皆無に等しく、入り口のそばにスーツ姿の男性が立っていた。  

私：「すいません。ここはTown Centerですよね？」  

男性：「ええ、そうです。」  
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その返事に後押しされ、私は躊躇せずに赤い絨毯の上を歩くことができ、中へ入ることができた。

Town Centerの一階の廊下の壁には、様々な絵画作品が掛けられていた。それらの絵画作品に見

とれながらも、住民登録が優先事項であると我に返ったが、住民登録できそうな場所が一向に見当

たらない。そして何より、誰一人として市役所の職員らしき人がいないのだ。  

Town Centerの一階を一回りした後、引き返すことにしたら、先ほどの赤い絨毯から観光客らしき人

たちが大量になだれ込んできた。そして、彼らはドアに立っていたスーツ姿の男性にエスコートされ、

Town Centerの一室に入って行った。遠目から見ると、それらの観光客らしき人物たちは、その部

屋でフローニンゲンの街の歴史に関するレクチャーを受けることになっていたようだ。  

人間の直感というのは、大体において正しく、赤い絨毯を見た瞬間に得られた自分の直感を信じる

べきだったと後悔した。「それではどこで住民登録ができるのだろうか？」と途方に暮れながらも、BSN

が無ければ銀行の口座開設ができないというのを承知で、オランダの大手銀行ABN AMROのフロー

ニンゲン支店に乗り込んだ。  

私：「こんにちは。口座開設をしたいんですけど。」  

銀行員の女性：「身分証明書とBSNをお持ちですか？」  

私：「（初手からBSNで切り返されたか・・・）はい、パスポートはあります。ですが、BSNはまだ取得し

ておらず、実はつい先ほどTown Centerに行ったんですけど、住民登録ができるような場所ではな

い気がして・・・」  

銀行員の女性：「申し訳ありませんが、BSNが無いと口座開設はできないんです。」  

私：「そうですか・・・。ちなみに、Town Centerってここであってますよね？（携帯の地図を示す）」  

銀行員の女性：「ええ、あっていますけど、これは旧市役所ですね。新市役所はマルティニ塔の横

にあります。」  

私：「えっ！これは古い方の市役所なんですか？どおりで職員らしき人がいないわけだ。」  
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銀行員の女性：「はは（笑）。それではBSNが取得できたらまたお越しいただければと思います。」  

こうして私は新しい方の市役所に向かった。そして後からわかったが、市役所の正式名称は “Town 

Center”ではなく、“Germeente Groningen”である。フローニンゲンで住民登録をされる方はお間違

えのないように。  

ようやく目的の市役所に到着した私は、受付で整理番号が書かれた紙を渡され、一息つくためにソ

ファーに腰掛けようとした。すると間髪入れず、「ピンポン。ピンポン。」という快音と共に、私の番号

が電光掲示板に現れた。  

「おぉ、オランダの市役所（厳密には、「フローニンゲンの市役所」）はやたらと業務スピードが速い

な。」と感心しながら、電光掲示板で指定されたブースに向かう。ブースには、四十代半ばと思われ

る親切そうな女性が座っており、彼女が対応をしてくれた。  

私：「九月からフローニンゲン大学の学生になる者です。今日はBSNを取得しに来ました。」  

女性：「BSNの取得ですね、了解しました。それでは予約番号を教えてください。」  

私：「予約番号とは？」  

女性：「BSNの取得手続きをするためには、事前予約が必要なんです。」  

私：「そうだったんですか・・・。事前予約はどこで行えばいいですか？」  

女性：「後ろに見えるパソコンで必要情報をご入力いただき、指定した日時にまたお越しください。」  

私：「了解しました・・・。」  

受付で整理番号を取得してから、呼び出されるまでの早さに感心し、「また出直しかぁ・・・」と私が

肩を落としてしょんぼりとするまでの所要時間は、光の速度に匹敵した。  
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忘れもしない2016年8月1日と同様、本日も相当疲弊した。だが、私の新居には、疲れを吹き飛ばし

てくれる浴槽があるのだ。住居を選択する際に、シャワーしかない家を 初から選択肢から除いて

おり、そうすると物件の数は非常に限られてしまったが、ようやく自分の理想にかなった物件が今の

新居なのだ。  

「温かいお風呂が自分を待ってくれている」ということに一縷の望みを見出し、湯船にゆっくりと浸かっ

てリラックスしている自分をイメージしながら、市役所から自宅に引き返すことにした。  

市役所から自宅までは、歩いて25分ぐらいの距離にあり、丁度いい運動になった。適度な運動——

午前中の出来事を考えると、運動など不必要だったのだが——と、夜は冷えるフローニンゲンの夏

の気温にさらされた身体をゆっくりとリラックスさせるために、帰宅後、すかさず湯船にお湯を張ろう

とした。  

「そういえば、東京のマンションでは全自動で湯船にお湯を張ることができたけど、こっちでは自分

で湯量をチェックしないといけないのか・・・」と贅沢な環境で飼いならされた自分と決別せねばなる

まいと思った。「浴槽があるだけ贅沢ではないか！」と過去の思考回路に変更を加えたのだ。  

人間の認知システムは興味深いもので、入力する情報を変え、新たな情報を絶えず与え続けると、

情報を伝達する回路自体にも変化が生じるように思うのだ。より厳密には、どのような情報を入力す

るかを自ら意識的に選択し、その情報を自分の認知システムの深層にまで落とし込むような意志と

実践が伴った時、私たちの認知構造に変化が生じるのではないかと思うのだ。  

そのようなことを思いながら、浴槽に流れ出るお湯の温度を確認していた。「自分の皮膚を包み込

むお湯の温度は、こうでなくてはならぬ」とご満悦な面持ちで独り言をつぶやく。お湯の出力速度と

浴槽の大きさを勘案すると、10分で入浴にふさわしい湯量になると踏んだ。  

10分の待ち時間はメールを確認することに当てようと思い、日本にいた時よりも格段に減ったメール

量に対して、喜びも寂しさも与えないように、中立的な気持ちでいることを心がけた。10分後、待ち

に待った入浴時間が到来した。  
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市役所で体感した、光のように過ぎ去った時間が嘘のように感じられるぐらい、この10分間は人間

の一生涯という長大な時間間隔に匹敵するように感じた。時間について考察を深めるべく、改めて

アンリ・ベルグソンの “Time and Free Will（邦訳『時間と自由意志』）”とマルティン・ハイデガーの 

“Being and Time（邦訳『存在と時間』）”を読まねばならないと思った。これらの書物は今、インド洋

を漂う貨物船の中にあり、到着が待ち遠しい。  

湯船にお湯が張られるまでの10分間という過去や、インド洋を進行する貨物船に思いを馳せるとい

う未来に意識を当ててはならないのだ。お湯が張られた湯船に入るという行為、つまり、現在を生き

ることが何より大切なのだ。過ぎ去った過去やこれから到来する未来の中を生きるのではなく、今と

いうこの瞬間の中に自らの全生命を預けなければならないのだ。そのようなことをしみじみ思いなが

らも、やはり湯船に浸かってリラックスできるという近未来に対して、私の心は大いに踊っていた。  

そして、足早に浴槽に駆けつけた。そこで見たもの。それは薄緑色の液体がうごめく光景だった・・・。

私の意識は今という瞬間から一気に過去に飛んだ。小学校五年生の理科の時間に、隣の席の女

の子が教科書を見ながら、「ミドリムシ〜」と言いながら体をくねらせていた姿が鮮明に蘇ってきたの

だ。  

ベルグソンの “Time and Free Will”ではなく、船便で書物が届いたら真っ先に “Matter and 

Memory（邦訳『物質と記憶』）”を読もうと固く誓った。ミドリムシ色のお湯、いや、もう少し今の季節を

考慮に入れるならば、メロンウォーターと形容した方がふさわしい液体に恐る恐る手を入れてみる。  

「つ、冷たくなっている！」と私は絶叫した。先ほど無色透明に見えた温かいお湯が、いつの間にや

ら緑色に変貌を遂げ、さらに温度変化まで遂げていたのだ。「おぉ、ヨスよ。汝は我が身に試練を与

え給う神なのであるな。」と思うしかなかった。  

そして、私は緑色の液体を湯船から急いで排出させ、もう何が起こるかはわかってはいたが、浴槽

と離れたところにあるシャワー室に移動した。シャワーの水を出すと、「待ってましたよ！冷水！」と

思わず叫びながらも、フローニンゲンの夏でも涼しい夜の中、冷水で全身を清めた。言うまでもない

が、このような修行をしに私は日本からはるばるオランダにやって来たわけではないのだ。  
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「ヘドロ」、「爆発」、「ダイダラボッチ」、「赤い絨毯」、「メロンウォーター」、「冷水修行」で私の2016年

8月2日は終わりを告げた。正確を期すならば、お湯の件をヨスにメールして8月2日という日の幕を

閉じたのだった。  

275. 「リフォーム完了」と「環境適応」 

フローニンゲンでの生活の三日目が始まった。嵐のような二日間が過ぎ、ようやく平凡な日常に戻

る。これが台風の目でないことを祈るばかりだ。  

今日からようやく日本で毎朝欠かさず行っていた各種のルーティーン（e.g., 起床後のヨガ、瞑想、

英語のシャドーイング、英語論文の筆写）を実践し始めることができた。このルーティーンが開始さ

れると、どの国にいても、どんな環境にいても、自分本来のペースで生活を営むことができると実感

する。   

上記のルーティーンに数ヶ月前に新たに加わったものとして、自分の精神状態を良好に保つため

に、毎朝必ず日本語で文章を書くということを行っている。この実践を失念すると、必ず精神状態が

悪化するということを米国時代に思い知らされたので、日本語を書くということを一種のサイコセラピー

だと思って今後も日々継続させていきたい。  

さて、8月3日は部屋のリフォームを行うことを前日に決めていたのだ。当初の計画と幾分異なる出

来事に見舞われたが、朝からリフォームに取り掛かる。リフォームと言っても大掛かりなものではなく、

単に部屋の家具の配置換えと部屋をもう一度自分の手で綺麗に掃除するというぐらいのものだ。  

一人暮らしであるから正直なところ、スタジオ形式（ワンルーム・マンション）でも良かったような気も

するが、気持ちだけでもオランダ人のように大きくゆとりを持ち、寝室と仕事場を別個に設けた。結

果としてこれは功を奏したように思える。  

というのも、昨年住んでいた東京の自宅はそれなりに広いスペースではあったが、どれだけの期間

東京に住むのか定かではなかったため、マンスリー・マンションのその部屋に本棚を置くことができ

なかったのだ。そのため、部屋の至る所に、書籍の山が形成されていた。分量の多い専門書を20

冊ぐらい積み上げて一つの山を作ると、下にある書籍を取るのが至難の技であった。  
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いちいち山を一旦壊してから、必要な書籍を取る必要があったのだ。仮に横着をして、積み上がっ

た書籍の山から10冊ぐらいを一気に持ち上げて取り除こうとすると、腰を痛めてしまう——これは経験

談である。  

今回の新居にはありがたいことに、備え付けの大きな本棚があり、そこに持参した専門書の大半を

収納できそうなのだ。本棚のおかげで、「発達心理学コーナー」「ダイナミックシステム理論コーナー」

「哲学コーナー」などを設けることができそうで、研究の際の検索機能が一挙に増したように思う。  

本棚や机を自分の納得のいく位置に変え、念のためにもう一度ヘドロで溢れた浴室の床を丹念に

掃除した。私は仕事場の窓から見える景色をとても気に入っており、フローニンゲン上空をゆっくり

と過ぎて行く雲とヨーロッパらしい家々をより良く眺められるように、窓のシャッターを一本一本綺麗

に拭き取った。  

自分の部屋が望むような形に変貌したことに対して大変満足し、私は例のスーパー「Jumbo」にご飯

を買いに出かけようとした。意気揚々と部屋を飛び出した瞬間、そこで待っていたもの・・・。それ

は・・・「ダイダラボッチの仁王立ち」（ダイダラボッチの詳細については、記事273を参照）であった。  

思わず私は「このタイミングかよ〜、ヨス！」と心の中で叫んだ。そういえば、シャワーのお湯の件で

ヨスに昨夜メールをしていたのをすっかり忘れていたのだ。どうやら、ヨスがダイダラボッチを速やか

に召喚、いや便利屋を速やかに呼んでくれていたのだ。私の部屋の外にちょうどボイラー室があり、

便利屋はそこで何をしていたかというと、お湯をためるタンクを仁王立ちでじっと睨んでいたのだ。  

ダイダラボッチ：「オプッ・・・コンニチハ（英語）。」  

私：「こ、こんにちは。あれですよね、シャワーのお湯を直しに来てくれたんですよね（英語）。」  

ダイダラボッチ：「エエ（英語）。」  

私：「ありがとうございます。ちょっとJumbo（ジャンボ）に、いや、スーパーマーケットに買い物に行っ

てきますね（英語）。」（英語がそれほど達者ではないこの大きなお方に「ジャンボ」と言って、何か良
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からぬ誤解を決して与えてはならぬ、と本能的に察知したので、「スーパーマーケット」という柔らか

な表現に即座に変えた）  

ダイダラボッチ：「ハイ（英語）。」  

私はスーパーに行く道中、初めて便利屋と遭遇した時と今さっき遭遇した時の内側の感覚が微妙

に異なることに対して思いを馳せていた。確かに先ほども、日本ではなかなかお目にかかれない大

男が部屋の外で仁王立ちをし、険しい表情を浮かべながらタンクを凝視している姿を見た時に、そ

れなりにギョッとするものがあったのは事実だ。  

しかしながら、初対面の時に味わったギョッとする感覚とはその度合いが異なっていたのだ。ダーウィ

ンを始めとし、ラマルク、ボールドウィン、ピアジェを含め、生物の環境適応について思索を深めた

偉人たちの顔が思い浮かんだ。  

オランダに来て数日しか経っていないが、巨人の住むオランダという環境へ適応しようとする自己が

芽生え始めている気がしたのだ。昨日までは、こうした環境で生きるための自己の芽が存在してお

らず、この大柄な便利屋に遭遇する幸運を得て、すべての人間に内在的に備わる環境適応を促す

種子から、一気に芽が出てきたような気がしたのである。  

自己が新たな環境に適応し、さらなる成長を遂げようとする際に、その環境下における異常値と対

面することが重要なのではなかろうかと思った。もちろん、自己の耐性を常に考慮に入れなければ

ならないが、境目となる閾値を超えるような異常値に出くわすことによって、自己の器が拡大するよ

うに思うのだ。  

出くわした異常値を正常値として自己の内側で処理するために、自己は既存の器を拡大させなけ

ればならない。既存の発想の枠組みをはみ出すような存在や想定外の出来事と数多く触れること。

これらが私たちの器を拡大してくれる主要因になるということを、今回の体験を通じて改めて強く思っ

た。  

スーパーから戻ってくると、便利屋は姿を消していた。ヨスにせよ、便利屋にせよ、皆さん仕事は早

くて正確だ。私がこれまで暮らしてきた日本や米国とは、ちょっと何かが違うだけなのだ。  
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276.意識や能力の発達と身体の関係 

東京滞在中の昨年一年間において、あるボディワーカーの方のセッションを定期的に受け続けて

いた。多い時には、二週間に一度ほどセッションを受けさせていただいていた。 

そうした意味において、昨年一年間は自分の身体との対話を豊富に行った期間であったし、自分

の身体を通して自己と対話する時期だったのだと思う。この継続的なセッションが無ければ、昨年

にかけて勃発した変容の時期を乗り越えていくことはできなかったと思う。 

それぐらい私にとって重要な実践であった。そのため、セッションごとの体験を文章の形で記録して

いなかったことがやや悔やまれる。セッションで得られた気づきや体験が再び記憶の前面に躍り出

ることがあれば、思い出した範囲の内容を共有したいと思う。  

以前、「発達理論実践編講座」の中で、受講生が「身体は感情を持っているのでは？」という仮説を

紹介してくれたことがある。実際のところ、脳科学者のアントニオ・ダマジオも同様の仮説を提唱して

いる。  

確かに私たちの脳はある感情を情報として認識・処理するが、私たちの身体自体が感情を持って

いるというのも納得感がある。例えば、悲しみの感情が湧き上がってきた時に、私たちは胸が苦しく

なったりするが、これは私たちが悲しんでいるだけではなく、私たちの胸も実際に悲しんでいるとい

うことだ。 

私の経験からするとさらに、「感情が身体を持っている」という不思議な関係も見出せそうな気がす

る。より正確には、私たちの感情は特定の身体エネルギーを持っており、それはあたかも一つの身

体を形成しているかのように思えるのだ。 

自分の内側で生じる感情を丹念に観察すると、それは独自の身体エネルギーを持っており、それ

はまた身体のある特定の場所から湧き上がってくるように感じる。怒りの感情を例にとると、私の場

合、「腹わたが煮え返る」という表現があるように、下丹田あたりにその感情を感じるのだ。逆に言え

ば、怒りの感情は私の下丹田を持っているとも言える。 

© YOHEI KATO 2016 !51



ここで興味深いのが、無意識の奥底に眠っている私の怒りの感情の一つは、自分の右足の甲に感

じることがあるのだ。これは幼少時代のある出来事から来ていることが判明しているが、記憶と感情

と身体が密接に結びついていることに気づかされる。 

ボディワークやエネルギワークを継続すればするほど、感情と身体は表裏一体の関係を成している

ということがはっきりとわかるようになるものだ。 

ケン・ウィルバーの発達理論に基づくと、上記のように身体と心のつながりに目覚める段階は「ケン

タウロス段階」と呼ばれる。ケンタウロスとは、頭が人間、体が馬のギリシア神話上の架空の生き物で

ある。  

ウィルバーの発達理論とロバート・キーガンの発達理論を対応させると、ケンタウロス段階は発達段

階4と5の中間（専門的には4/5の段階）に当たる。この段階に近づいていくと、心身の統合を図ろう

とする動きが芽生えるのだ。  

その理由について考えを巡らせてみると、一つには、段階5に向かっていくためには、この世界で

生きていく上で直面する様々な対極的な事項を統合して乗り越えていくことが要求されるからだろう。

相反する事柄を一旦自分の意識の器で受け止めるためには、対極的な事柄に押し潰されないだ

けの心身の器が必要になると思うのだ。  

そのため、心身を統合させ、より密度の高い意識構造を作っていくプロセスが必然的に生じると考

えている。  

さらにこの点に付随して、意識の高度化が進めば進むほど、思考の対象はより複雑かつ微細な現

象になり、そうした複雑かつ微細な現象を的確に認識・把握するためには、微細な身体（ “subtle 

body”：サトルボディ）を確立することが求められる。  

私がこの一年間行っていたのは主にサトルボディを調整するワークであり、身体感覚が微細なもの

を捉えられるようにより研ぎ澄まされてくればくるほど、思考もより微細なものを掴めるようになってき

ているというのを体験から実感している。  
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しかしながら、現代の企業人を眺めてみると、意識の発達に不可欠な身体がそもそも作られていな

いという状況を目の当たりにすることが多い。正直に述べると、企業人の多くは意識の高度化に求

められる身体的な器が作り上げられていないと言うよりも、むしろ身体を喪失してしまっているような

印象を与えるのだ。  

意識の発達を議論する前に、身体の喪失によって引き起こされた精神疾患などを治癒する必要性

の方が高い場合が多い、というのが実情だと思う。身体性の回復と、高度な発達に耐えうるだけの

身体基盤の確立が真っ先に取り組まれるべきことだろう。  

277. 黒輝な物体に思いを馳せて：路肩を歩く馬から学んだこと 

家のリフォームも無事に完了し、本日はフローニンゲンの中心街へ散策に出かけた。新居の周りは

非常に閑静な住宅街であり、朝昼晩ともに嘘のように静かである。綺麗に整備された家の前の大き

な道路を通る車も通行人も少なく、今までに味わったことのない小さな人口密度である。  

もしかしたら、今は夏のバケーションの季節であるから、近隣住民のほとんどは南ヨーロッパの方に

バカンスに出かけているのかも知れない、と思った。それぐらい人が少なく、ただただ静かに時が流

れる環境の中に自分が入り込んでいる感じなのだ。  

中心街に到着し、半年前にフローニンゲンを訪れた時に立ち寄った古書店 “Antiquariaat Isis”に

足を運んだ。前回の訪問時は、それほど時間にゆとりがなく、所蔵されている書籍にじっくりと目を

通すことができなかったのだ。そのため、今回はできるだけ時間を使って、ゆっくりと今の自分に必

要な書物を発掘しようと思った。  

前回の訪問時にも思ったが、この古書店に対して有り難く思うのは、荘厳なクラシック音楽を書店内

に流していることである。音楽が私たちの心に与える影響というのは多大なものがあり、荘厳なクラ

シック音楽に身を包まれていると、心まで厳格な気持ちになり、古書と向き合う真剣さも増すように

思えた。  
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この古書店は学術専門書を主に取り扱っており、同じ通りのすぐ近くには音楽・芸術に特化した専

門書を扱う古書店もある。今回の目的は、優れた学術専門書の古書を発掘することにあったため、

“Antiquariaat Isis”のみに立ち寄った。  

この古書店で、心理学と哲学の棚に置いてある全ての古書を丹念にチェックしていった。自分の関

心に合致したカテゴリーに置いてある全ての書籍に目を通すことを実践し始めたのは、 初のキャ

リアから離れるきっかけを生み出した、大阪梅田のジュンク堂でのケン・ウィルバーの書籍との出会

いに端を発する。  

それ以降、大学図書館や大型書店、そして古書店において同様の実践を行う癖が付いている。今

回も同様のことを行った結果、残念ながら心理学書コーナーには光る書籍はなかった。もちろん、

取り扱っている多くの書籍はオランダ語であり、英語の古書は数が限られているため仕方のないこ

とではあるが。  

しかしながら、哲学書コーナーには一冊の光る書籍が置いてあった。この古書店の哲学書コーナー

は大変充実しており、人生の違う時期に訪れていれば思わず購入するであろう書籍が山のように

存在した。  

私の頭の中では、インド洋を漂う貨物船の中に積み込まれている、数多くの自分の蔵書たちのこと

が気にかかっており、ここではとにかく、フローニンゲン大学での二年間の研究に必要な書籍だけ

を購入するようにしようと思っていた。  

そこで入手したのは、 “Cognitive Systematization (1979)”という一冊だ。私はこの著者を初めて知っ

たのだが、この書籍はアメリカのプラグマティズム哲学者のニコラス・レシャー（Nicholas Rescher: 

1928-）によって執筆されたものだ。  

なぜこの書籍に惹かれたかというと、この書籍はシステム理論を用いて、知識の形成過程に哲学的

に迫っていたからである。立ち読みをしながら、この書籍には既存の発達心理学にはない角度とア

プローチで知性の発達に迫っていくための重要な洞察がふんだんに盛り込まれていると判断した。  
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優れた掘り出し物を入手することができて上機嫌になり、古書店を後にした。通りに出るやいなや、

後方から聞いたことのある動物の歩く音が聞こえた。振り返ると、そこには毛並みの綺麗な馬が心

地いい蹄の音と共に歩いており、人を乗せた馬車が目に入ったのだ。  

好奇心を持っておもむろに馬に近寄って行き、馬車を運転する御者に写真を撮影してもいいか許

可を取った。快諾を得たので、数枚ほど写真を撮らせてもらった。「可愛いなぁ〜」と思いながら、そ

の馬に別れを告げ、いつもとは違う道を通って自宅に帰ろうと思った。  

先ほどの古書店がある通りをまっすぐ行くと、フローニンゲン大学を象徴する建物が右手に見えて

きて、その通りの名前は別の名前に変わる。さらに直進すると運河に行き着き、橋を渡ってまた新た

しい通りにぶつかり、その通りを左折した。  

道のりにしばらく歩いて行くと、自転車道——フローニンゲンの街の道路は、自動車専用道路、自転

車専用道路、歩行者専用道路と三つに分かれている——に何やら大きな黒い塊が落ちているのが

見えた。こんもりとしたその黒い塊の右横には、建物の工事をしている様子が遠目から見てわかり、

工事用部品が落ちているものだと推測した。  

「自転車専用道路にこんなものを置いていると危ないではないか」と思いながら、大きな黒い物体に

近寄ってみると、大量の馬糞だった・・・。「綺麗な毛並みを持った、クリッとした瞳の、あ、あの可愛

らしい馬がこれを・・・」とおびただしい量の馬糞に唖然として立ちすくんだ。  

しばらく茫然自失の状態に陥り、その状態から回復すると、私は先ほどの古書店で書物を吟味した

時と同じ真剣さの伴った眼光で、馬糞を眺めていた。書棚に置かれている無数の本を舐め回すよう

に眺めていたのと同様に、その馬糞の全てを捉えようとしていたのだ。  

透徹した眼差しで馬糞を真剣に凝視する、路肩にたたずむ一風変わった東洋人。近くにいた建設

現場の人から、「おい、それは馬のクソだぞ！（笑）」という実に親切な声を背後からかけられた。  

しかし、私はそうした野次馬の声を一切気にかけることもなく、本物の馬の糞だけを気にかけていた。

というのも、私にはこの物体が単なる馬糞に見えなかったからだ。そこには見逃してはならぬ重要な

真理が内包されている、と思って凝視していたのだ。  
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そうなのだ。私は馬糞に掴まれたのだ——逆に掴みたくはないが。観想的な意識状態において、そ

こで黒々と輝いている物体の「如性（あるがまま性）」に触れてしまったようなのだ。そしてあろうこと

か、フローニンゲンの路肩で一挙に意識が拡張してしまい、宇宙規模の視点から見ると、馬糞と私

はどちらも等しく「点」に過ぎず、両者が共に近しい存在であるという考えに至ったのだ。  

そして、あれだけ得も言われぬ「美」を体現していると思われた馬が、なぜ世間一般で「醜」と呼ば

れるこのような排泄物を世に生み出すことができるのかが不思議だったのだ。  

美の中に醜が宿るのか、それとも醜の中に美が宿るのか。あるいは、美と醜はそもそも独立した現

象なのか。それらが気になって仕方なかったのだ。同時に、いかに敬愛・崇拝する人物も必ず醜を

内側に抱いていることを決して忘れてはならない、と自らを戒めた。  

私はこうした自戒に到達したため、路上の馬糞が、人生の師に思えた。世界が開示する諸々の現

象からできる限りの意味を汲み取ること。あるいは、諸々の現象に新たな意味を付与すること。それ

が何にもまして重要な自分のあり方なのだ、と再確認した。  

そして、フローニンゲンの警察に不審者と思われて逮捕されないようにしよう、ということも合わせて

確認したのだった。  

278. 一年目の修士論文概略 

研究者としての留学が本格的に始動するまで、後三週間ほどある。現地入りを早くした理由は、プ

ログラムが開始するとまでに、自分のリズムで研究活動を行うための身体的・精神的な準備期間が

必要だと思ったからだ。 

フローニンゲン大学での一年目の修士課程では、ダイナミックシステム理論を活用した知性・能力

の発達に関する研究を進めていく予定である。今年の年初にフローニンゲン大学を訪れた時に、

論文アドバイザーを務めてくださるサスキア・クネン先生と修士論文の打ち合わせをさせていただい

ていた。 
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今回の修士課程は一年間のプログラムであるという性質上、プログラムが開始されるとすぐに論文

の執筆に取り掛かっていきたいと思っている。以前紹介したように、フローニンゲン大学が研究に力

を入れている学術機関であるためか、修士号取得に向けた修士論文の単位数の割合が非常に大

きいのだ。 

通常のクラスの単位数と修士論文の単位数は見事に半分半分であり、これは「プログラム開始から

論文執筆に着手せよ」という暗黙のメッセージのように映る。 

一年目の修士論文のテーマは、ダイナミックシステム理論を活用した学習プロセスの研究である。

より具体的には、グループ学習の中で学習者がどのように相互作用を行っているのか、その相互

作用はどのようなパターンを持っており、それが学習者の能力発達にどのような影響を及ぼしてい

るのかをダイナミックシステム理論を用いて解明していくことにある。 

発達理論をオンライン上で学べるゼミナールを過去数年間にわたって提供してきたことが、この研

究のきっかけとなっている。多様な受講生がクラスの中で生み出すダイナミズムには驚かされること

が多々あり、受講生同士の相互作用が生み出すダイナミズムが学習成果に強く結びついているの

を直感的に把握していた。 

興味深いのは、受講生の組み合わせやテーマが変わると、対話のダイナミズムも変化し、クラス内

の対話は非常に複雑な振る舞いを見せていると思っていた。要するに、一人一人の受講生が一つ

のダイナミックシステムであるだけではなく、学習グループ全体が一つのダイナミックシステムを形

成しており、その挙動が実に複雑多彩なのである。 

これは私の感覚であるが、毎回のクラスの色や形が全く違うのだ。赤くしなやかなクラスの時もあれ

ば、灰色で硬いクラスの時もある。また、クラスの進行に応じて、色や形が万華鏡のように変化する

のも面白い点だろう。 

この研究を進めるにあたっての仮説は、クラス内の対話を分析すると、幾つかの決まった挙動パター

ンに分類することが可能であり、そのパターンに応じて学習成果が変動するというものである。端的

に言ってしまうと、挙動が単調な場合は学習成果がそれほど高くなく、挙動がカオス的な振る舞い

を見せる時は学習成果が高まるのではないか、という仮設である。 
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私たちは絶えず変化し続ける生き物であり、知性や能力も絶えず運動をしているという性質上、そ

れらの動きを単調なものにしてしまう場合に発達が促進されないというのは、直感的に考えれば当

たり前と言えば当たり前かもしれない。ただし、このあたりを実証的に研究している論文をあまり見か

けたことがないので自ら研究してみようと思ったのだ。 

当初は、発達理論を活用した臨床実践も私の仕事の一つであり、これまで行ってきた発達支援コー

チングにダイナミックシステム理論を活用する研究も考えていたが、一対一の対話にダイナミックシ

ステム理論を活用している研究はすでにいくつか見受けられる。そのため、ほとんど誰も着手して

おらず、なおかつ挙動がより複雑なグループ対話を研究対象に設定したという背景もある。 

先行研究を眺めてみると、教師と生徒という一対一の対話にダイナミックシステム理論を活用してい

るものは比較的多く見られたが、コーチとクライアントという一対一の対話にダイナミックシステム理

論を活用しているものは今のところ見当たらない。そうした意味において、発達支援コーチングにダ

イナミックシステムを理論を活用する研究もそれなりに意義があると思うが、今回はあえてより複雑な

現象であるグループ対話に切り込んでいくことにした。 

この論文はあくまでも修士号取得のためにフローニンゲン大学に提出するものであるが、論文内容

を洗練させて査読用の論文としてどこかのジャーナルに投稿したいと考えている。また、今回の研

究成果をオンライン上のグループ学習のみならず、企業組織におけるトレーニングやワークショップ

にも拡張適用できるようにしていきたいと思っている。 

279. ズヴォレという街を訪れて 

今日は、オランダ中東部の地方都市ズヴォレ（Zwolle）に行ってきた。ズヴォレという町は、フローニ

ンゲンからIntercityという特急列車に乗って二駅のところにあるが、片道一時間ぐらいかかる。  

フローニンゲン大学の学生課から事前に送られてきたメールを確認すると、オランダ到着後、アムス

テルダムからフローニンゲンに向かう途中でズヴォレに立ち寄り、ズヴォレにある移民局にて、住民

登録カードの発行のために、メディカルチェックをする必要があるという連絡があった。  
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当然ながら、オランダ到着時の疲弊度合いは相当なものであったし、時間も深夜であったから、私

は別の日に出直すことを決めていた。生活が少し落ち着いた8月5日の本日にズヴォレを訪れること

にしたのだ。  

事前にズヴォレという街について調べてみると、高校時代に履修していた世界史の中で登場した、

フランク王国の国王であったカール大帝（シャルルマーニュ）が西暦800年あたりにこの都市を設立

したという史実を知った。随分と歴史のある都市なのだなと思い、この街に訪れるのを楽しみにして

いた。  

ズヴォレに行くために、早速フローニンゲン駅に向かった。自宅からフローニンゲンの駅までは、歩

いて20分ぐらいかかり、良い運動になる。新居から駅まで歩いて行くのは今日が初めてであったか

ら、少し余裕を持って出発した。  

駅までの景色を堪能しながら、ある通りに差し掛かると、嫌な音が聞こえてきた。そうだ、あの「カン

カンカンカン」というけたたましい音だ。「ぬりかべ」参上。  

耳に付く音と共に、運河を架橋する橋がゆっくりと上がっていく。運河を通る船は、日本の電車より

も圧倒的に速度が遅い。そして何より、船を運転する皆様は、やたらとゆっくりお進みになられる（中

には優雅に、通行人に手を振っている方もいらっしゃる）。  

「カンカンカンカン」という 初の音は、「今からゆっくりとぬりかべが現れますよ〜」という警告であり、

その後、何とも形容しがたい長い待ち時間が過ぎる。そして再び「カンカンカンカン」という音が鳴り、

「今からゆっくりとぬりかべが消えますよ〜」という警告が出される。  

早めに自宅を出発して本当に良かったと思った。  

東京のように分刻みで電車がやって来るわけではないので、何とか当初の予定通りの電車に乗る

ことができて安堵した。フローニンゲンからズヴォレの街に行くまでの間、 “The Relevance of 

General Systems of Theory (1972)”の中身を大雑把に確認していた。  
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やはりまだ完全に研究モードに入ることができておらず、書籍を読みながら頻繁に車窓から見える

景色を眺めていた。相変わらずのどかな風景が続き、私はどうやらオランダのこうした側面をすでに

愛していることに気づいた。  

そうこうしている内に、ズヴォレに着いた。到着してみて驚いたのは、駅が意外と大きく、駅周辺の建

物や景色が思っていた以上にモダンであり綺麗だったのだ。それに加えて驚いたのは、この街に

おいてもやはり人が少ないのだ。現代的かつ綺麗でありながらも、非常に閑散とした街であった。  

そのようなことを思いながら、移民局に到着し、日本人国籍の場合、メディカルチェックは不要であ

り、私の指紋を登録するだけで手続きは呆気なく完了した。これで住民登録カードが取得できるら

しいが、後日改めて移民局に受け取りに来るか、フローニンゲン大学という大きな大学の場合、新

入生歓迎式の際に移民局から職員が派遣され、その時に大学でカードを入手することができるとの

ことである。  

これで一通りの手続きが完了し、肩の荷が下りた感じがした。  

280. 現代社会で蔓延する新たな「肥満」 

文筆家でもない限り、多くの人にとって「文章を書く」という行為は、なかなか厄介なものではないか

と思う。自分の考えや思いを文章の形で表現する場合、なかなか筆が進まないということはよくある

と思う。  

なぜ「書く」という作業は厄介なのだろうか。それは、書くという行為が「考える」という実践を私たち

に不可避に要求するからではないだろうか。つまり、書くという行為が億劫だというのは、自らの頭を

用いて考えることが億劫だということに等しいのではないだろうか。  

知的に怠惰な場合、書くという実践は相当億劫なものになると思ったのだ。しかし、この億劫さに打

ち勝つことが己の鍛錬につながるのではないだろうか。  

現在、私は日々の生活の中で湧き上がる自分の思念の塊を文章の形で残すようにしている。毎日、

自分の内側で、形にならずにドロドロしている想念や感情のうねりを感じるのだ。それをそのまま放
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置しておくことは、精神的・身体的に不健全な状態をもたらすということを経験してしまったため、内

側で未だ形にならずに蠢いているものを文章として捉えるという実践を継続させている。  

興味深いもので、内側で生起する諸々のものに言葉を与えると、自分の内的世界に秩序がもたらさ

れるような感覚になるのだ。これだけ複雑な現代社会を何気なく生きて行くことだけでも、私たちの

内側には必然的に混沌が生じることになる。  

混沌（カオス）状態というのは、実は発達の鍵となる。言い換えると、混沌状態がなければ発達は生

み出されない、ということなのだ。しかし、ポイントになるのは、現在の状態が掻き乱される混沌状態

を作った上で、新たな秩序状態を作っていくことが真の発達プロセスである、ということだ。  

要するに、混沌としている状態のまま留まっていては発達は起こらず、自ら秩序を作っていくことが

求められるのだ。この点において、「書く」という実践は、私たちの内側に秩序を生み出してくれる優

れた実践の一つではないかと思う。  

「書くことによって、考えや気持ちが整理された」というのは、まさに書くことが私たちに秩序をもたら

してくれるからではないだろうか。ダイナミックシステム理論の観点を用いて、さらに一歩考えを進め

ると、新たな秩序を形成することは、新たな混沌を形成することにつながるのではないかと思う。  

つまり、現在の混沌とした状態に秩序をもたらすことによって、その瞬間には秩序状態が私たちの

中で形成される。しかし、どうやら私たちは混沌の状態においては秩序を好み、秩序の状態におい

ては混沌を好むという逆説的な特性を内在的に持っているような気がしている。  

そのため、新たに秩序状態が形成されると、私たちは再び混沌状態へ自己を導いていくような動き

を見せるのではないだろうか。そう考えると、混沌と秩序の絶え間ないサイクルを創出することが、発

達の要諦なのかもしれない。  

そのようなことを考えながら、私のこれまでの探究には、やはり書くという行為が圧倒的に不足して

おり、混沌と秩序のサイクルがうまく回っていなかったと反省している。実際に、探究時間のほとんど

は書くことではなく、読むことに充てられていたことに気づかされたのだ。  
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一言で述べると、私は書くというアウトプットが不足した「情報肥満」に陥っていたのだ。もしかすると、

これは私のみならず、多くの人にも当てはまるのかもしれない。  

情報技術がこれだけ発達した現代社会において、多くの人の内側には情報や体験が脂肪のように

溜まっているのではないだろうか。これは、現代人固有の「情報肥満」や「体験肥満」と名付けて良

い病理かもしれない。  

現代人は半ば脅迫的に金銭を溜め込むことに邁進しているのみならず、情報や体験までも自分の

内側に溜め込むことに躍起になっている気がするのだ。そこには、情報や体験を咀嚼し、自らに血

肉化しようとするような試みはほとんど見られない。  

その結果として、「情報肥満」や「体験肥満」を患うのだ。こうした肥満現象は、精神的・身体的な変

調を引き起こすことにも結びついているのかもしれないと推察している。少なくとも直感的に確かな

ことは、情報肥満や体験肥満を患っている場合、意識が高みに至ることや特定の能力が高みに至

ることはないということだ。  

得られた情報や体験を混沌のまま放置せず、いったん秩序化を行うということがポイントになるので

あって、秩序化の方法は書くことに限らず、音楽や絵画として表現しても良いと思うのだ。しかしな

がら一般的に、音楽や絵画として形にするよりも、書くという行為の方が実践しやすいのではないだ

ろか。そうした意味で、「書く」という実践をお勧めしたい。  

ここ 近確かな感覚に変わりつつあるが、日頃から文章を執筆する習慣のある人を見ていると、そ

の人の実際の文章しかり、その人の発言しかり、ほとんど無駄がなく肉体美のようなものが宿ってい

るのである。一方、文章を書くことに億劫であり、情報や体験を溜めるだけの人たちの文章や発言

には、ギトギトとした脂の乗った鈍重なものを感じるのである。  
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