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3301. 認識論を探究する意義とルソーの書籍 

昨日に引き続き、今日も積極的に読書を進めていこうと思う。具体的には、シュタイナーの書籍とグッ

ドマンの書籍を読み進めていく。前者に関しては、先日ボストンの古書店に訪れた際に購入したも

のであり、直感的な認識方法について扱っているものである。本書の序文を読んだ時、シュタイナー

が「知ることとは何か？」というテーマに強い関心を持っていたことがわかり、これはまさに認識論の

主題に他ならないと思った。同時に、それは今の私が関心を寄せていることでもあり、シュタイナー

の思想に触れようとする自己の衝動の根源が何かが見え始めている。また、グッドマンは偉大な認

識論者でもあったため、グッドマンの書籍とシュタイナーの書籍を同時に読み進めていることにも何

かしらのつながりがあるだろう。 

結局のところ、知性の発達プロセスとは、私たちがこのリアリティをいかに把握し、私たちの認識方

法がどのように変容していくのかの過程であるため、認識論は知性の発達プロセスを考える根幹を

なす思想体系であるように思えてくる。今の私が認識論に関心を持っている理由の一つはそこにあ

るだろう。 

もう一つ理由を挙げるとすれば、それは芸術教育の価値を論じていく際に、そもそも芸術を理解す

ることとはどういうことなのか？というテーマは避けて通れないからである。より具体的には、芸術を

理解することとはどういうことであり、それは他の認識方法（例：科学的認識方法）といかように異なる

のかを明らかにしていくことによって、芸術そのものの意義、さらにはそれと触れることを促す芸術

教育の意義を明らかにしていきたいという思いがある。その実現には認識論を深く理解していくこと

が不可欠であると考えるに至っている。そのため私は、グッドマンやキャサリン・エルギン教授の書

籍をここ最近よく読んでいるのだと思う。ここからも継続して認識論についての理解を深めていく。 

今日はその他にも可能であれば、ルソーの教育思想に関する書籍“Rousseau and Education 

According to Nature (1971)”を読み始めたい。本書は、三年前に神保町の古書店に訪れた際に購

入したものであり、現在に至るまでまだ一度も通しで本書を読んだことはなかった。この日のために

本書を数年前に購入していたというのは、どこか感慨深いものがある。以前に購入した書籍が手付

かずのまま、それからしばらく経って突如として自分の目の前に現れたかのようにその存在に気づ

くことがよくある。昨日本棚を眺めていると、まさにそのような体験をした。三年前の自分はまだ教育
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哲学に関して強い関心を持っていなかったにもかかわらず、本書を購入していたことを不思議に思

う。 

もしかすると、その時の私の内側には、すでに教育哲学に対する関心の芽生えがあったのかもしれ

ない。そうでなければ本書を購入するはずはないだろう。あの時の私は、数年後に読む予定で本

書を購入したわけではなく、今その瞬間に何か大切なものを感じ取ったがゆえに本書を購入してい

たのだと思う。そうなると、やはり当時の私には教育哲学に対する何かしらの思いが芽生えていたの

だと改めて知る。 

昨日はフローベルの教育思想に関する書籍を読み進めていたが、今日はルソーの教育思想に触

れようと思う。この書籍がまた、自分をまだ見ぬどこかに連れて行ってくれるような予感がする。フロー

ニンゲン：2018/10/22（月）08:26 

3302. シュタイナーの認識論  

早朝の空を覆っていた雲はどこかに消え、今は晴れ間が顔を覗かせている。穏やかな風が吹いて

おり、紅葉した街路樹が揺れている。そのような光景を眺めながら、ふと、自分の人生が無数の重

なる線で織り成されていることに気づく。それらの線は絶えず変化している。そうした変化が自分の

人生そのものを変化させていることにも気づく。 

午前中に、シュタイナーの思想書を読み終えた。シュタイナーの書籍を一冊も読んでいない段階に

おいては、どこかシュタイナーのことを単なる形而上学的な思想家に過ぎないとみなしていたが、実

際にはそうではないことがわかった。シュタイナーの書籍を読めば読むほどに、彼が当時の科学や

哲学の議論を丹念に追いながら思想を紡ぎ出していたことに気づく。午前中に読んでいた書籍に

おいても、科学者や哲学者の仕事に対する引用が多く、シュタイナーはブラヴァツキーとはどうも随

分と違う思想形成方法を採用していたことがわかる。 

午前中に最も驚かされたのは、シュタイナーは優れた認識論者であったということだ。「世界を知る

とは何か？」という問いに始まり、しまいには高次元の認識とはいかなるものかという点についてもシュ

タイナーは綿密な議論を進めている。それらの議論を追いながら、メモを随分と取った。昨日の日

記でも書き留めていたように、私自身はこれから認識論を深く学んでいこうと思っているため、シュタ
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イナーの議論についていくことができない箇所が多々あったのは事実であり、またそれについてい

こうともしていなかったことも確かだ。 

今回は初読であったから、シュタイナーの主張の重要な点を抑えていき、再読時に改めて論理を

丹念に追うことにしたい。今回の書籍をもってして手持ちのシュタイナーの書籍を全て一度読み終

えた。 

ここからはシュタイナーの思想に関する新しい書籍を購入するのではなく、以前に読んだ10冊ほど

の書籍を読み返すことにし、シュタイナーの思想に対する理解をさらに深めていく。今日読み進め

ていた書籍“Intuitive Thinking as a Spiritual Path (1995)”には、道徳性、倫理、自由に関する記述

も豊富にあり、それらはまさにこれから自分の考えを深めていきたい項目である。本書で展開されて

いる認識論と比較する意味も込めて、午後からはネルソン・グッドマンの認識論に触れていく。具体

的には、グッドマンの主著である“Languages of Art (1976)”の初読を開始する。今日は午後から夜

にかけて時間があるから、本書の初読を終えるか、あるいは随分と本書を読み進めることができる

だろう。 

ライトブルーの青空に白い雲がポツリポツリと浮かんでいる。今日は天気に恵まれ、とても穏やかな

秋の一日である。 

今日は平日の月曜日であるが、日曜日からの時の感覚質を引き継いでいるかのようである。緩やか

な時の流れがここにある。そうした流れを実感しながら、今から近所のスーパーに買い物に出かけ

ようと思う。昼食を済ませたら、過去の日記を編集し、仮眠を取った後にテレマンに範を求めて作曲

をし、そこからグッドマンの書籍を読み進めていく。フローニンゲン：2018/10/22（月）12:01 

3303. 理解のプロセスと知の習得プロセス  

時刻は午後の五時半を迎えた。今日は晴れたり曇ったりを繰り返すような一日だった。夕方の今は

太陽が雲に隠れているが、遠くの空は夕日に明るく照らされている。 

今日は午後に、ネルソン・グッドマンの“Language of Art (1976)”の初読を終えた。本書を読みなが

ら、改めてメタファーの象徴機能について関心を持った。ある現象を説明するためにメタファーを活
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用する際に、そのメタファーは何をどれほどまでに説明しているのか、その点に関心がある。それと

もう一つ、芸術理解の固有性が何かについて関心があることを今日も確認した。 

繰り返しになるが、芸術作品を理解する際に発揮される、さらには獲得される理解の方法は、現象

を科学的に理解することとは根本的に違うものが含まれていることを感じている。だが、それが何か

についてまだ明確に言葉で述べられるほどの理解に至っていない。 

さらには、それについて詳述している論文や書籍がすでに手元にあるのだが、それを読んでもまだ

自分の言葉でうまく説明できない段階にある。これは探究において必ず通るプロセスであり、感覚

的には何かを掴み始めているが、それをまだ言葉でうまく説明できないというのは、自分の理解が

深まっていくプロセスを歩んでいるという点において良い兆候だと思う。 

今日は、ネルソン・グッドマンとルドルフ・シュタイナーの認識論に触れてきた。少し前には、キャサリ

ン・エルギン教授の認識論に関する書籍を読み進めてきた。なぜだかこの三名には親近感のような

ものを感じることができるので、彼らの書籍を中心にして認識論に関する理解を深めていこうと思う。 

今日はこれから、協働者の方々との勉強会に向けてカリキュラムを作成しようと思う。具体的には、

スザンヌ・クック=グロイターのある論文を四回に分けて学んでいく勉強会を行う予定である。各回に

取り上げるページや着眼点を記載した簡単なカリキュラムをワード二枚ほどで作成したいと思う。今

回改めてクック=グロイターの論文を読むに際して、成人発達理論を日々熱心に学ぶという地点に

はもう自分は存在しておらず、それは自分の探究人生において過ぎ去ったことなのだと思った。 

もちろん、これからも成人発達理論に関する学びを絶えず深めていくことは確かだが、ジョン・エフ・

ケネディ大学に在籍していたような形ではもはや探究はできないし、それをする必要もないというこ

とに気づく。今はもっぱら、すでに獲得された成人発達理論の知見を日々の協働プロジェクトの中

で活用すること、さらには他の学問領域を理解するためにその知見を活用する段階に自分がいる

ことに気づく。おそらくこれは、知の習得プロセスにおいて必然的に起こりうることなのだと思う。現

在は、すでに獲得された知見を日々の協働作業の中で実務的に検証し、実践に活用する形で知

を磨いていく段階なのだろう。フローニンゲン：2018/10/22（月）17:39 
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3304. 深まる秋の早朝に  

今朝は七時前に起床し、七時を少し過ぎたところで一日の活動を始めた。真っ暗な闇が辺りを覆っ

ており、外の世界の音は一切聞こえてこない。 

昨日、一日の終わりにふと窓の外を眺めた。そこには月の見えない夜空が広がっていた。闇夜の

空を眺めながら、自分の内側に絶えず灯されている月明かりについて思った。そうした光が自分の

内側に絶えず灯されていることを忘れにずに今日の取り組みに励んでいく。 

フローニンゲンの気温はすっかりと低くなり、今日の最高気温は14度とのことである。来週からは、

最高気温が10度を下回り、最低気温に関して言えば5度を下回る日が多くなるようだ。来週の日曜

日からは、ちょうどサマータイムが終わりを迎えるが、気温の観点から見ると非常に納得のいくタイミ

ングである。 

今日はこれから、過去に作った曲を編集し、そこからバッハの四声のコラールに範を求めて一曲作

る。それが終わるのは九時過ぎぐらいであろうから、そこからは昼食まで読書に励む。ルソーの教育

思想について書かれた“Rousseau and Education According to Nature (1971)”を読み進めていく。

午前中に本書を一読することができたら、ネルソン・グッドマンの代表作である“Ways of 

Worldmaking (1978)”を読み始めることにしたい。こちらは日本語の翻訳書を持っており、それは実

家に置いているが、翻訳書の分厚さに比べて、原著はそれほど分量はないことに気づく。本書の初

読にどれだけ時間がかかるかわからないが、仮に本書を午後の早い段階で読み終わることができ

れば、読むことを楽しみにしていた“The History and Philosophy of Art Education (1970)”の初読を

ゆっくりと始めたい。 

上記の三冊はどれもが初読であるから、全体の把握を行うのと同時に、自分の関心のある箇所を取

りわけ丹念に読み、ノートにメモを取ることや余白へ書き込みを行うことをしていく。間違っても一文

一文を丁寧に最初から最後まで読むようなことはしないようにする。 

一冊の書籍を理解するには時間がかかり、それは何度もその書籍を読むことによってようやく実現

される。一読をし、その書籍をしばらく寝かせた後に再びその書籍に戻ってくると、不思議なことに

以前よりも格段にその書籍が読みやすくなっていたり、寝かせていた期間に自分の無意識の世界
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の中で理解が深まっており、その書籍から得るものが新たなものになったり、より深いものになったり

することに気づく。 

今日は読書以外に行うこととしては、協働者の方たちと行う予定の勉強会に向けたカリキュラムを完

成させたいと思う。昨日から着手をし始め、半分ほどカリキュラムを作成することができた。今日は夕

方に残りを完成させ、一日ほど文章を寝かせてから協働者の方たちに送りたい。もう一つ本日中に

行っておくこととしては、ハーバード大学教育大学院への出願に際して提出する推薦状に関して、

三名の推薦者の方たちに連絡する事柄があるので、三人にメールを送る。今日も着実に自分の取

り組みを前に進めていく。フローニンゲン：2018/10/23（火）07:32 

3305. 小雨降る午前中に 

今日は午前中の途中から小雨が降り始め、今もまだ小雨が降っている。書斎の窓に雨滴が付着し

ており、それを通して外の世界を眺めている。雨が降ることは最近なかったため、雨が地上を洗う働

きをしているのみならず、どこか自分の心も洗ってくれているかのようだ。 

今日は午前中にルソーに関する書籍“Rousseau and Education According to Nature (1971)”とネ

ルソン・グッドマンの代表作“Ways of Worldmaking (1978)”を読んだ。前者に関しては、随分とルソー

の教育哲学を酷評しており、それはそれで得るものが多かったが、その批判内容に関しては今後

吟味をしていく必要があると感じた。ルソーの教育思想の価値についても触れていたのであろうが、

それ以上に批判の量があまりにも多かったため、本来存在するはずのルソーの教育思想の価値が

見えづらい印象を持った。 

グッドマンの書籍に関しては、今回が初読であるため、当然ながら全てを理解しようと思って読み進

めていたわけではなく、自分の関心を引く項目を中心に読み進め、いくつかメモを取った。芸術に

関するグッドマンの認識論はやはり面白く、今後も本書を繰り返し読むことになるだろう。 

数日前に、教育哲学を探究していくことの自分なりの面白さについて考えていた。それはおそらく、

誰しもが教育を経験していて、誰しもがそれなりに教育に対して一家言あり、それをもとに対話を行

う可能性が存在していることかもしれないと思った。教育以外に、それほどまでに全員が何かしらの

意見と経験を持っている領域はないように思う。それゆえに、「良い教育とは？」という主題を考えて
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いく際には、様々な意見が出てくるのだが、そうした事態は本質的に望ましいことなのではないかと

思う。一つの主題を多様な観点をもとに対話を通じて考えていき、それらの観点を包摂するような上

位の観点を生み出していく。そうした作業に従事しなければ、良い教育の実現は成し遂げられない

だろう。 

教育哲学を探究している動機に関しては様々なものがあることは確かだが、その中でも重要なこと

の一つは、教育哲学という軸を通じて、多くの人と対話をすることを望んでいる自分がいるからかも

しれない。 

今日はこれから昼食を摂り、昼食後には過去の日記を編集していく。随分と溜まっていた未編集の

日記も着実に編集が進んでいき、来週末までには随分と編集が進むと思われる。日記の編集後、

仮眠を少し取り、その後にテレマンに範を求めて作曲実践をする。今日は時間を見つけて、少しば

かり作曲理論の学習を進めていきたいと思う。フローニンゲン：2018/10/23（火）12:18 

3306. ライフワークの一環としての協働プロジェクト 

時刻は午後の三時半を迎えた。午前中に降り注いでいた小雨が止み、今は再び静かな午後がやっ

てきた。 

小鳥が鳴いているのがどこからともなく聞こえてくる。雨は止んだが、今も空は薄い雲に覆われてい

る。そうした雲を眺めながら、これから夕方の活動に従事したい。 

先ほど仮眠を取っている最中に、今後の協働プロジェクトについて考えを巡らせていた。とりわけ過

去五年間においては、私は本当に協働者の方々に恵まれ、一緒に仕事をする過程の中で多くのこ

とを学ばせていただいている。協働プロジェクトに従事する際には、もちろんこちらから知見を提供

することになるのだが、協働者の方々からは今も絶えず新たなことを学んでいる。興味深いことに、

大学院での学びは常に協働プロジェクトに対して何かしらの形で結びついており、自分がさらに学

びを深めていくことによって、協働のあり方や質も絶えず変化しているように思う。 

来年大学院に戻り、新たな探究領域に飛び込んで行こうとしているのは、確かに個人的な探究意

欲に基づくものであるのと同時に、協働プロジェクトをさらに実りあるものにしていくためでもあるの
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だと気づく。先ほど仮眠を取りながら考えていたのは、こうした協働プロジェクトに従事することは自

分のライフワークの一つであって、決して金銭を獲得するための労働とは思っていないことであった。

生活をするための労働に一秒も時間を費やさない生活が実現されて五年経つ。それが実現された

ことは幸いであったが、それが実現してからの五年間で自分は随分と変わったように思う。確かに

現在も協働プロジェクトを通じて対価をいただいているが、それは決して生活をするための労働に

対する対価ではない。 

自分のいかなる取り組みもライフワークの一つであり、ライフワークだと自分が思う基準に合致した

協働プロジェクトに絶えず従事できていることを有り難く思う。最近はまた協働者の方々の紹介を受

けて、いくつか新たな協働プロジェクトが動き出しそうである。もちろん、そうした協働を意義のあるも

のにしていくための学習を怠ってはならず、学習をするための時間を毎日確保した上で、ここから

来年にかけてはまた積極的に協働プロジェクトに従事したいと思う。現在進行しているいくつかのプ

ロジェクトを着実に進めていき、なおかつ新たなプロジェクトに従事していく。 

ここから先、世界のどこで生活をしていようとも、日本の組織と関わり、他者と共に仕事をし、自己を

深めることを通じてこの世界に関与していこうと思う。自分に与えられた役割に合致することだけを

行っていくこと。取り組みに対して疑義が生じるようなものは一切やらないこと。自分の内側の声を

絶えず聞き、その取り組みが自分のライフワークの一環として存在するものなのか否かを判断し、ラ

イフワークだと心から思えるものだけに従事していく。これからの生活はさらにそれを徹底させていく

ことになるだろう。フローニンゲン：2018/10/23（火）15:43

3307. 哲学的・科学的な研究の両立に向けて 

時刻は午後の五時を迎えた。今日は読書がはかどり、計画していた全ての書籍の初読を終えた。 

先ほど芸術教育の歴史に関する書籍を読んでいると、絵画の作品理解や曲の作品理解について

実証的な研究をしたいという考えが脳裏をよぎった。科学的な研究を控えると述べていたばかりな

のだが、自分の中でまだ何かが揺らいでいるようだ。現時点では、絵画の作品理解よりも、音楽の

作品理解に対して関心があることは確かだが、仮にそのテーマに関する研究をしていくのであれば、

定性・定量的なアプローチを採用することになるだろう。具体的には、そもそも作品を理解するとい
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う意味はどういったことなのかを認識論の観点からアプローチし、実際に集めたデータに関しては

発達理論や複雑性科学の分析手法を活用していく。そうした作品理解に関する研究のみならず、

以前に述べていたように、作曲の学習プロセスについて再び関心が高まっている。 

このテーマについて研究を進めていくためには、音楽学部の教授と協働する必要が出てくるだろう。

そこでは、作曲理論に対する知的理解の発達プロセスと実際に曲を作る技術の発達プロセスを探

究していく。自分自身が日々作曲実践に従事する中で、作曲理論の理解と技術がどのような発達

プロセスを辿っているのかを自らの直接経験だけを通じて探っているような状態に今の私は置かれ

ている。このテーマについても、実際に科学的な研究を行いたいという思いが再び強まった。やは

り私は科学か哲学か、と両者を切り分けることができず、どちらにも従事したいという内なる要求が

自分の内側にあるようだ。 

以前、ハーバード大学教育大学院のハワード・ガードナー教授とメールを通じてやり取りをさせてい

ただいている時に、ガードナー教授が責任者を務めているプロジェクトゼロでは、最近音楽に関す

る研究がなされておらず、近々音楽に関する研究プロジェクトを立ち上げようと思っているという連

絡を受けた。さらには、音楽に関する研究でガードナー教授と以前協働していた研究者を何人か

紹介いただいた。 

プロジェクトゼロの枠組みの中で研究を進めていくかどうかはまだわからないが、いずれにせよ、作

曲に関する研究について計画を練り、来年以降にはその研究に自発的に従事したいと思う。フロー

ニンゲン大学で複雑性科学、とりわけ非線形ダイナミクスの理論と研究手法を学んだことには何か

しらの意味があり、ここで研究を終えてしまうのではなく、それを活用した研究を小さく継続していく

ことが大切かもしれないと改めて思った。 

この研究がどのような役に立つのかは、まだ明確なものはわからない。ただし今見えていることとし

ては、作曲に関するカリキュラムはどこの音楽大学のコースにもあるように思うが、果たして作曲の

学習者及び実践者がどのような学習プロセスで作曲理論の理解を深めていき、作曲技術をどのよ

うなプロセスで高度なものにしていくかは多分に未知であるように思うため、それらが明らかになれ

ば、カリキュラムデザインに有益な研究になるだろう。 
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作曲に関する研究をしたいという個人的な理由は単純なものであり、そうした科学的な研究に従事

すれば、自ずから作曲理論に触れる機会が多くなり、同時に作曲技術の発達に関して研究から多

くのことを得ることができ、それが自分の実践につながると思っているからである。 

芸術教育に関する哲学的な研究を行っていくことに並行して、作曲に関しては再び科学的な研究

に従事していきたいという思いを新たにした。哲学と科学を分離することなく、双方の探究を継続し

て行っていきたいという強い思いを胸に、これからの探究活動を進めていきたい。フローニンゲン：

2018/10/23（火）17:00 

3308. 理論体系の構築に向けて 

今朝は六時半過ぎに起床し、七時から一日の活動を開始した。目覚めと共に、雨音が小さく聞こえ

てきた。 

天気予報を確認すると、今日は一日中曇りとのことであるから、この雨はもうじき止むだろう。この時

間帯は辺りが闇に包まれており、その闇を眺めていると、昨日の闇夜を思った。 

昨夜は辺りが闇に包まれる頃、その日一日が非常に充実していたと感じ、その日の充実感は明日

のさらなる充実感につながっていくことを確信しながら就寝に向かったのを覚えている。今朝起床し

てみると、一日はようやくこれから本格的に始まろうとしているのだが、今日一日が充実したものに

なるという確信のようなものがすでに芽生えている。 

絶えず充実感の中で生きていくこと。それがよく生きることに欠かせない一つの条件であるように思

う。 

今日はこれから過去に作った曲を編集し、そこからバッハの四声のコラールに範を求めて一曲作る。

バッハのコラールに範を求めることは早朝の習慣になった。今日は特に、ハーモニーを意識して楽

譜を眺め、その意識のもとに曲を作っていく。昨日改めて決意したことは、今日から短い時間でもい

いので、作曲の理論書を読むようにしていくことだ。楽譜を眺めた時に得られるものを増やしていく

ためと、作曲の裏にある理論的な基礎を確立していくためにそれらの書籍を読み進めていく。新し

い書籍を購入する必要は一切なく、手持ちの書籍を何度も繰り返し読んでいく。 
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これは作曲だけに限らず、どのような実践分野にも当てはまるだろうが、自分が従事する実践の背

後に存在する豊かな理論体系を学んでいくことは極めて重要である。そうした理論体系を獲得して

いくことが、実践をより深めてくれる。自分の場合、それは作曲に始まり、人間発達や教育の分野に

おいても、それらの領域の背後にある理論をしっかりと身につけていく必要性を改めて感じる。これ

までは書斎の机の右下の隅には、これから読もうと思っている書籍を積み重ねていたが、その一角

に置く書籍は全て音楽理論や作曲理論に関するものにしたいと思う。そうすれば、絶えず時間があ

るときにそこから書籍を引っ張り出し、作曲に関する理論を学ぶことができるだろう。そうした環境を

すぐにでも作ろうと思う。 

早朝の作曲実践を終えた後、今日は井筒俊彦先生の英文著作“Toward a Philosophy of Zen 

Buddhism (1977)”を読む。本書は数年前に一度簡単に読んでいたことがあり、今回は再読になる。

再読とはいえ、以前に読んだのが随分と前のことであるから、前回と同様に、今回も細かな点に入り

込みすぎず、自分の関心のある箇所を中心に読み進めていくようにしたい。本書の前半部分にお

いては、自我の構造に関する項目を読み、後半においては禅アートに関する項目を読み進めてい

こうと思う。今日も読みに読み、書きに書き、作りに作る一日としたい。フローニンゲン：2018/10/24

（水）07:35 

3309. プロジェクトゼロの興味深いプロジェクトについて 

早朝から降り注いでいた雨が幸いにも止んだ。午前中、井筒俊彦先生の“Toward a Philosophy of 

Zen Buddhism (1977)”を読んでいると、以前ハワード・ガードナー教授がプロジェクトゼロで行なわ

れているプロジェクトで自分の関心に合致するものはないかどうかを探してみると良い、と助言をい

ただいたことを思い出した。 

井筒先生の書籍は仏教における言語哲学及び意識の発達構造について扱っているものであるか

ら、ガードナー教授の助言とは何も関係はないのだが、ふとガードナー教授の話を思い出した。以

前にも、ネルソン・グッドマンが今から50年ほど前に立ち上げたプロジェクトゼロについて調べてい

たことがあったが、午前中改めて調べてみた。すると二つほど興味深いプロジェクトがあることに気

づいた。一つには、現代のアーティストの思想及び作品が、私たちがこの複雑な世界を理解するこ

とをどのように促進していくのかを調査するプロジェクトである。もう一つは、アーティストとしての活
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動を行うだけではなく、ティーチングも同時に行っているアーティストにインタビューを行い、ティー

チングがアーティストとしての成長及び芸術理解にどういう風に関係しているかを調査するプロジェ

クトである。後者に関しては、先日ハーバード大学教育大学院（HGSE）を訪れた際にお会いさせて

いただいたスティーブ・サイデル教授が責任者のようだった。 

HGSEに行けるかどうか、また行くかどうかの決断をするかは全く未定だが、仮に来年にHGSEに所

属することになれば、作曲に関する研究や芸術教育の価値に関する哲学的な研究を進めていくだ

けではなく、プロジェクトゼロの何かしらのプロジェクトに関与しながら協働研究を行ってみるのも良

いのではないかと思った。 

HGSEの修士課程に在籍している時ではなく、修士課程修了後のOPTの期間において、プロジェク

トゼロに携わるということも一つの案である。自分の関心の幅を広げ、自らの関心を多角的に深めて

いくために、可能な範囲で様々な研究プロジェクトに携わるということも念頭に置いておきたい。 

今日はこれから、久しぶりに作曲理論の学習をしようと思う。具体的には、フーガの技法に関する書

籍を読み進めていく。昼食までの時間をアルフレッド・マンの書籍“The Study of Fugue (1958)”を

読むことに充て、午後の作曲実践を終えたら再びその続きを読み進めていきたい。今日はその他

にも、フーガの技法のみならず、純粋に音楽理論に関する書籍を読み進めていこうと思う。ここでも

う一度音楽理論に関する基礎を確立していき、今後の作曲実践をさらに豊かなものにしていく。フ

ローニンゲン：2018/10/24（水）11:23 

3310. 今朝方の夢と協働 

今朝はいつもよりゆっくりと七時に起床した。一度五時に目覚めたのだが、そこで起きることをせず、

結局そこからもう二時間ほど寝ていた。 

数日前に、一度目を覚ました時に起床することを誓っていたように思うが、その誓いは見事に破ら

れる形となった。五時に目を覚ました時にも十分に睡眠を取った感覚があったのだが、そこでまた

さらに睡眠を取ることを選択したあたりに、人間が持つ睡眠欲の強さを感じる。あるいは逆に、自ら

の意思の弱さのようなものを感じる。明日からはもう一度、仮に五時に目覚めたらその時に起床する

ことを心掛けてみようと思う。 
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今朝方は夢を見ていた。夢の中で私は、緑の豊かな広大なゴルフ場にいた。私はゴルフをしたこと

は一度もないのだが、そこで何人かの人たちとゴルフを行っていた。その中に、若い画家の女性が

いて、私は彼女にゴルフの仕方を教えていた。どうやら彼女は遠くにボールを飛ばすことがまだで

きないようであり、その方法を手取り足取り教えた。 

練習を重ねれば重ねるだけ、彼女はボールを遠くに飛ばせるようになり、最終的には見事にボー

ルを飛ばせるようになった。練習を開始する前とは見違えるように遠くにボールを飛ばせるようになっ

た彼女は、大きな喜びを表しながら私にお礼を述べた。 

ゴルフが終わる頃はちょうど昼時だったので、その女性と一緒に昼食を摂る約束をし、そこからまた

ゴルフを楽しんだ。そのような夢を見ていたことを思い出す。 

今朝方の夢で覚えているのはそのぐらいである。覚えているシーンはとても短いのだが、どこか印

象に残る夢だった。ゴルフ場の自然の美しさは今でも脳裏に焼き付いている。 

昨日のことを振り返ってみると、昨日はあまり日記を書き留めることをしなかった。日記よりも優先す

ることがあり、作曲実践や大学院への出願に向けた準備などをしていた。昨日は珍しく文章を書く

時間が少なかったため、それが本日にどのような影響を与えるのかは未知だが、今日は再び日記

を書き留めていくようにしたい。 

今日の午前中には、協働プロジェクトとして形になるか定かではないが、初めてお話しさせていた

だく方たちとのオンラインミーティングがある。その日程が決まった時からこのミーティングを楽しみ

にしている自分がいた。これまでとはまた違ったプロジェクト内容に関する話をすることになっており、

その新しさに対して期待感のようなものが湧き上がっていた。自分の持っている知見や技術を協働

を通じて共有していくこと。その結果として、何かしらの研究やサービスの開発につながれば、それ

は一つの形を残したことになり、自分の役割をまた一つ果たしたことになる。 

今日のミーティングを楽しみにし、これからの協働に大きな期待感を持つ。今後の協働に関しては、

これまでと同様に、自分が取り組みたいと思うことだけに従事していきたいと思う。少しでも疑義が自

分の中に生まれたら、それに取り組まないことが賢明だ。フローニンゲン：2018/10/25（木）07:50 
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No.1360: A Finding on a Sweet Night 

Our various minds are one Big Mind, and the individual self equals all. That is what I thought on a 

sweet night. Groningen, 20:28, Monday, 10/29/2018

3311. 作曲実践とヘーゲルの芸術論 

ボストンから戻ってきて、先週まではずっと天気が良い日が続いていたのだが、今週はあまり天気

が良くない。昨日は小雨が断続的に降っており、今日は一日を通して曇りのようだ。 

明日から日曜日まで曇りや雨の日が続き、なおかつ気温も非常に低くなる。それはどこか冬の始ま

りを告げているかのようである。 

フローニンゲンは季節が変わる際に、天候の変動が激しくなるように思う。これまでの三年間の生活

を通じてそのようなことを思う。そうした経験則をもとにすると、優れていた天候がここ最近崩れてい

るのは、新たな季節への移行期間を表しているかのようだ。今日は午前中にオンラインミーティング

が一件あり、それが終わったら、天気の様子を確認して、昼食前にノーダープラントソン公園へラン

ニングに出かけたい。ランニングに出かけた後に、行きつけのインドネシア料理店とチーズ屋に立

ち寄りたいと思う。 

本日の計画としては、これからバッハの四声のコラールに範を求めて作曲をする。これは早朝の習

慣となった。午後に作曲をする時には、昨日読み進めていたアルフレッド・マンが執筆したフーガに

関する書籍の中に掲載されている具体例をもとに一曲作ろうと思う。本書を読みながら、具体例とし

て挙がっている楽譜は非常に参考になると実感していた。ただし、それらを眺めているだけでは、

一向にフーガの技術は向上しないであろうから、そうした具体例をもとに実際に曲を作るということ

が大切になる。本書の中にはとても短い楽譜が掲載されていたり、比較的長い楽譜が掲載されて

いたりする。 

とりわけ後者の具体例を参考に、これからしばらく作曲実践をしたいと思う。今回はフーガの技術を

高めるためにそうした作曲実践を行うが、今後は手持ちのハーモニーの書籍に関しても同様のこと

を行っていきたい。そこに掲載されている具体例を、実際に自分の手を動かしながら咀嚼していくこ
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とを行う。作曲は兎にも角にも、自ら曲を作っていく過程の中で学びを深めていくことが重要なのだ

と思う。 

今日も俳句のように、短歌のように短い曲を作っていく。自分の内側にある、形になることを望む感

覚に形を与え、それが十分に形になったところで曲を終える。曲の長さについては問題ではなく、

要点は内側の感覚が十分な形に姿を変えたか否かである。それを念頭に今日も曲を作っていく。 

そうした作曲実践に並行して、今日はメロディーに関する書籍“Melody Writing and Analysis (1960)”

を眺めるように読み返していく。時に細部に注目して読み進めたり、具体例として提示されている楽

譜だけを眺めたりと、読み方に工夫を凝らしていく。メロディーに関してもここで再度学習をしておき

たいという考えが芽生えている。今日の読書に関しては、本書以外にも、ヘーゲルの“The 

Phenomenology of Mind (2003)”を読み返していこうと思う。 

昨日フーコーの書籍を読み終え、それを本棚にしまおうとしていたところ、ヘーゲルの本書に目が

止まった。私は何気なく本書を本棚から取り出し、再度目次を確認したところ、本書の後半で、ヘー

ゲルが芸術について触れている箇所があることに気づいたため、今日はその箇所を中心に読み進

めていこうと計画している。良書はとにかく繰り返し読んでいくこと。ゆっくりと自分の理解を深めて

いくことを心がけながら、今日の読書を進めていきたいと思う。フローニンゲン：2018/10/25（木）

08:06 

No.1361: Beginning of a Day 

It stopped drizzling, and the outside world is calm and peaceful. Yet, it will start to rain again, 

and thus, I’ll spend time in my study. Groningen, 08:26, Tuesday, 10/30/2018 

3312. 心身を若く保つこと 

早朝、自分の内側で静かな炎が灯されているのを感じていた。今日も普段と変わりなく、日々の取

り組みに従事していくことを念頭に置き、午前中の仕事を進めていった。 

今日は早朝から曇り空であり、時折小雨が降ることが多かった。そうした中において、ちょうど昼食

前に晴れ間が広がる瞬間があったので、その時を見逃さず、私はランニングに出かけた。しばらくし
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たら天気がまた崩れそうな予感があったため、今日はノーダープラントソン公園に行くことをせず、

自宅から直接インドネシア料理店にまで走っていき、その帰りにチーズ屋に立ち寄った。普段よりも

走る時間は短かったが、それでも良い気分転換になったように思う。 

チーズ屋から自宅に戻る帰り道に、小さなサッカーボールが落ちていた。それを見て、無性にボー

ルが蹴りたくなったが、どうやら近くにいた子供がそのボールの持ち主のようだった。 

ランニングの最中にも実感していたが、心身の年齢を常に若く保つことは、健康かつ充実した人生

を送る上で不可欠のように思う。私はすでに30歳を超えたが、今でも体脂肪を含め、身体年齢は16

歳ほどのままである。数年前にロサンゼルスに住んでいる時は、何度か中学生や高校生とバスケを

したことがあり、当時の記憶を思い出してみても、確かに自分の身体年齢が16歳ほどであるというこ

とはうなづける。心身の年齢を若く保ち続け、絶えず健康な心身で日々の取り組みに従事していく

ことをこれからも心掛ける。いやそれはすでに無意識的な習慣になっているから、それを心掛ける

必要はほとんどないかもしれない。いずれにせよ、絶えず若い心身を持って日々の取り組みに従

事し続けていく。 

時刻は午後の三時を迎えつつある。先ほども再び小雨が降っていた。今は小雨が降っていないが、

鬱蒼とした雲が空を覆っている。明日からはいよいよ最高気温が10度を下回るようになり、最低気

温も5度を下回るようだ。これから寒さが厳しくなってくるため、それに向けて心身の準備をしたいと

思う。そういえば、ランニングからの帰り道、ふと自分の左腕を見ると、腕中に小さな発疹が現れて

いた。右腕も確認してみたところ、同様に発疹が出ていた。何か虫にでも刺されたか、それとも昨日

の昼食はいつも食べないような料理を食べたからか、その原因を考えていた。 

ランニングから戻り、シャワーを浴びる頃にはもうその発疹はなくなっていたのだが、あれは一体何

が原因だったのだろう。体の他の部分には発疹がなかったから、食べ物の可能性は低いと思った。

可能性としてはダニのような小さな虫に噛まれたか何かかと思ったため、今日は布団のカバーなど

を一式全て洗うことにした。 

今日はこれから、アルフレッド・マンの“The Study of Fugue (1958)”に掲載されている一つの具体

例をもとに作曲実践を行う。どのようなフーガの技法がそこで活用されているのかを意識した実践を
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心掛ける。今日は午前中に協働者の方とオンラインミーティングがあったこともあり、午前中に読書

ができなかったため、作曲実践の後にヘーゲルの“The Phenomenology of Mind (2003)”に掲載さ

れている芸術論に関する箇所を読み進めていく。今日はその他に仕事もないため、読書と作曲実

践に多くの時間を充てることができるだろう。フローニンゲン：2018/10/25（木）14:48 

No.1362: Light between Clouds 

Although it is cloudy all day long, now I can see light between clouds. Groningen, 15:23, 

Tuesday, 10/30/2018 

3313. 日記の機能及び非二元 

時刻は午後の五時を迎え、これから少しずつ暗くなっていく時間帯となった。ちょうど今週の日曜日

からサマータイムが終了し、そこからは日照時間がどんどん短くなっていくだろう。 

つい先ほど、ヘーゲルの書籍“The Phenomenology of Mind (2003)”を読み進めていたが、その内

容がほとんど頭に入ってくることはなく、少しばかりノートにメモを書き留めたほどであった。本書に

ついては、これからも折を見て何度も読み返し、今回のようにごくわずかに理解できる事柄を得なが

ら、少しずつ自分の理解が深まっていくのだろう。 

昨日はほとんど日記を書き留めることはなかったが、そのせいか、今日は比較的日記をよく書き留

めているように思う。いつもは大抵、一日に四回ほど日記を綴ることが習慣になっており、昨日あま

り日記を書くことがなかったため、今日はすでに四回目の日記を今執筆しているように思う。 

不思議なことに、書くことが事前に一切決まっていなくても、日記を書き出してみると、あれこれと文

章が生まれていくことが多くある。これはまさに、形にしてみないと一切わからない、人間が内在的

に持つ創造性の働きによるものなのだと思う。 

確かに普段私は、自分自身を良く知るために日記を書いているという側面がある。自分の内側の思

考や感覚を文章にすることによって、それを客体化し、文字によって書き出された事柄によって自

分を深く知る道が進んでいくように感じている。一方で、日記を書くことは自分自身を知ることのみ

ならず、世界と交流すること、ないしは世界を理解することにもつながっているのだと最近よく感じる。
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日記の執筆によって、内面世界を掘り下げていくことだけではなく、外面世界に対する理解が促進

され、それは見方を変えれば、外面世界との交流に他ならないことがわかってくる。 

文章を書くことの作用や効能についてはいろいろなものを自分なりに見出してきたが、世界を深く

知り、世界と交流することを促進するという働きを文章の執筆が持っていることに気づき始めたのは

比較的最近のことかもしれない。 

午後に仮眠を取っている最中、ふと、非二元の意識について考えを巡らせている自分がいた。イン

テグラル理論においては、それは意識の状態として括られるが、それは本来、意識の状態すらも超

えているものなのだと思う。 

実際は、非二元という現象は、状態的にそこに生起するようなものではなく、常にここに生起し続け

ている。ただし、私たちの心が二元的な判断をする性質を内在的に抱えているがゆえに、非二元と

してあり続けている世界の本質に気がつかないのだ。とりわけ、意識下に言語が介入すると、言語

が持つ分節化の機能により、目の前のリアリティは即座に分節化（二元化）される。普段の生活の中

で、言語に多く依拠している私たちの精神は、二元化されたリアリティに飼い慣らされており、本質

的には絶えず非二元として生起し続けているこのリアリティの実相に気付けないのだ。そのようなこ

とをぼんやりと考えていると、仮眠の終わりを告げるバッハの曲が流れ始めた。フローニンゲン：

2018/10/25（木）17:18

3314. アルブレヒツベルガーとベートーヴェン 

時刻は午後の七時半を迎え、つい先ほど夕食を摂り終えた。この時間帯になると、辺りはもう真っ

暗である。ここから先は、日没の時間がもっと早くなり、午後の五時を迎える頃にはもう真っ暗な状

態になっていくだろう。今日は雲が多かったためか、空に月や星が見えない。 

いつも私はよく、書斎の窓辺に近寄り、空を見上げることがある。だが今日は空に月や星が見えな

かった。明日はそれらの輝きを拝めればと思う。 

今日はこれから、一日の最後の作曲実践を行いたい。その際にはハイドンに範を求める。 
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先ほど読み進めていたアルフレッド・マンの書籍の中に、ベートーヴェンはハイドンのみならず、あ

るいはハイドン以上に、ヨハン・ゲオルク・アルブレヒツベルガーという作曲家から影響を受けていた

ことを知った。 

アルブレヒツベルガーは対位法の技術で有名であり、ベートヴェンはその技術を習得するために、

アルブレヒツベルガーに師事していたということを今日初めて知った。マンの書籍の中に記載され

ているエピソードについては興味深く、また、アルブレヒツベルガーとベートヴェンのフーガの技法

に関する比較が楽譜を通じてわかりやすく掲載されており、二人の技術を具体例を通して見比べる

のは大変興味深かった。本書を再読する際には、ぜひともまたこの箇所を中心に読み返したいと思

う。 

数日前から、書斎の机の右隅に作曲理論や音楽理論に関する書籍を積み重ねることにした。これ

が功を奏してか、毎日何気ない時にそれらの書籍の中身を眺めるようになった。その際には特に何

か目的を決めて書籍を開いているわけではないのだが、開くたびに何かしら面白い発見があり、そ

の発見を積み重ねてくことが、いつか実を結ぶように思えてくる。 

非常に小さなことかもしれないが、自らの探究に最適な環境デザインを考え、それを構築していくこ

とは、探究をより実りあるものにしていくことにつながっていくだろうと考える。これからハイドンに範を

求め、就寝までまだ時間があれば、積み重なっているうちの書籍の中で、メロディーに関する書籍

を手に取り、それを読み進めていこうと思う。 

今日の午後に、上述のマンの書籍の中に掲載されている具体例をもとに作曲実践を行った。その

時、私は間違えて、今後参考にする予定の具体例をもとに作曲を始めてしまい、その具体例が非

常に高度なフーガの技術を使っていたために、うまく作曲を進めていくことが難しかった。実際に途

中からは、その楽譜を参照することなしに、我流で曲を作り始めた。究極的には、このような形で、

他の作曲家の楽譜を一切参照することなしに曲を作っていくことが理想だが、今の私はまだそのよ

うな段階に至っていないため、こうした実践をするのには少なからず抵抗があった。しかし実際に作

曲を進めてみると、その瞬間の自分が表現しようとしている内的感覚についてはなんとか形にでき

たように思う。過去の偉大な作曲家の楽譜を参考にするというスキャフォールディングをいずれは少

しずつ外していく必要があるだろう。 
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今は彼らから学べるだけのことを存分に学び、おそらく彼らの楽譜を参考にして1万曲ほど作ったら、

自分の技術と感覚のみで曲を作り始めようと思う。一日三曲、それを10年続けたらその日がやって

くることを考えると、それはあまりにも早いことなのかもしれない。フローニンゲン：2018/10/25（木）

19:57 

3315. 望む場所へ流れるように 

今朝は六時に起床し、六時半から一日の活動を始めた。天気予報を確認すると、今日は午前中か

ら夜まで雨が降るようだ。明日も早朝から夕方まで小雨が降るような天気とのことである。どうやらこ

の二日間は家でおとなしく過ごしておいた方が良さそうだ。昨日にランニングに出かけ、チーズ屋

に立ち寄って正解だったと思う。 

今朝方に見ていた夢について思い出している。起床した直後は強く印象に残っていた夢の内容が、

どうも記憶からこぼれ落ちてしまったようだ。自分の意識が夢に蓋をしたのか、それとも自分の無意

識がそれを行ったのだろうか。いずれにせよ、起床した直後にはあれだけ強い印象を持っていた夢

が、このようにすぐさま記憶の彼方へと去ってしまうのは不思議な現象である。 

今日はこれから、過去に作った曲を編集し、バッハに範を求めて作曲実践を行う。早朝の作曲実践

から一日の活動をスタートさせることは、私にとって良いリズムを生み出してくれる。曲という形でリズ

ムを生み出すことが、自分の生活にもリズムを生み出すという面白い関係が見て取れる。作曲実践

をした後に、今日の午前中から行われる協働プロジェクトに関するミーティングの詰めの準備を行っ

ておきたい。 

今年の年度末までに、成長支援に関する新しいプログラムを開発している最中であり、今日はその

プログラムのコンテンツについて詳しく話し合うことになるだろう。来年の初旬には、現在協働執筆

している書籍が世に出され、監訳をしている書籍には関しては春が終わりに差し掛かる五月頃に出

版される見込みである。 

一つ一つの仕事が着実に進んでいく。おそらくその頃には、来年の秋の生活地がどこになるのか

がわかっているだろう。仮に来年の秋からボストンで生活をすることになれば、数年ほどそこに滞在

し、自らの探究を旺盛に進めていきたいと思う。思う存分そこで探究を進めることができたと思った
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時がボストンを離れる時である。その後はスイスのドルナッハに行き、シュタイナーの思想を深く学

んでいこうと思う。ドルナッハでの滞在期間はボストンほど長くなく、長くても二年間ぐらいになるだろ

う。ドルナッハでの生活を終えたら、おそらく私は再びオランダに戻ってくるような気がする。北欧に

移住する道も考えられなくはないが、現実的にはオランダで生活をすることの方が可能性が高いよ

うに思う。その際には、フローニンゲンではなく、アムステルダムの郊外に住むことを選択しているよ

うな気がする。確かにフローニンゲンは申し分のない環境を提供してくれているが、おそらく今後の

人生のフェーズが進んでいくに際して、これまで生活したことのない場所で生活することを望む自

分が生まれているにちがいない。 

少し先の話だが、再びオランダに戻ってきたいという思いから逆算される形で、ボストンでの生活と

ドルナッハでの生活があるように思えてくる。再度オランダに戻ってきてから、私は再びどこか別の

国で生活をする可能性もあるが、それがどこなのかはまだ漠然としている。とにかくこれから生活を

する場所は、現在と同様に、自分の探究活動と創造活動に最適だと判断する場所にしたい。その

ようなことを早朝に考えていた。フローニンゲン：2018/10/26（金）06:57 

3316. 場所との縁とフローベルの発達思想 

昨夜は月も星も見えない夜空が広がっていた。おそらく今日の天気から察するに、今夜も同様な空

になるだろう。昨夜はそれでも、自分の内側には明るい音符が行進しているのを感じていた。それ

を元に一曲作ったことを覚えている。 

内面世界と外面世界は確かに相互に影響を与え合っているのだが、外面世界の様子からは想像

できないような活動が内面世界でなされていることがよくあることに気づく。昨夜の一件はまさにそう

だ。 

外面世界を変えていくことはなかなか難しく、もちろんそれは内面世界に関してもそうだと思うが、

内面世界は自らの心の世界であるがゆえに、自分の心をどのように働かせるかによってそれを少し

ずつ変えていくことは可能なように思える。今日も内面世界の観察をし、形を待つものに対しては

言葉及び曲としての形を与えていきたいと思う。 
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早朝に、今後の自分の生活地について思いを馳せていた。やはり今の私にとって、それらの土地

には愛着のようなものがあり、そこで生活を営みたいという強い思いがある。確かにそれらの土地に

はまだ住んだことはないのだが、すでに愛着を感じているというのは不思議なことである。以前の日

記で書き留めていたように、人との縁のみならず、場所との縁も存在していることを忘れてはならな

いだろう。 

私にとっては、先ほど日記で書き留めていた土地に対して縁のようなものを感じる。もちろん、この

縁も時間の経過、及び自己の成熟によって変化していくものであるから、今後本当にそれらの土地

で生活をするかは誰にもわからないことである。ただし、仮にそれらの土地で生活をする機会に恵

まれたら、私は迷わずその機会の恩恵に授かろうと思う。その選択がまた新たな縁をもたらすだろ

う。  

数日前に、教育思想家のフローベルの書籍を読んでいたことをふと思い出す。世界で初めて幼稚

園の仕組みを提唱したのはフローベルであったとその時に知った。一人の教育思想家が19世紀の

前半に提唱した幼稚園の制度が、現代社会に今もこうして残っていることに大きな感銘を受ける。

私が通った幼稚園も、その元を辿れば、フローベルの思想に行き着くのだと思うと感慨深い。 

先日読み進めていたのは、“Friedrich Froebel: A Selection from His Writings (1967)”という書籍で

あり、本書を読んでいると、フローベルは複雑性科学に通じる発想を持っており、なおかつ洞察に

溢れる発達思想を持っていることがわかった。とりわけ、子供たちの発達段階を認めながらも、そこ

に差別的なヒエラルキーを見出すのではなく、新たな段階に至れば、以前の段階が持つ意味がよ

り重要になる、という発想をフローベルが持っていたことは注目に値すると思った。これは、「含んで

超える」という発想よりも深い洞察なのではないかと思った。 

確かに新たな発達段階が発露して初めて、私たちはこれまでの段階を真に客体化できるようになり、

その時に初めて、以前の段階が持つ豊かな意味や機能に気づく。そこにはどこか、以前の段階の

価値を認めながら含んで超えていく、という洞察が内包されているように思う。「含んで超える」という

発想にも、以前の段階の価値を認めるということが暗に含まれているのだが、それが明示的ではな

い分、少々誤解を与えやすいように思う。フローベルが持っていた発達思想は、新たな段階が発現

することによって初めて、以前の段階が持つ真の価値が見えるようになる、というものなのだと思う。 
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上記の書籍を読んでいくと、その他にもフローベルが人間発達に関して非常に鋭い視点を持って

いることがわかるだろう。本書をまたどこかのタイミングで再読したいと思う。フローニンゲン：2018/

10/26（金）07:12 

3317. カビの生えたバターより 

天気予報の通り、昼過ぎから小雨が降り始め、先ほどは比較的激しい雨が降っていた。今は雨が

止んでいるが、夕方から再び雨が降るようだ。 

今日は午前中に、協働プロジェクトに関するミーティングを行った。今日も実りのあるミーティングを

二時間ほど行い、開発中のプログラムの完成に向けて少しずつだが着実に進んでいるのがわか

る。  

今日はこれから、先日ボストンの古書店で購入した“Modes of Creativity (2011)”を読み進めていく。

今回は初読であり、午前中のミーティングが始まる前に、本書の全体像を確認しており、関心を強く

弾く箇所を中心にこれから読み進めていこうと思う。メモを取りながら、創造性に関する新たな気づ

きや発見を得ていこうと思う。本書を一時間ほど読み進めたら、そこから作曲実践に取り掛かる。そ

の際には、アルフレッド・マンの書籍に掲載されている具体例を通じて、フーガの技法を適用した曲

を作っていく。この作曲実践がひと段落したら、再び創造性に関する上記の書籍を読み進めていこ

うと思う。 

今日の昼食の際に、パンにセサミバターを塗ろうと思って蓋を開けたら、中がカビだらけだった。こ

れを見たとき、私はとても嬉しくなった。 

このセサミバターは購入してからそれほど時間が経っていないのだが、蓋を開けてから常温で保存

をしていたためか、以前に食べたときから今日にかけて瓶の中でカビが発生してしまっていたようだ。

このバターはオーガニックな原材料で作られており、蓋を開けたときのカビを見て、改めてそのバター

の新鮮さがわかった。これまでの私は、カビが生える前まで非常に新鮮な食材を食べていたのだと

知り、カビを見たときには随分と嬉しい気持ちになった。確かに、全て食べ切る前にカビが生えてし

まったのは残念だったが、そうした気持ち以上に、このバターの新鮮さを確認することができた喜び

の方が大きかった。 
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普段自分の身体に取り入れるものに関しては、できる限り新鮮かつ有機的な食材を選ぶようにして

いる。これは物理的な身体のみならず、より微細な身体においても当てはまる話だろう。つまり、毎

日どのような論文や書籍を読むのか、どのような情報と接するのかに関して、それらの質について

吟味する必要があるのではないか、ということである。これから読み進めていく書籍は、まさにそうし

た観点から選ばれたものであり、今後取り入れる情報に関しては、その質を絶えず吟味するような

意識を持っておこうと思う。カビの生えたバターはそのようなことを考えるきっかけを私に与えてくれ

た。フローニンゲン：2018/10/26（金）14:22

3318. 闇夜の中で 

時刻は午後八時を迎えた。辺りは真っ暗闇に包まれ、雨が静かに地上に降り注いでいる。 

今日も気がつけば一日が始まり、気がつけば一日が終わりに差し掛かっている。ここで改めて、今

日自分が生きていたことの不思議さを実感する。いやそうした実感よりもむしろ、より根源的に、結

局自分は一体誰であり、自分の生は何なのかという問いが自然と浮かび上がってくる。 

雨滴の付着した窓越しから、闇に包まれた外の世界を見る。それはどこか、自分の無意識の世界を

覗き込んでいるかのようだ。 

自らの生をできるだけ克明に記録していくこと。それを通じてしかもはや生きることのできなくなった

生について思いを馳せ、この生が一体どれほど続くのかについて考える。 

自分の生が今日存在していたのだということを知っているのは、自分だけなのだろうか。確かに、今

日は協働者の方たちとミーティングを行った。だが、協働者の方たちが自分の生が本日確かに存

在していたかどうかを明確に認識していたかどうかはわからない。当の本人でさえ、今日の自分の

生が明確に存在していたかどうかを実感することは非常に難しいのだから。 

生の実感とは何なのだろうか。それについてより考えを深めていく必要がある。 

今日自分が生きていたことを忘れるぐらいに探究活動や創造活動に励み、そうした状態があったこ

とを思い出すことが生の実感なのだろうか。それもまた何か違うような気がしている。 
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これから季節が冬に向かえば向かうほど、そして季節が冬に突入すれば、私は考えなくてもいい考

えるべき必要のあることを考えることになるだろう。つまり、逆説的ではない逆説的な事柄と絶えず

向き合っていくことに迫られるだろう、ということだ。毎日、そうしたことを考えることなど望んでいない

のに、そこに考えが向かっていく。 

生きること。人生。自己と世界。それらに関係する諸々の問いが自然と自分の内側から湧き上がり、

気がつけば自分は問いの渦の中にいる。それを強く促す厳しい冬がやってくる。どうせそれがやっ

てくるなら、手放しでその到来を迎えようと思う。 

窓ガラスに付着した雨滴の一つ一つが、自分がこれまで生きてきた日数であり、同時に今の自分の

魂がここにあるために消えていった命であるように思えてくる。 

暗い闇夜を眺めながら、先ほど夕食を摂っていると、書籍を再読することの意義についてふと考え

を巡らせている自分がいた。いかなる書物も再読をする際に、必ず何かしらの新しい気づきや発見

があるのは、これまで重要だと思っていたこととは違う重要性に関する意識を持って書籍を読むた

めなのではないかと思った。単純に言えば、毎回の読書において異なる課題意識を持ってその書

物を読むことができれば、必然的に新たな気づきや発見が得られるのではないかと思った。そして、

そうした新たな問題意識というのは、基本的には自らが絶えず変化を遂げていれば自然と生まれて

くるものであるから、時間を空けて再読をする際に、そこに新たな自己が存在していれば、必然的

に再読によって新たな気づきや発見を得られるのではないかと思った。 

書籍を読む主体が変化し、課題意識が変化を続けていれば、いかなる書物も繰り返し読むことによっ

て新たな気づきや発見をもたらしてくれる媒体になり得るのではないか、ということをぼんやりと考え

ていた。今日はこれからハイドンに範を求めて、本日最後の作曲実践に取り掛かる。フローニンゲ

ン：2018/10/26（金）20:16 

3319. 惑星になる夢と巨大な大学キャンパス 

今朝は六時半に起床し、七時から一日の活動を始めた。昨日から気温が随分と下がってきて、室

内ではヒーターを絶えずつけるようになった。今日も似たような気温であるから、一日中ヒーターを
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つけることになるだろう。昨日と同様に、今日も夕方まで雨が降るらしい。小雨を眺めながら、一日

の取り組みを静かに前に進めていこうと思う。 

昨日、一日が終わりにさしかかった頃に、「今日は金曜日であるから、明日は土曜日ということにな

る」という確認をしていた。こうしたことを確認しなければならないほどに、自分の時間感覚が変容し

ていることに気づく。そのようにして迎えた土曜日の今日は、今時点では辺りが闇に包まれており、

まだ一日が始まっていないかのようである。ちょうど明日からサマータイムが終了することもあり、明

日は何かの区切りの日とみなしていいように思う。 

今朝方は印象的な夢を見ていた。夢の中で私は、宇宙空間に漂う一つの星だった。それは宇宙空

間で位置をほとんど変えない恒星ではなく、絶えず移動する惑星だった。確かに私は一つの惑星

だったのだが、それを見ている自分は地球上にいた。 

一人の見知らぬ中年男性が私のそばにいて、惑星の軌道に関して何やら色々と私に説明している。

その説明を聞きながら、参考になることが多くありながらも、惑星の軌道予測に関して随分と否定的

な見解を示すものだから、私はあまり良い気分がしなかった。 

その男性の予測において、私の分身であるかのような惑星は、移動の動きが不規則で読みづらく、

下手をすると他の大きな惑星に衝突してしまうというシナリオだった。私は、その惑星の動きが不規

則に見えるのは確かだが、実際にはそうした不規則性を生み出す規則が存在しており、その男性

はそれを見抜けていないのだと思った。 

その惑星が移動し、宇宙空間内で揺れるたびに輝く姿はとても美しかった。その輝きが一つの軌道

を生み出しており、その軌道も飛行機雲のように宇宙空間に跡を残しており、その曲線も美しく感じ

た。しばらくその軌道を恍惚とした感覚の中で眺めていると、横にいた男性が静かになっていること

に気づいた。ふとその男性を見ると、その男性の顔が痛痛しいほどに膨れ上がっていた。 

どうやら、先ほどその男性があまりにも杜撰な軌道予測を強情に行うものだから、私がその男性を

殴打して黙らせていたようだった。それに気づいた時、夢の場面が変わった。 
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次の夢の場面では、私は巨大な学術都市にいた。その都市の中にある大学もまた巨大であり、私

は数学科の授業を受けるために、目的の建物に向かっていた。 

この大学がある場所の雰囲気は、間違いなく欧米のそれだった。目的の建物に向かっていると、あ

まりにも敷地が広いため、途中で迷ってしまった。途中で地図を確認してみても、目的地に行くの

は容易ではなかった。地図を頼りになんとか目的地に向かっていこうとしていると、敷地内に巨大な

日本食レストラン街があった。 

私がそこに辿り着いた時はまだ午前中であり、どの店も閉まっていた。だが、それらのレストランは、

欧米にいても本格的な日本食が食べられるという期待感を私にもたらしており、昼は必ずこのレスト

ラン街のどこかの日本食屋に入ろうと思った。するとそのレストラン街の周りには多くの日本人観光

客がいて、そこから巨大な大学キャンパスの写真を撮影していた。私はそれを横目に目的の建物

に向かった。 

しばらく歩くと、それらしい建物が見つかり、中に入った。しかし、中も複雑な作りになっており、どこ

に教室があるのかわからなかった。建物の入り口から中に入ると、数学科の二人の生徒が地べたで

チェスをやっている姿が目に入った。私は彼らに教室の場所を聞こうと思ったが、彼らの表情を見

ていると、完全にこの物理空間に意識があるのではなく、チェスの世界の中に意識があることがす

ぐにわかったので、彼らに話しかけることをやめて、自力で教室を探すことにした。 

しかし、探せども一向に教室は見つからず、そうこうしていると、小中高時代から知り合いの女性友

達に出会った。彼女も私と同じ教室で授業を受けようとしているらしく、私と同様に道に迷っている

ようだった。そこから私たちは一緒になって教室を探したが、結局目的地に辿り着くことはできなかっ

た。フローニンゲン：2018/10/27（土）07:26 

3320. 海の精霊と出会う夢 

今朝方に見た夢について書き留めていると、巨大な大学キャンパスの中で迷っていた後の夢につ

いても思い出した。結局、目的であった数学の授業を受けることを諦め、私はその建物を後にした。

数学の授業を受ける代わりに、キャンパス内を散策しようと思って、私は一人で巨大なキャンパス内
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を歩いていた。この大学には海洋生物学に関する学部もあるためか、キャンパスの直ぐそばに港が

あり、この大学は巨大な船を所有していた。 

ちょうどその船が港に停泊しており、船の様子を眺めながら港沿いを歩いていた。すると、波止場で

二人の小さな男の子と母親の姿を見かけた。三人とも白人なのだが、どうもこの土地の人間ではな

いような雰囲気を発していた。彼らの横を通り過ぎる時に挨拶をすると、二人の男の子は笑顔で私

に挨拶を返した。母親も笑顔で挨拶を返してきたのだが、その表情にはどこか寂しが含まれてい

た。  

それに気づいた時、私はその母親と少しばかり立ち話をすることにした。波止場にかがんで母親の

話を聞いていると、二人の男の子のうち一人が海の中に入りたいと述べた。 

この季節はとても寒く、海もどこか凍ってしまうのではないかというぐらいに冷たい様子であった。そ

のような海の中に入っていくのは危険であるから、当然私はその母親が子供の要望に反対するに

違いないと思っていたのだが、母親は何のためらいもなく、その子供の要望を承諾した。 

私はそれにかなり驚いたのだが、驚いたのもつかの間であり、その小さな男の子は服を着たまま、

波止場の縁から海の中に静かに飛び込み、そのまま下に沈んでいった。するとそれを見たもう一人

の男の子もそれを真似するかのように、服を着たまま冷たい海の中に沈んでいった。 

海中の二人の姿は波止場の上からすぐに見えなくなり、そこでようやく母親が心配してか、その母

親も海の中に入って救助に向かった。私はその母親が凍えるような冷たい海の中に沈んでいく姿

を唖然とした表情で眺めていた。私にできることはそれだけしかなかった。 

三人が冷たい海の中に沈んでいったことに対して本来であれば心配をし、救助を呼ぶところだが、

どうも私は彼らは人間ではないように思い始めていた。彼らが発していたオーラなどから察するに、

海の精霊の一種なのではないかと思い、彼らは自らのいるべき場所に戻っていたのだと思った。 

そうした考えを得ると、私はその場から静かに離れ、再び歩き始めた。そのような夢を見ていたこと

を思い出す。今朝方は、自分が惑星になる夢、数学の授業を受けようと思っていたが巨大な大学キャ
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ンパス内で迷う夢、そして海に沈んでいく海の精霊らしき家族に出会う夢を見ていた。こうした印象

に残る夢を書き出したところで、今日の取り組みに従事していきたいと思う。 

今日と明日は土日であるから、探究活動と創造活動に取り組む時間的なゆとりが十分にあり、それ

らの活動に旺盛に取り組んでいきたいと思う。書籍については、少なくとも“Modes of Creativity 

(2011)”と“Freedom and Beyond (1972)”を今日中に読み終える計画でいる。それらの書籍を読み

終えたら、新たな学術書を読むのではなく、作曲理論や音楽理論に関する書籍に目を通そうと思う。

フローニンゲン：2018/10/27（土）07:45
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