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2341. 焦燥感を生む夢 

天気予報の通り、深夜に雨が降っていたようだ。今この瞬間は雨が止んでおり、小鳥の鳴き声が時

折こだまする。この瞬間に止んでいる雨は、どうやらまた午前中に降り始めるらしい。そこから反転し

て午後はまた晴れるとの予報が出ている。本当に不安定な天気だ。4/1となる明後日に雪が降るら

しいということを考えると、今は本当に季節の変わり目にいることを知る。この不安定な状態の先に

安定な状態が待っている。それが新たな春だ。 

今朝方は焦燥感に駆られた夢を見た。今所属しているプログラムも佳境に入り、研究インターンを

締め括ることと再来週に試験が迫っているためか、夢の中で単位の取得漏れが発覚し、それに対

して焦りを覚えていた。 

夢の中で私は、一人の日本人教授が担当するコースを受講しており、そのコースにはほとんど出席

することなく時間を過ごしていた。キャンパスで他にすることもなかったので、そのコースに久しぶり

に顔を出してみたところ、ちょうど何人かの学生が席を立って教室を後にするところだった。クラスは

進行しているにもかかわらず、彼らは平然と教室を後にした。彼らが抜けた席の一つに腰掛け、私

はどのような話がなされているのかを理解するために教授の話に耳を傾けた。 

特に発見をもたらす内容でもなく、何か考えを深めてくれる内容でもなかった。ただし、一人の受講

者の発言は興味深く、彼の発言には真剣に耳を傾けていた。しかし、彼が発言を終えた後は特に

何か意味のあるやり取りがそこでなされるとは想像しにくかかったため、私は教室を後にした。そこ

で夢の場面が少し変化した。 

次の夢の場面も、おそらく同じ大学内が舞台になっている。大学内のコンピュータールームに数十

人の中学生がおり、彼らは何らかのコンピューターベースの試験を受けていた。私は教室の 後列

に座り、何をすることもなく、自分の手元にあるモニターを眺めていた。 初、そのモニターには何

も映っていなかったのだが、モニター付近にあるキーボードを用いて数字を入力すると、その数字

の席に座っている者の試験結果を見ることができた。 

厳密には、席の数字を入力した後に、その席の者が入力したパスワードの四桁の数字を入力する

必要がある。これは面白いと思い、まずは二つの空席を挟んで右隣にいた男子生徒の試験結果を
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眺めてみた。パスワードに関してもなぜだか自分の推論が見事に当たり、一度で四桁の数字を突き

止めた。すると彼は11問の問題を間違えており、試験をギリギリ突破できるような数字であった。 

そこから私は、直感というよりも、幾分論理的な思考を働かせながら、次々とその場にいる中学生の

試験結果を確認していった。そうしたことをしばらく行った後、部屋から出る時間だと思い、その部

屋を後にした。 

この後も断片的な夢が続いた。大学のクラスが始まる前にバスケを二回ほど行い、その後キャンパ

スまで走ったため、合計三回汗をかいてここにいる、ということを友人に伝える場面があった。その

他にもいくつか印象に残っている場面があるが、やはり単位の取得漏れに気づいた場面が一番印

象に残っている。事実、それに気づいた瞬間に夢から覚め、夢から覚めた後に数秒ほど現在の自

分がきちんと単位を取得できているのかを確認するようなことを行っていた。 

少しばかり焦燥感を生むような夢から一日が始まったが、今日もゆっくりと自分の仕事を前に進めて

いこうと思う。フローニンゲン：2018/3/30（金）06:55　　 

No.925: Questions and Answers in Spring 

Spring asks me, whereas I ask spring. I answer it, while spring does my question. I realized that to 

live authentically and deeply meant being in the harmony between questions and answers in the 

internal and external universe. Groningen, 08:36, Sunday, 4/8/2018 

2342.「自信」という言葉について 

今朝方の夢を思い出し終えると、昨夜の就寝時に考えていたことについて思い出そうとしていた。

それは他の人にとっては全く重要ではないだろうが、私にとっては何か重要なことであり、新しい発

見を私にもたらすものだった。その考えについて何かを閃いた時に、ベッドの横の棚の上に置いて

いるメモ用紙にそれを書き留めることをしなかったため、何を考えていたのかを思い出そうとしても

一向に思い出すことができなかった。そのため、私は一旦書斎の席を立ち、早朝のコーヒーを入れ

ることにした。コーヒーの入った缶を開け、計量を始めた時に、コーヒーの香ばしい香りがした。する

とその香りに喚起されてか、突然、昨夜考えていたことを思い出した。 
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昨夜は、意味の表皮が徐々に剥がれていく体験をしていた。とりわけ、「自信」という言葉に付着し

ている表皮が剥がれ、これまで見えてこなかった意味が見え始めたのである。昨夜頭の中に浮か

んだのは、「自分はもはや『自信』という言葉を世間一般で通用している意味の範疇で活用すること

はできないが、仮にその言葉を使うとしたら、日本語で学術論文を執筆する自信は全くないが、英

語でならそれがある」ということだった。 

自分が頭の中で浮かべたそのフレーズをきっかけに、「自信」という言葉が指す意味について少し

ばかり考えを進めていた。結局、ありとあらゆる言葉には意味の階層があるように、この「自信」という

言葉にも階層性があることに気づかされる。つまり、私たちが自分の何を信じているかによって、そ

の意味の階層が変わるのだ。例えば、往々にして「自信」という言葉は、自我を信じている場合や、

自我の付着物（知識、社会的地位など）を信じている場合に使われることが多い。 

一方で、そうした自我の範疇を超えて、自己そのものを信じている場合には、一段と深い次元で「自

信」という言葉を発していることがわかる、というような気づきを得ていた。そこから、自分が英語で学

術論文を執筆する際に感じている「自信」なるものは、どこにその根源があるのかを考えていた。 

おそらくは、完全に自我を信じているわけでも、完全に自己そのものを信じているわけでもなく、そ

の中間に自分が抱いている自信の根源がありそうだと思った。一方で、日記や作曲に関しては、も

はや自我でも自己でもなく、自己を超えた何かを信じる形で創造行為に従事している自分がいるよ

うな気がする。 

ここからはもしかすると、何かを信じることさえ不要な段階が待っているのかもしれない。すなわち、「自

信」という言葉には、究極的には何ものも信じる必要がない段階が待っているのではないかというこ

とだ。 

早朝に止んでいた雨がまたポツリポツリと降り始めた。辺りの闇も晴れてきて、今日は復活祭という

祝日なのだが、この時間帯から道路に車の走る姿がちらほら見える。私もゆっくりと今日の活動を開

始することにしたい。フローニンゲン：2018/3/30（金）07:19　　 
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No.926: Always Restart From Here and Now 

I’ll resume my work toward the evening. Adding my comments to my musical works is a kind of 

editing activity for me. With inspiration and support from my previous works, I’ll continue my 

lifework from here and now. Groningen, 14:51, Monday, 4/9/2018 

2343. 復活祭の近づく日に 

雨の音を聞きながら、たった今書き留めたばかりのことについてまた考えを巡らせている。一つ一つ

の言葉に内包された意味の階層性は、私にとって大きな関心を引く対象である。一つ一つの言葉

には無限の意味が梱包されており、それは私たちの内面の成熟に応じて一つ一つ開示されていく。

この世界に言葉が無数に存在していることを思うとき、内面宇宙の広さと深さには本当に畏怖の念

を持たざるをえない。多様な領域の研究や仕事をこれからしていくにしても、意味の探究というのは

今後も不可避であろう。 

今日は昨日に引き続き、ショパンを一日中聴こうと思う。一昨日はずっとシベリウスを聞いていた。モー

ツァルトとベートーヴェンから一旦離れ、再度ショパンに範を求める形で作曲実践を行うことはうまく

いったようだ。おかげで新たな発見と刺激がもたらされているように思う。一人の作曲家に対して深

く範を求めていくのは重要だが、時折別の作曲家に範を求めることを挟みながら、変動性を持たせ

た作曲実践を心がけていくことが私にとっては大切なようだ。 

今日もショパンの曲を参考にする形で一つ曲を作りたいと思う。とにかくゆっくりと作曲技術を高め

ていく。そして、技術に付随して、音楽そのものへの理解と音楽に関する自分なりの思想をゆっくり

と育んでいく。どちらも時間をかけて成し遂げられていくものだ。 

フローニンゲンの季節が本当にゆっくりと冬から春に向かっているのを見習わなければならない。

自然から学ぶことは本当に多い。今自分が体験しているこの季節の移行のように、とにかく時間を

かけて着実に歩みを進めていく。その先に、自分の内的感覚を自由に曲として表現できる世界が

開けてくるだろうし、音楽に関する自分なりの思想というものも芽生えてくるだろう。 

そしてこれは何も作曲だけに限らず、自分が日々従事している他の事柄にも全て当てはまるのだ。

とにかく、絶えずゆっくりと全てを深化の方向に進めていくことが肝要だ。静かな雨音とショパンの曲
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を聴きながら、今日のこれからの取り組みを簡単にまとめておく。今日は午前中に、協働プロジェク

トに関する仕事が一つほど入っている。その準備と事後の記録の時間を考えると、午前中はこの仕

事に時間を十分に充てる必要があるだろう。その仕事が終わり次第、研究インターンの 終レポー

トを推敲していく。 

こちらは今日中にドラフトを 終版のものにしたい。先週末に一つ分析をやり残していたものがあり、

分析レポートのドラフトに取り掛かる前に、まずはその分析をRを用いて行っておく必要があるだろう。

このレポートの執筆に本格的に取り掛かり始めることができるのは午後からかもしれない。そうであっ

たとしても、集中して取り組めばこのドラフトを完成させることができると思う。今日が祝日であったと

しても、いつもと変わらずに自分の取り組みを前に進めていくだけである。こうした日々を送れること

に本当に感謝しなければならない。フローニンゲン：2018/3/30（金）07:37　　 

No.927: Spring Merry-Go-Round 

Merry‐go‐round in spring is replete with variability and volatility. Yet, riding on the merry-go-

round, I’ll engage in my lifework. Everyday consists of writing a journal, composing music, 

conducting academic research, and collaborating with Japanese corporations. Groningen, 08:34, 

Tuesday, 4/10/2018 

2344. 静かな雨音が響く世界の中で 

起床直後には雨が降っていなかったが、午前中の早い段階から小雨が降り始めた。正午に近づい

た今もまだ雨が降り続けている。フローニンゲンの天候は相変わらず不安定だが、こうした天気の

中に春の希望を見出すことができるのは不思議だ。人間の内側には、希望を見出す内在的な力が

存在しているのだろう。 

今、小雨の降る音が書斎の中にいても静かに聞こえて来る。何か雨音に心が洗われる感じがする。

換気も兼ねて書斎の窓を開けてみると、通りを走る車が水しぶきを上げて進む音が聞こえて来た。

また、小鳥の鳴き声もどこからともなく聞こえて来る。この世界に溢れる音に耳を澄ませながら、音楽

について少しばかり考えを巡らせていた。 
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午前中、協働プロジェクトの準備が早めに終わったため、打ち合わせまでの時間に、ウォルター・ピ

ストンの“Counterpoint (1947)”という書籍を読み進めていた。本書は全部で11章から構成されてお

り、ここのところ毎日二章ずつ読み進めていた。今日も二章を読み進め、残すところ 終章のみとなっ

た。未だ音楽理論に関する知識が浅い自分にとって、本書のほとんどの内容が私の理解を超えて

いた。それでも、少しずつ自分の理解を深めている実感が本書を読みながらあった。 

明日、本書を読み終えた後に、アルフレッド・マンが執筆した“The Study of Fugue (1958)”を読み

進めていくことにしたい。本書は、作曲上のフーガの技法に関する専門書であり、以前にも少しば

かり読んでいた。だが、まだ全部を一通り読んでいないため、明日から少しずつ読み進めていけれ

ばと思う。 

先ほど音楽に関して考えていたのは、音を出すことに関する正確性は人間よりも機械の方が優れ

ているということだった。今後はAIによる音楽演奏などを聞くことができるのかもしれない。しかし現

段階では、音に感情を付けることや演奏の中にある種の存在エネルギーのようなものを乗せていく

ことはまだAIにはできないだろう、ということを考えていた。いつも作曲をしながら思うのだが、自分

の作った楽譜に対して、抑揚箇所や曲の流れを掴みながら演奏に強弱を加える形で音楽を再生し

てほしいものだ、と作曲ソフトに対して思う。 

つまり、楽曲を再生するときに、もう少し人間らしい演奏をしてくれないものかと思う自分がいるのだ。

強弱や音色を含めて、感情や思想を込めた形でAIが楽曲を演奏してくれる日は来るのだろうか。そ

んなことをぼんやりと考えていた。フローニンゲン：2018/3/30（金）11:50　　 

No.928: Creation and Path 

Any one of my creation should be artifacts for further exploration and investigation of someone 

else. Both my creation and I are just such a path. Groningen, 09:21, Tuesday, 4/10/2018 
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2345. 復活祭前日の土曜日  

早朝の目覚めと共に小鳥の鳴き声が聞こえてきた。復活祭を明日に控えた土曜日の朝は至って静

かである。六時前に起床した頃には、辺りは真っ暗闇に包まれており、今もまだ闇で覆われている。

今日は土曜日であるから、昨日以上にゆったりとした気持ちで今日の取り組みに従事していきた

い。 

振り返ると昨日は、午後から研究インターンの分析レポートを執筆し続けていた。分析に関しても非

常に興味深い結果が得られ、それを二人のスーパーバイザーに報告するのは今から楽しみだ。具

体的には、MOOCのレクチャーを三つの基準（センテンスの長さ、stopwords、コースに関連した語

彙）で定量化をし、それによって生み出された時系列データのフラクタル次元と学習成果（形成的

テストと総括的テストの結果）の相関関係を見てみると、いくつか統計的に優位な結果が得られた。 

どれとどれの組み合わせが優位であったのかはここで細かく取り上げないが、この結果は大変興味

深いものであった。分析レポートを短めの学術論文のような形で執筆していくことに昨日の午後は

多くの時間を充てていた。分析結果のみならず、文献レビューから方法論の説明、さらには分析結

果から得られた実務的なインプリケーションについても文章を執筆した。二人のスーパーバイザー

とのミーティングは来週の木曜日であるため、火曜日にもう一度文章全体を読み返し、加筆修正を

施した上で二人に 終レポートを送りたい。 

とても肯定的な意味で、平日も休日も祝日も関係なく、自分の取り組みたいと思う活動だけに従事

する日々が続いている。今日もまさにそうした一日になるだろう。こうした生活を維持継続していく。

そうした生活が維持継続できないようなことには取り掛からず、それができない環境にも身を置かな

い。こうした生活だけが日々に多大な充実感をもたらし、それが自らを深め、そしてこの世界への深

い関与を可能にするのだから。 

今日は午前中に、過去の日記を少しばかり編集したい。ここ 近は時間を作って過去の日記を編

集するようにしている。今日もその取り組みに従事し、また一つバックナンバーを完成させたいと思

う。午前中にはそれと並行して、「デジタルラーニングと学習環境」のコースの課題論文の残りを読
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み返す。すでに半分以上の論文を読み返したため、今日は残りの論文の再読を済ませておければ

と思う。 

このコースの 終試験は再来週の木曜日だ。今日、全ての課題文献の再読を終えたら、明日から

は講義資料を再度読み返そうと思う。講義資料には論文の要旨がコンパクトにまとまっており、さら

にはその他の付随情報も記載されているため、まずは全体を通して講義資料に再度目を通し、そ

こから続けてもう一度全体に目を通したいと思う。 

それが完了すれば、再び課題文献に戻るというような流れを想定している。昼食後には、試験終了

の翌日に訪れるワルシャワとブダペストの各種予約を済ませておきたい。フローニンゲンからワルシャ

ワまでの航空券、ワルシャワからブダペストまでの航空券、ブダペストからフローニンゲンまでの航

空券、そして両都市での滞在ホテルの予約をしておく。両都市において大体どのような場所に訪れ

るかは決めているので、細かな計画は旅行前日に行うぐらいで十分だろう。 

七時前のフローニンゲンの空がようやく闇からダークブルーに姿を変え始めた。今日も充実した日

になるという予感が静かに溢れてくる。フローニンゲン：2018/3/31（土）06:48　　 

No.929: Appreciation for Others’ Work 

I just upgraded MuseScore in the morning, I noticed that the sound of piano became much better. 

It was a small but significant gift for me. I need to appreciate the developers’ contribution. My 

music composition always owes to others’ work. Groningen, 14:54, Tuesday, 4/10/2018 

2346. 水の世界の夢 

夜明けを迎え始めたフローニンゲン。書斎の窓越しから、明けてくるフローニンゲンの空を眺めてい

ると、自分があと何回ほどこの空を眺めることができるのだろうか、と思った。フローニンゲンの生活

はもしかしたら今年の夏で終わりとなり、私はまた再びどこか別の場所で生活を始めるかもしれない。

フローニンゲンで過ごす日々が一日一日と貴重なものになっていく。 
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今朝方の夢について少しばかり思い出そうとする自分がいた。今朝方の夢は二つの印象的な場面

で構成されていたのだが、それらの夢の記憶がどんどんと薄れている。とりわけ、 後の夢の内容

はもはやほぼ思い出すことができない。唯一少しばかり覚えているのは、前半の夢の内容である。 

夢の中で私は「水の世界」にいた。「水の世界」というのは、この世界が全て水に覆われている状態

を指す。私は欧州のどこかの街、しかもそこは古城もあり、自然もあるような街にいた。その街も水に

浸されており、全ての移動は水の上、もしくは水の中を移動する必要がある。私はどこかの古城を

目指して水の上を移動していた。 

時刻はおそらく午後であり、太陽の光が強くなるような時間帯だった。古城に向けて水上を走る乗り

物に乗っていると、ある場所が大きな干潟になっていることに気づいた。私はその乗り物を降り、こ

の水の世界には珍しい陸の上を歩くことにした。その干潟には私と同じことを考えていたに違いな

い多くの人がいた。皆一様に干潟の上を嬉しそうに歩き、中には貝掘りをしている人たちもいた。干

潟を歩いている時にふと私は、この場所の四方を眺めた。するとそこには、美しい雄大な山々の景

色があった。 

この干潟はどうやら四方を大自然に囲まれているらしかった。この干潟の真ん中に、一つ奇妙な場

所があった。そこは別世界の入り口のような井戸があった。この井戸の下の世界は再び水の世界で

あることが容易に分かった。井戸の前に立ってその中を覗き込んでいると、後ろから小中学校時代

の親友が声をかけてきた。 

親友：「この井戸の下にある水の世界に行ってみたいんだけど一緒に行く？」 

私：「うん、行こう行こう」 

二人は特に何も考えず、井戸の下に広がる水の世界に向かっていった。そこは本当に水の世界で

あった。井戸の上の世界以上に水で覆われた世界がそこに広がっていたのである。友人と私は、

水の上を移動するのではなく、水の中を移動することにした。水の中を移動するには自ら泳いでい

く必要があり、そこからはあまりに急激な展開が続いていた。 
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友人と私には一つの酸素ボンベしかなく、代わる代わる酸素を取り入れながら水の中を泳いでいた。

友人は潜水と泳ぐことに慣れていないようであったから、彼の方が酸素を多く取り入れることができ

るようにしながら泳ぎ進めていた。 

結局私たちは、一度どこかで潜水を止め、再び水の世界の上に顔を出した。そこからも水の世界で

の出来事は続いていったが、その後についてはもはや覚えていない。異常に知性が発達した巨大

なサメを火炎放射器で撃退しようとした場面だけが記憶に残っている。幾分不思議な夢であったが、

いつかこの夢の意味が分かる時が来るだろう。フローニンゲン：2018/3/31（土）07:15　 

【追記】 

この異常に知性が発達した巨大なサメは、もしかすると自分の自我の何らかの側面を象徴している

のかもしれない。夢を見てから二週間後にこの日記を読み返してみると、新たにそのようなことに気

づいた。ここからまた、いつか再度この日記を読み返してみたときに、何か新しい気づきが生まれる

かもしれない。もしくはそこに新たな意味が付与されるような気がしている。それを行えるかどうかは、

ここからの自分の内面の深まりに依存している。フローニンゲン：2018/4/12（木）07:50 

2347. 過去の日記を編集しながら 

小鳥のさえずりが聞こえる。昼食後、書斎の窓から外の景色を眺めると、平和な土曜日の世界がそ

こに広がっていた。家族連れで空き地に咲く花々を眺めている人たち。ポカポカとした陽気を浴び

ながら犬の散歩をしている人の姿を見かける。数日前の天気予報とは異なり、今日は一日中晴れ

のようだ。晴れの日に日記を書き、雨の日に日記を書き、雪の日に日記を書く。書くことと生きること

が一体となった日々が静かに進んで行く。 

午前中、「デジタルラーニングと学習環境」のコースで取り上げられている論文をほぼ全て再読した。

あと一本だけ論文が残っているが、それも今日中には読み終わるだろう。再読時には、重要な箇所

をまとめながら読み進めていった。知識というのは、このようにして知識対象と何度も接する過程の

中で徐々に構築されていく。 

文献を読む際には、何度も絵の具を塗るようにした読み方が重要になる。繰り返しその領域を歩く

ことによって、徐々に土地勘が養われていくのである。そんなことを改めて思わせてくれる午前中で
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あった。論文を読むことに並行して、過去の日記を少しばかり編集していた。日記を継続して書き

留めることの無上の意義を改めて感じた。 

現在編集を進めているのはちょうど今から一年半前の日記なのだが、仮にそれらの日記がなけれ

ば、その時のことを今思い出そうと思ってもなかなかできるものではない。当時の自分が何に関心を

示し、どのようなことをどのように考えていたのか・感じていたのかを掴む意味で、日記を書き留めて

おくことは本当に有益である。 

そして何より、過去の日記を読むことは単に過去の振り返りを行うのみならず、間違いなくそれは現

在の私にフィードバックをしてくる。つまり、過去の日記は新たな思考や感覚を触発する媒介的存

在となり、これまでにはない多くの気づきをもたらしてくれるのだ。そうした気づきに対して、さらに追

記をする形で日記を編集していった。今日は比較的自由な時間があるため、午後からも引き続き過

去の日記を編集していきたい。 

今朝方に日記を書き留めている時、たいてい一つの日記を20分から30分くらいの時間をかけて執

筆していることに気づいた。これまで執筆時間については全く意識しておらず、書きたい時に書き

たいだけ書くということを行っていた。とはいえ、日記を書くことが習慣になってからは、必ず起床直

後に日記を書き、午後と夕方や夜にも日記を書くというように、日記を書く時間帯というのは規則性

がある。一つの日記に関して20分から30分くらいの時間をかけていることが分かり、ここからは一つ

の曲もそれくらいの時間で生み出せるようになりたいと思う。 

日記と同様に、曲も学術的な作品ではなく、それは存在の克明な記録を第一目的とする。日々の

内的感覚を曲として形にする際に、それが20分から30分くらいで一つのまとまりとして生み出すこと

ができれば理想である。その実現に向けて、今日も作曲実践に打ち込んでいきたい。フローニンゲ

ン：2018/3/31（土）13:37　　 

2348. この世界の傷 

小鳥が甲高い鳴き声を上げ、今日も一日が終わりに向かっていることをそっと告げている。西の空

を眺めると、夕日が美しく輝いているのが見える。ちょうど雲と雲の隙間から、赤みを帯びた黄金色
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の光が差し込んでいる。小鳥の鳴き声は止むことを知らず、この夕日の輝きにまた別の色を添えて

いる。 

今日は午前中から学術論文を数多く読み、午後からは過去の日記の編集に時間を充てていた。そ

のおかげもあり、どちらも共に進み、とりわけ過去の日記の編集はいつも以上に多くの記事を読み

返すことができた。普段和書に接する機会がほとんどない私にとって、ゆっくりと読む日本語という

のはもしかすると自分の過去の日記ぐらいしかないのではないかとふと思った。しかしこれは、自ら

の言葉を育んでいく上で肯定的な働きをしているように思う。 

確かに、先人からの叡知に触れながら自らの言葉を彫琢していく必要はあるが、私たちの言葉が絶

えず自己組織化を行うという特徴を持っている都合上、自分の内側から産出された自らの言葉を振

り返り、それを深めていくということが何よりも大切なように思う。そうしたことを可能にしてくれている

が、まさに自分の過去の日記を読み返し、それに対して追記や修正を加えるというものだ。現在あ

る工夫を施すことによって、2300以降の記事に関しては編集が滞ることがないようにしている。 

今日は随分と編集作業を行ったが、残り1700弱の未編集記事がある。一見するとこの数は多いよう

に思えるが、日々小さく編集を行っていけば、その数はそれほど大したことではないように思える。

これこそがまさに、日々の小さな積み重ねの偉大な力であり、尊さだと思う。 

明日から四月に入ろうというにもかかわらず、相変わらず外は寒い。室内にいてもその寒さはこちら

に忍び寄り、絶えず暖房を朝から晩までつけている状態が続く。予報によれば、明日の 低気温

はマイナス1度とのことである。春の戴冠が訪れるのを待ち焦がれているが、それは必ずやってくる

と私は信じている。あと少し、もう少しでその日がやってくるはずだ。 

本日、昼食を摂り終えた直後に、あまり良い喩えではないかもしれないが、この世界はコンピューター

の世界と同様に、小さなバグとそれが生み出す諸問題で溢れていることに気づかされた。小さなバ

グは傷と置き換えてもいいかもしれない。そうした世界に生きる者として、自分がいかにこの世界に

参画していくのかについて考えていた。私が日々従事していることから考えると、私は科学と哲学、

そして芸術の力を借りながら、この世界に存在する無数の傷を見つけ、それを癒すことによって、こ
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の巨大な社会という生き物が健全な生命活動を維持できるように試みていく必要があると思わされ

た。 

確かに、いくら部分に治癒を施したとしても、往々にしてそれが全体の治癒には至らないことを知っ

ている。しかし、それでもこの世界に確かに存在している無数の傷を見つけ出し、それに治癒を施

すことが自分に課せられた一つの役割であるように思えて仕方ない。でなければ、このようなことに

気づかないはずなのだ。そうではないだろうか。 

沈みゆく夕日がどこか自分の背中をそっと支えている。フローニンゲン：2018/3/31（土）19:46　　 

2349. 復活祭の朝に 

復活祭がやってきた。特にこれといって何かを祝うこともないのだが、オランダではこの日を祝日に

制定しているためか、私もこの日を意識せざるをえないという状況だ。復活祭を迎えた今朝は、六

時前に小鳥たちの鳴き声によって目覚めた。今朝方の気温はマイナスを記録していたはずなのだ

が、それでも小鳥たちはすでにその時間帯には活動を始め、美しい鳴き声を奏でていた。 

天気予報を確認すると、来週からは再び暖かくなるようだ。来週末にはなんと20度近くになる日もあ

るようであり、ここからようやく春に移行するのではないかと期待している。この寒さも後少しで過ぎ

去っていくだろう。目の前に広がるダークブルーの空を眺めながら、今朝方の夢を振り返っていた。

夢の中で も印象に残っている場面が突如として浮かんでくる。 

夢の中で私は、実際に自分が通っていた中学校の教室にいた。その教室は私が一年生の時に使っ

ていた場所である。そこで私はクラスメートたちと英語の授業を受けていた。英語の先生がクラスの

一人一人の生徒に問題を投げかけている。だが、誰一人として一向に答えることができない。 

問題それ自体はまったく難しくないため、周りの生徒は回答する気がないのか、それとも何か恥じら

いの感情でもあるのかと思っていた。そうした状況もあってか、先生は問題を変え、新たな問題を私

に投げかけてきた。それは英文を日本語に翻訳させるような問題であった。指名された瞬間、その

問題もそれほど難しくないとわかっていながらも、なぜか言葉が出てきづらい状況にあった。つまり

私は、思うように日本語が出てこない状況にあったのだ。 
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そうした状況が自分自身も煩わしく、英語でブツブツと独り言を述べていた。その先生は留学経験

もなく、英語環境に身を置いたこともないであろうから、私の独り言など理解していなかったはずで

ある。実際に私はそれを分かった上で独り言を英語で述べていた。私が英語で独り言を述べている

様子を先生は少しばかり驚きと戸惑いの混じった表情で眺めていた。 

私は、与えられた問題そのものが良質なものではないように思え、それに回答するのは馬鹿らしい

のではないかと思えてきた。普段なら即答できるはずの問題に対して思うように日本語が出てこな

い自分への苛立ちが、そうした思いにさせていたのかもしれない。 

結局私が取った行動は、その問題に一応回答した後に、日本の英語教育において過度に翻訳を

重視することへの批判を英語でその先生にぶつけることだった。これに対してもまた先生は驚きと

戸惑いの表情を見せた。言いたいことを全て言うか言わないかのうちに、小鳥の鳴き声が聞こえて

きて目を覚ました。目覚めた瞬間には、どこか体の重さ、いやむしろ思考の重さを感じていた。 

昨夜もいつも通りに就寝したにもかかわらず、この思考の重さの要因は何だろうかと考えていた。も

しかすると、昨日は過去の日記の編集に精を出し、あまり日記を書き留めておかなかったことが要

因かもしれないと思った。実際には普段と同じだけ日記を書いていたのだが、昨夜のある時間帯に

書き留めておきたいことが激流のように噴出し、その際にそれを文章の形にしなかったことが、今朝

方の思考の重さを招いていたのかもしれない。幸いなことに今はもうその思考の重さはなく、通常通

りに今日の復活祭を過ごせそうだ。フローニンゲン：2018/4/1（日）07:00　　 

2350. 中欧旅行の計画 

ワルシャワとブダペストに訪れる日が刻一刻と迫ってきた。両都市に訪れるのは再来週の金曜日か

らである。昨夜、今回の旅行に向けて、両都市のどのような場所に足を運ぶのかを決め、それに合

わせて航空券を予約した。ワルシャワもブダペストも徐々に暖かくなってきているようであり、私が訪

れるころには春の陽気が漂っているかもしれない。 

ワルシャワのどういった場所を訪れるかを考えていた時に、ふと「アウシュヴィッツ強制収容所」が脳

裏をよぎった。昨年の年末に数年ぶりに母方の叔父に会い、何かの話の延長で「アウシュヴィッツ
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には行ったのか？」と聞かれた。私はまだ行っていないとその時に述べた。叔父と会った後、実家

に戻った時、父からヴィクトール・フランクルの『夜と霧』を借りて読んだ。 

それ以降、アウシュヴィッツが私の意識内に浮かぶことはなかったが、昨日突如としてその場所に

意識が向かった。早速調査を開始し、ワルシャワからアウシュヴィッツがあるオシフィエンチムという

都市に行く方法を探した。その街に滞在し、そこからアウシュヴィッツ強制収容所に行けないかと調

べていたところ、強制収容所の直ぐ近くにあるホテルに滞在することが可能であり、強制収容所に

訪れることも可能だと分かった。しかし、今回の旅行の日程の中にアウシュヴィッツ訪問を組み入れ

ることは難しいように思われた。 

ワルシャワからオシフィエンチムへは電車で四時間ほどであり、それは全く問題なかった。だが、オ

シフィエンチムからブダペストに移動するには電車で10時間近くかかり、飛行機を使う場合にもクラ

クフの空港まで行くのに少しばかり手間がかかることが分かった。そのため、今回は非常に残念だ

が、アウシュヴィッツに訪問することを見送ることにした。しかし、それでもまだ自分の中に何か渦巻

くものがあった。いつか私はアウシュヴィッツを必ず訪問しなければならないと思う。 

日程的にアウシュビッツに訪れることが難しいことが分かったため、ワルシャワの滞在計画とブダペ

ストの滞在計画をもう一度練り直した。まず13日の朝にアムステルダム空港からワルシャワ・ショパン

空港に向かう。正午過ぎにはワルシャワに到着するが、この日は街中を散策する程度に留める形で

移動日にする。翌日には、予てから訪れたいと思っていたショパン博物館に足を運ぶ。 

今回の旅では、一日に一箇所だけを訪問することにし、ショパン博物館でその日は多くの時間を過

ごそうと思う。翌15日はワルシャワ国立美術館の中で一日を過ごそうと思う。ワルシャワにはその他

にも優れた美術館があるようなのだが、ポーランドの絵画がこの美術館には多数所蔵されているよ

うであり、この国の文化に根ざした絵画作品がどのようなものであるかをぜひ理解したいという思い

から、この美術館を訪れようと思った。 

翌16日のワルシャワの 後の滞在日には、ポーランド・ユダヤ人歴史博物館を訪れる。今回アウシュ

ビッツにいけないことも含めると、この博物館にはぜひとも足を運びたいと思う。翌日の17日は、ブ
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ダペストへの移動日である。ワルシャワ・ショパン空港からリスト・フェレンツ空港に向かう午前中の便

に乗り、ブダペストにはその日の正午過ぎに到着する。 

この日は移動日にし、午後からはブダペストの市内を散歩する。18日はリスト博物館を訪れ、19日

はバルトーク博物館を訪れる。どちらもハンガリーが誇る作曲家であり、私もこの偉大な二人の作曲

家から多大な影響を受けているため、ゆっくりと時間をかけて二つの記念館を訪れたいと思う。 

ブダペストの 終滞在日には、朝からハンガリー国立美術館に向かい、そこで一日を過ごしたいと

思う。この美術館はかなり大きいらしく、所蔵品を全て見ることはできないかもしれない。ワルシャワ

国立美術館を訪れるのと全く同じ理由で、つまりハンガリー美術というものがどういったものなのか

を自分なりに少しでも掴みたいという理由から、この美術館を訪れることに決めた。そして、翌日の21

日にフローニンゲンに戻る。 

今回の中欧旅行の計画は上記のようなものになる。昨夜の段階で航空券を予約したため、今夜は

ホテルを予約したいと思う。春がゆっくりと近づいてくるのと同様に、中欧の存在がゆっくりと自分に

近づいてくる。フローニンゲン：2018/4/1（日）07:37　　　 

2351. 固有の文化と旅の意義 

中欧の旅行計画が無事に決まり、あとは宿泊先のホテルを予約しなければならないが、少しばかり

ひと段落している。昨夜就寝時に改めて、旅の意義について考えを巡らせていた。私はそれほど

旅をする人間ではない。それでも、旅をする際にはいつも決まって、旅が自分に大きな影響を与え

ていることに気づく。 

旅を頻繁にしないようにしているというのはもしかすると、旅が自分にもたらす変容作用の大きさゆ

えかもしれない。すなわち、その旅が真に自分にとって意味のあるものであり、多大な影響をもたら

すものであれば、旅の経験を咀嚼するための時間が必要なのだ。一つの旅の経験が大きなもので

あればあるほどに、その経験の咀嚼には時間を要し、次の旅との間隔が必然的に空くのではない

かと思う。今回の中欧旅行も自分にとって大きな変容のきっかけを与えるものになる予感がしている。
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学会で世界の都市を回るのとは異なり、今回の旅は自分の意思で訪問する場所を全て決めている。

一つ一つの訪問場所は、自分の何らかの関心と強く共鳴するものであり、そこに行こうと思わせた

何かがそこにあるのだと思う。自分の意思を導く何かがあるそれらの場所を訪問することは、必ずや

自分の人生を深める契機になるだろう。 

その他に昨夜就寝前に考えていたことは、固有の文化がその土地に育まれることの奇跡について

である。これは「なぜ？」を問うてはならない、あるいは問うことができない問いかもしれないが、なぜ

ある場所に一つの固有の文化が生まれるのだろうか？ということを考えていた。 

文化というのは、それ自体が一つの世界を構成しており、そこで生活する人たちにとっての集合的

な宇宙に他ならないのだと思う。生活の固有なあり方やものの固有な捉え方がそこに息づいており、

それらに触れることは、確かに自分の生活の仕方やものの捉え方を再考させることを不可避に要求

してくる。こうした体験が変容への足がかりになるのだろう。今私が生活をしているのは西欧のオラ

ンダという国であり、その中のフローニンゲンという街だ。 

再来週に向かうのは西欧ではなく、中欧と呼ばれる世界であり、ポーランドとハンガリーという国、そ

して両国の首都であるワルシャワとブダペストを訪れる。両都市に固有の文化に触れる機会は私に

とってとても貴重であり、それは深い意味のある経験になるだろう。 

今朝方合唱のように辺りに響き渡っていた小鳥の鳴き声がかすかにまだ聞こえてくる。復活祭を迎

えた日曜日の朝は平穏な雰囲気を醸し出している。目の前の裸の街路樹の枝がかすかに吹く風に

よって小さく揺れている。この街路樹がまた緑豊かになる日も近い。観想的な意識のままで今日の

仕事に取り掛かろうと思う。フローニンゲン：2018/4/1（日）08:02　　　 

2352. 想うこと 

今日から四月となった。早いもので現在所属しているプログラムも残すところあと二ヶ月半ほどになっ

た。ここからの二ヶ月半には修士論文の執筆と二つの学会がある。そして中欧旅行もある。随分と

盛りだくさんな感じもするが、この二ヶ月半が充実した形で過ぎていくだろうということが容易に予想

される。 
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四月を迎え、今この瞬間に裸の街路樹を眺めながら、聞こえてくる小鳥たちのさえずりに耳を傾け

ていると、日本の春をふと想った。今、日本は桜が満開の頃なのではないか。残念ながら、今住ん

でいる場所には満開の桜など存在していない。そのため、私は心の内側で満開に咲いている桜を

想っていた。 

「想う」ことは「見る」ことである。そんなことをふと思った。想像力を働かせ、心の内側で満開の桜の

姿を見ていた内的現象を観察してみると、想うこととは心の眼を通じて見ることなのだ、ということに

気づく。 

昨夜、中欧旅行に向けて航空券を予約している時に、またしても通貨の違いによって面白い勘違

いが起こっていた。ポーランドもハンガリーもユーロではなく、独自の通貨を使っており、ワルシャワ

からブダペストへの航空券の予約の際にはポーランド通貨のズロティーで表示され、ブダペストから

アムステルダムへの航空券の予約の際にはハンガリー通貨のフォリントで表示されていた 

とりわけ、フォリントとユーロの価格差は大きく、 初ブダペストからアムステルダムへの二時間ほど

の片道チケットの値段を見たとき、10万円近くするのかと思って驚いたが、それは実際には2万円ほ

どだった。実際に現地に行ったときにも物の値段を勘違いしないために、事前にユーロもしくは日

本円と現地通貨の換金レートを頭に入れておこうと思う。ワルシャワもブダペストもクレジットカードの

利用が普及しているようであるから、現金はごくわずかだけ持って行くことにする。日本円にして5千

円ぐらい持っていけば十分だろうか。 

今日はこれから、ウォルター・ピストンが執筆した対位法に関する書籍の 終章を読む。それをもっ

てしていったん本書から離れる。明日から作曲理論の学習をする際には、アルフレッド・マンが執筆

した“The Study of Fugue (1958)”の続きを読み進めていきたい。ピストンの書籍を読み終え次第、「デ

ジタルラーニングと学習環境」のコースで取り上げられた 後の論文を読む。 

これは昨日の段階で読み終えておきたかったのだが、過去の日記を編集することを優先したため、

今日に先延ばしになっていた。その論文を読み終えたら、デスクトップに保存している発達科学関

係の論文を一気に読み進めようと思う。論文を読むことに目処が立ち次第、上記のコースのグルー

プ課題の文章を修正し、現在取り掛かっている研究の進捗を報告するためのメールをミヒャエル・ツ
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ショル教授に送っておこうと思う。復活祭の過ごし方はそのようになるだろう。フローニンゲン：2018/

4/1（日）09:12　　　

2353. 全人類の復活祭 

復活祭の日曜日が静かに終わりに近づいていく。今日という一日が、寄せては帰る静かな波の中

で過ぎていったかのようである。一方、私の内側の世界には非常に肯定的な意味における高波が

あった。その高波が音もなく静かに消えていった後に、もう夕方の時刻を迎えていることに気づい

た。 

今流れてきたスクリャービンの曲は何という名前なのだろうか。それは、Anush Hovhannisyanというソ

プラノ歌手が歌う“Romance in F Sharp Major, WoO2”という曲だった。この曲が流れてきた時、私

は思わず文章を書く手を止めた。自己の存在を鷲掴みにし、対象と自己とを完全に一体化させてく

れるものこそ、当人にとっての真の芸術作品なのだと思う。また、自己を溶解させ、作品という対象

のみならず、自己を取り巻く世界との一体感を生み出すというのは、まさに美的体験の要諦にある

ものなのではないだろうか。 

見える。東の空に沈みゆく夕日が見える。今日も見える。昨日も見えた。明日は見えるだろうか？ 

今日は、昼食後にある協働者の方と対話をさせて頂く機会があり、感涙がこぼれそうになった。な

ぜだか私は成人を超えてからよく涙を流すようになった。日本を離れ、米国で生活を始めてからそ

の傾向はさらに強くなり、欧州に来てからも一層その傾向が強まった。私はそれがなぜだか 近少

しずつ分かり始めている。それは私という一人の人間が、成熟の歩みを進め、自我という構築物が

純化され、自己の本質に向かっているからだろう。自我の純化が進行していくにつれて、取り巻く世

界との一体感が強まっていく。 

いや、そもそも自己を取り巻く世界などあるのだろうか？取り巻くものと取り巻かれるものという区別

が認識に浮かぶのであれば、それは道半ばだろう。自己とこの世界との一体化が進んで行くにつ

れ、自己そのものとこの世界に対する義憤の涙や感激の涙など、諸々の涙がそこにあることに気づ

く。この現代社会で生きることには、残念ながら感動の涙だけではなく、義憤の涙も伴う。 
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この現代社会で生きる私たちは、どちらの涙も流しながら日々を生きていく必要があるのではない

だろうか。片方は、生きることに伴う真の充実感や幸福感を妨げるものを超克していくために不可欠

であり、もう片方は、このような現代社会であっても、私たちは生の充実感や幸福感を感じることが

できることの証拠として存在している。 

赤レンガの家々が立ち並ぶ住宅地を、一台のバイクが走り去って行った。よくよくそのバイクを見る

と、何やら光り輝く旗のようなものを取り付けていた。それは復活祭を祝うためだろうか。 

私たちは日々生まれ変わり、新たな復活を絶えず遂げていることを考えてみたとき、どうして今日だ

けある特定の人物の復活を祝おうとするのだろうか。全ての人が毎日生まれ変わり、復活を遂げて

いるのであれば、毎日が各人にとっての、そして全員にとっての復活祭であるべきではないか。フロー

ニンゲン：2018/4/1（日）19:59 

2354. 明⽇の⾃⼰と明⽇の世界へ 

復活祭の日曜日も夜の八時を迎えた。「夜」という言葉を使うのがためらわれるのは、まだ外が明る

いからである。フローニンゲンの気温は相変わらず低いのだが、日没は本当に遅くなり、九時近くま

で明るくなりつつある。 

「今日という一日は確かに存在していたのか？」「自分は今日という一日を生きていたのだろうか？」

その問いに明確に答えるためには、もはや日々の活動を書き留めることしか手段がなくなった。一

人の人間がこの世界でいかように生きれるのか？一人の人間がこの世界に関与する形でいかよう

に生を燃焼させることができるのか？もはや私の関心はその一点に向かいつつあるように思う。「人

はいかようにして自らの真実に基づいて生き切ることができるのか？そして、その生はどのような姿

でありうるのか？」私は自らの存在を通してそれらの問いに答えていきたいと思うようになった。 

それらの問いを立てたのも、それらの問いに答えようと思っているのも、正直なところ自分ではない。

いや正確には、それは自分であることに違いはないのだが、覚醒的な自分を超えたところにある自

己がそうした問いに答えようとしていると言える。 
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人には様々な生き方があり、人間の可能性は無限大だという言葉を頻繁に耳にする。おそらくそれ

は正しいと思うのだが、その言葉だけを投げかけることは乱暴であり、その言葉を盲目的に信奉す

るのはあまりにもナイーブだろう。自分という一人の人間がいかようにこの世界で生きていくことがで

きるのか、そしてそうした自分の生き方というものを通じて、自己の可能性を含めて自己の存在をど

れほど解放させることができるのか。そこに私の究極的な関心が向かい、それを克明に文章として

記録しておくことが、一人の個人的な記録を超えて、より普遍的な意味を内包した記録になるので

はないかと思う自分がいる。 

「ドカッ」という音のする方を見えると、一羽の小鳥が書斎の窓ガラスにぶつかる音だった。その小鳥

は窓の手すりでひと休憩し、ガラスにぶつかった衝撃を癒しているかのようだった。激しい音が聞こ

えたので、私はその小鳥のことが心配になった。目と鼻の先にその小鳥がいたのだが、私はあえて

その場から一歩も動かず、小鳥を驚かせないように身を潜めていた。その小鳥はしばらく目をキョロ

キョロさせ、頭を忙しく前後左右に振っていたが、どうやら無事だったようだ。それがわかった時、私

の内側に安堵感が流れた。その小鳥はしばらく窓の手すりで休んでから再び元気良く飛び立っ

た。 

このような現代社会にあっても生の充実感を感じることができるということ、そしてそうした感覚を通じ

て自分なりにこの現代社会に関与していくことが可能だということ。それを絶えず絶えず書き残して

いくことは、明日の世界に繋がらないだろうか。書くことが明日の自分につながるのであれば、明日

の世界にも繋がってほしいと切に願う。そして、それを単なる願いに止めず、書くことが明日の自己

と世界に繋がるように歩みを進め、それをまた書き留めておくのだ。 

窓ガラスにぶつかっても再びこの世界に羽ばたいていった小鳥がいることを、少なくとも私だけは知っ

ている。フローニンゲン：2018/4/1（日）20:26　　 

No.930: Liberation 

Why do we confine ourselves? Why don’t we intend to liberate ourselves from our tiny egos? I’m 

always asking by myself about the meaning and significance of liberation for human beings. 

Groningen, 07:54, Wednesday, 4/11/2018 
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2355. 美の領域の探究に向けて 

自分が何をしているのかも分からず、自分に何ができるのかも分からないという気持ちになることが

あるのと同様に、結局自分には何もできないという気持ちになることもある。だが、それでも書き続け

る。自分にできることはそれしかないのだから。 

今日は復活祭だった。天気予報によると、来週からフローニンゲンも春らしくなってくるようであり、

実際に来週末の気温はとても高くなる。春というのはどこか、天からの恵みの季節に思えてくる。確

かに、全ての季節が天からの恵みなのだろうが、春はとりわけ色彩に富んだ恵みの季節に思える。

あるいは、生命の躍動を も感じさせてくれる恵みの季節だと言えるだろうか。そんな春がフローニ

ンゲンにもやってくる。 

今日は改めて、善と美の領域に関する発達モデルを調べていた。善の領域に関しては、それに類

するものとして、ローレンス・コールバーグの発達モデルやジェイムズ・ファウラーの発達モデルが存

在しているが、美の領域に関してはほとんど発達モデルが存在していないことに気づかされた。 

欧州での二年目の生活を迎え、作曲実践を始めて以降、自分の中で美というものが自分の人生と

切っても切り離せないほどに大切な存在になった。実際に、欧州での二年目の生活を境目として、

美学の探究を始めていこうとする自分が強く芽生え始めた。 

今、ある重要な長期的な協働プロジェクトにおいて、美の領域を扱おうとしていることは何かの意味

があるのかもしれない。それは偶然的であるのと同時に運命的だ。もしかすると、私に課せられたこ

との一つとして、美の領域における発達モデルを構築していく試みを挙げることができるかもしれな

い。今はただ、この試みに邁進したいという純粋な願いだけが内側にある。仮に今年の秋から米国

に戻ることになれば、本当にその試みに本格的に打ち込むことになるだろう。 

今日は昼食前に、作曲理論の理解度と実際に作曲された作品の複雑性の度合いがどれだけシン

クロナイゼーションしながら発達していくのかを研究したいと思った。その研究を行うには、「交差再

帰定量化解析（CRQA）」を用いればいいことが分かっている。すでにどのようなデータをどのように

集めればいいのかのイメージもついており、あとは本当にその研究に着手するだけである。ただし、
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今はその他の研究や協働プロジェクトが複数あるためにその研究に着手できていないが、秋からは

この研究を進めたいと思う。 

この研究の先には、美的体験、とりわけ音楽体験の意味付けの発達プロセスを探究するような研究

を行っていきたい。美の領域に関する研究は、ますます今の自分にとって大きな意味を持つように

なった。フローニンゲン：2018/4/1（日）20:46　 

No.931: Refinement of Metacognitive Knowledge Through Journaling 

Keeping a journal fosters my metacognitive reflection, which means thinking about the 

effectiveness of my past actions and thoughts to refine my metacognitive knowledge. I’m 

cultivating my metacognitive knowledge without noticing it by keeping a journal. Groningen, 

15:48, Wednesday, 4/11/2018 

2356. 復活祭から一夜が明けて 

今朝の目覚めはとても静かだった。昨日のように小鳥たちの大合唱が聞こえるわけでもなく、激しい

夢によって起こされるわけでもなく、非常に静かな目覚めだった。いつもより幾分長く睡眠時間を取

り、六時半過ぎに今朝は起床した。確かに夢を見ていたと記憶しているのだが、夢の内容がもはや

曖昧になってしまっている。 

夢の内容を想起していると、一つだけある場面の記憶が蘇ってきた。私は欧州の現代的な街に宿

泊をしていた。メインとなる駅からすぐ近くのホテルに宿泊をし、その街の散策を行っていた。この街

は現代的なのだが、高いビルのようなものはほとんど無い。 

駅の目の前には大きな公園があり、そこにある噴水が印象に残っている。公園の周りを囲むかのよ

うに、いくつもの歴史ある建物が古さを感じさせない形で佇んでいる。どこかウィーンのような印象を

与える街であった。駅から近くのホテルに宿泊をしている 中、そこで高校時代の友人と米国の大

学院時代の友人に出会った。前者は日本人であり、後者は米国人なのだが、なぜだか二人はドイ

ツ語を話していた。 
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私が二人とすれ違うと、彼らは 初ドイツ語で私に挨拶をしてきた。私は片言のドイツ語で返答をし

たが、そこからは彼らが「しまった」というような申し訳なさそうな顔をして英語に切り替えた。彼らと別

れ、ホテルの自室に向かおうとしていると、見知らぬ宿泊客の何人かがロビーにたむろしていた。 

ロビーの壁に寄りかかっている一人の女性が、「聞いた？ドイツ語を話す宿泊客がいるらしいわよ」

と英語で述べているのを小耳に挟んだ。それを聞いたとき、私は二人の友人のことだと思った。そこ

からも夢はこのウィーンのような街を舞台として進行していった。 

今この瞬間のフローニンゲンの街はもう夜が明けている。七時を過ぎた今、裸の街路樹が一切の風

に揺られることなく不動心を体現させる形でそこに佇んでいる。今日は風がないようだ。一方で、今

日は昼過ぎから雨になるらしい。 

今ふとしたきっかけで、先週に行われた協働プロジェクトのある仕事について思い出していた。具

体的には、そこでなされた対話の中で、双方ともに想像していなかったような言葉が生まれうること

について思い出していたのである。あの日私は、対話の意義というものを深く実感していた。人と人

が真摯に向き合って対話をするとき、どうしてあのように新たな言葉が育まれうるのかということにつ

いて考えさせられる。 

真の対話は単に新たな言葉や気づきをもたらすのではなく、私たちを動かしてやまないエネルギー

を内包している。新たな言葉や気づきと新たな行動に向けた意思が同時に芽生えてくる。あの日の

対話の後、自分がまた一つ新しく一歩を踏み出そうとしているのを感じていた。私たちが人生を深く

充実した形で過ごしていくには、こうした真の対話が不可欠なのだと思う。フローニンゲン：2018/4/

2（月）07:24　 

No.932: Healing and Transformation 

Healing and transformation are two sides of the same coin. Both of them are essential for all 

sentient beings. Groningen, 07:39, Thursday, 4/12/2018 

© YOHEI KATO 2018 !26



2357. 中欧旅行に向けて 

小鳥が高らかに鳴き声を発した。それに続いて、遠くの方で小さくさえずる小鳥の声が聞こえた。午

後から雨が降るとは思えないような穏やかな天気が視界に広がっている。今日はまだ寒さが残って

いるが、いよいよ明日からフローニンゲンも温かくなる。 

春のエネルギーと共に、生命が躍動のダンスを始めようとしている。私も彼らと同じだ。やってくる新

たな季節と共に、私はまた前に少しだけ進みたいと思う。内側から湧き上がるこの生命エネルギー

を自分の日々の取り組みに傾けていく。これはエネルギーを消費していることを意味しない。むしろ

全く逆に、エネルギーの根源と繋がりながら生きることは、絶え間なく湧き上がるエネルギーを私に

もたらしてくれる。生命エネルギーというのは、本来消費しえぬものであり、絶え間ない生成の流れ

に他ならないのではないだろうか。 

復活祭から一夜が明け、今日から新たな週が始まった。形式上、月曜日の今日もまだ祝日のようだ。

春の子守唄が聞こえてきそうな世界の中で、自分が取り組むべきことに今日も邁進していこうと思う。

昨日は結局、来週に控えた中欧旅行の宿泊先を確保する時間を取ることができなかった。航空券

はすでに予約をしたのだが、まだホテルが確保できていない状況だ。 

ホテルを確保する前に、少し気が早いが、中欧旅行に何の書籍を持っていくかはすでに決めてい

た。おそらく、ホテルを予約することが先であり、順序が逆だろう。いずれにせよ、中欧に持参する

書籍は“A Philosophy of Music Education (1970)”とバルトークの楽譜“Mikrokosmos Complete 

(2016)”の二冊だけにする。後者は200ページを越す楽譜であり、少々かさばるが、旅先でも作曲実

践を行いたいため、なんとかこの楽譜を持っていきたいと思う。バルトークの楽譜を選んだのは言う

までもなく、今回の中欧旅行でバルトーク博物館のあるブダペストを訪れるからだ。 

同様にリストの博物館も訪れる予定だが、私はまだリストの楽譜全集を持っていない。リストに範を

求めることはこれまでなかったが、今回の旅を契機としてリストの曲にも範を求めるようになるかもし

れない。上記で言及したバルトークのこの楽譜は、彼のミクロコスモスの全作品が収められており、

同時に様々な写真と共にバルトークの歩みがわかる解説文が挿入されている。そうした意味におい

て、資料的な価値もあるように思う。 
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今回の中欧旅行にこの二冊しか持っていかないようにしたのは、もちろん旅先で多くの時間を読書

に充てることはできないからであり、今回訪れる博物館や美術館で諸々の資料を購入することによっ

て帰りの荷物が重たくなることが予想されたからである。旅の移動中は、基本的に“A Philosophy of 

Music Education (1970)”を読むか、自分の過去の日記を編集することに時間を充てたい。おそらく

その書籍を読むのは、飛行機の機内の中や時間の短い電車の移動中ぐらいであろう。 

比較的長い列車の移動や空港のラウンジでは、ひたすらに過去の日記の編集に時間を充てたいと

思う。旅先のホテルでは、その日の日記を十分に書き留めた後、少しの時間でもいいので作曲実

践を行いたい。その際に、バルトークのミクロコスモスに範を求める。これはバルトークが小さな息子

のために作り始めた一連の楽曲であり、それは演奏初心者のみならず、作曲の初心者にとっても

作曲の基礎的な土台を構築するための優れた作品群だと思う。 

ワルシャワとブダペストのホテルでは、静かに日記を書き留め、静かに曲を作りたいと思う。来週か

らの中欧旅行に期待が高まる。フローニンゲン：2018/4/2（月）09:35　 

2358. レクティカのアセスメントのその先 

今日は早朝から随分と文献を読み進めた。とりわけ、私が三年前に離れたマサチューセッツ州のレ

クティカという組織がこれまで行ってきた一連の研究をもう一度辿っていた。私が当該組織を離れて

以降も、着実に人間発達のアセスメント開発がレクティカでは進んでいるようであり、 近ではつい

に、コンピューターを用いたアセスメントの自動化が実現されたようである。もう代表者のセオとは随

分と長く連絡を取っていない。当時一緒に在籍していたメンバーの中で今でもレクティカにいるの

は、オーストラリア人の友人のアイデンだけとなっているようだ。 

レクティカが積み重ねてきたこと、そして現在行っている取り組みには未だに共感することが多い。

一方で、レクティカの試みがもはや斬新なものには映らなくなっているのも確かだ。アセスメントの自

動化に関しても、それはAIを活用するような高度なものではないため、もはやそれほど画期的なこと

のようには思えない。レクティカの試みには大きな感銘を受け、共感することも多々あるのだが、今

後はより展開力のあるアセスメントを開発することが重要に思われる。 
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今のままのアセスメントでは、定点観測的にある対象領域の能力レベルを明らかにすることはでき

たとしても、よりリアルタイムな日々の成長プロセスを可視化することはできない。レクティカのアセス

メントは長きにわたる実証研究から生み出されているだけあって非常に洗練されているのだが、ミク

ロな成長を可視化し、そうした成長を真に支援していくためのアセスメントとしては重たすぎるのだ。 

複雑性科学の非線形ダイナミクスの手法を実装するようなアセスメントであれば、日々のミクロな成

長のプロセスを可視化することが可能である。レクティカのアセスメントは、発達測定の世界におい

ては傑出したものであるだけに、そうした展開力の欠如はもったいないように思う。 

レクティカに所属しながら新たなアセスメントを開発することは、正直なところ私にはできない事情が

ある。そうしたもどかしさがあったのだが、ここ 近二、三のアセスメント開発の話を日本企業からい

ただいている。それらの全てがAIの活用を見越したプロジェクトであり、そのうちの一つは 近ゆっ

くりと動き始めた。レクティカのアセスメントのように、多くても数ヶ月に一度アセスメントを実施するよ

うな静的な形で発達プロセスを可視化するのではなく、より時間単位を短くし、日々の非線形的なミ

クロな発達プロセスを可視化するようなアセスメントを開発したいと思う。 

幸運なことにそれら二、三のプロジェクトは測定対象領域がまるっきり異なるため、利害関係が生ま

れることもなく、全てのプロジェクトを同時並行に進めることが可能である。それらのプロジェクトを通

じて、自分の中で知見が獲得されていき、それをお互いのプロジェクトの中で活用していくことがで

きるだろう。フローニンゲン：2018/4/2（月）11:56　 

No.933: A New Start 

I got up around 4 AM. I’m leaving for Central Europe. I predict that this trip will be a new start 

in my life. Groningen, 05:24, Friday, 4/13/2018 

2359. 中欧旅行の準備の完了 

復活祭の 後の休日が夕方に入った。結局今日はこれまで全く雨が降らなかった。天気予報が良

い形で裏切られることになった。先ほど、ようやく中欧旅行の宿泊先の予約を済ませた。ワルシャワ
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とブダペストの両都市においてすでにどこを訪れるかが決まっていたため、比較的速やかに宿泊

先のホテルを選ぶことができた。 

私は普段は朝食に果物しか摂らないのだが、旅先では昼食を兼ねてホテルでしっかりとした朝食を

摂るようにしている。そうしたことからも、良質な朝食を提供しているということ、そして中央駅から歩

いていける距離であることを条件にホテルを探した。無事に、どちらの都市においても納得のいくホ

テルを選ぶことができた。これらのホテルであればゆっくりとくつろぐことができ、旅の生活も充実し

たものになるだろう。 

また、ブダペストのホテルにはプールが付いていることが分かったので、以前から水泳を再開させよ

うと思っていたこともあり、これを機会に水泳用のウェアを今週の水曜日にフローニンゲンの中心街

で購入しようと思う。今のところフローニンゲンで定期的に泳ぐ計画はないのだが、今後旅先を含め

て水泳をする機会が生まれてきそうなので、これを機会にウェアを購入したい。 

ホテル、宿泊先、訪問場所が全て確定したので、あとはもう旅の準備はほとんどない。前日に、各

都市の空港と宿泊先のホテルの経路だけ確認をしておけばいいだろう。これにて準備は完了であ

り、いよいよ中欧旅行が迫ってきた感じがする。 

今日はこれから研究インターンの分析レポートを 終稿にするという作業が待っている。それが終

われば、ゆっくりと作曲実践に取り組みたい。 

今朝方、自分が過去に作った曲をいくつか再び聞いていた。全く音楽知識がないまっさらな状態

から数ヶ月前に作曲を始めた頃に比べると、少しずつ曲らしいものが生み出されるようになってきた。

また、自分で作曲をしていても、見えることやできることが増えてきた。これはまさに、作曲という領域

における自らの成長に他ならない。 

ただし、自分はまだ作曲に関しては四則演算ができるようになった程度であると理解しておく必要

がある。下手をすると、まだ加算減算しかできない状態だと認識しておいた方がいいかもしれない。

作曲技術に関しては、本当にまだ全てが始まったばかりであり、その進歩は非常に緩やかに進行

しているのだ。そうした状況の中、やはり私は過去の偉大な作曲家の存在に多大な感謝の念を持っ

ている。 
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彼らが残した曲のおかげで、それらに範を求め、そこからスキャフォールディングの効果を得ながら

日々の作曲実践に励むことができている。今回の中欧旅行をきっかけに、より強大な支援をしてく

れるであろうショパン、リスト、バルトークを含め、数多くの作曲家の仕事に範を求めていくことは、こ

れからも絶えず行っていきたい。優れた作品に絶えず触れるということ、そしてそれらに深く触れよう

とすることが何よりも大切だ。今夜もまた彼らの作品に範を求め、一つほど曲を作りたい。フローニン

ゲン：2018/4/2（月）16:28　 

No.934: Witness Consciousness 

The train just left from the central station in Groningen a couple of minutes ago. I’m heading for 

the Amsterdam international airport to visit Warsaw. My mind is very tranquil, which navigates 

me to the state of witness consciousness. I hope that this trip to Central Europe will be always 

mindful. Groningen, 06:58, Friday, 4/13/2018 

2360. 作曲技術に関するアセスメントの開発に向けて 

復活祭の祝日である月曜日が夜に向かい始めた。今日もまた、諸々の取り組みが前に進んだこと

を嬉しく思う。今日はデジタルラーニングに関する論文、発達科学に関する論文を読み、作曲上の

フーガの技法に関する専門書を読んだ。そして、研究インターンの分析レポートも完成させることが

できた。それに加えて、今日は協働プロジェクトに関する一時間半ほどのオンラインミーティングも

あった。全てがゆっくりとではあるが着実に進んで行く。この大きな流れは実に構成的であり、創造

的である。もはや自分はこの流れに仕える一人の人間なのだということを改めて知る。この流れに

尽くしたいという思いで一杯だ。 

「デジタルラーニングと学習環境」のコースの 終試験が来週に控えており、それは中欧旅行の前

日に行われる。その試験に向けての学習を明日は旺盛に行いたいと思う。それに並行する形で、

今日読み続けていた発達科学に関する論文及び関連資料にも目を通したいと思う。 

午前中、現在取り掛かっているアセスメント開発のプロジェクトに派生する形で、しかし全く領域を

変えて、私が日々取り組んでいる作曲技術に関するアセスメントを開発したいと思った。厳密には、

それは作曲理論に対する理解度を測定するアセスメントであると言った方がいいかもしれない。こ
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れは、作曲に関する知識をいかに深く習得しているかを測定するものだ。知識のネットワーク的か

つ多階層的な習得は、そっくりそのまま実践力に反映される。 

精緻な曲を生み出していく際に、作曲理論に関する深い理解は極めて大切である。もちろん、作曲

を感覚的に行うことのできた偉大な作曲家は過去にいただろうが、一般の作曲家が深い意味を帯

びた精緻な曲を作っていく際には、作曲理論に対する理解をどの次元で持っているかが大切にな

る。そうしたこともあり、今後はぜひ作曲技術に関するアセスメントを開発したい。このアセスメントを

開発し、私たちがどのようなプロセスとメカニズムで作曲技術を習得していくかが明確になれば、ど

んな人でも作曲に親しむことができると思うのだ。 

作曲は何か一部の限られた人だけが行える実践ではない。実際に私が日々行っているように、全く

もって誰でも曲を作ることは可能なのだ。アセスメントによって技術の高度化のプロセスが明らかに

なり、日々の作曲実践を継続させていくことによって、徐々に自分の作曲技術が高まっていくことが

可視化されれば、それは曲を生み出すという創造の喜びのみならず、成長の喜びも実感できるは

ずだ。 

このアセスメントの開発の意義はまさにそこにある。私自身が作曲によって大きく人生を変えられ、

日々をこれだけ深く充実したものとして生きることができているのは作曲のおかげである。創造と成

長に伴う喜びとそれを通じた人生への充実感と幸福感を、自分という一人の人間の中に閉じ込め

ておくことはあまりに馬鹿げている。それらを全て共有するために、このアセスメントはどれだけ時間

がかかっても構わらないのでぜひとも作り上げていきたいと思う。 

これまでいくつかの書籍を読む中で、作曲技術に関してもサブ領域があり、フーガの技法、転調の

技法、ハーモニーの技法など様々なものがある。作曲技術に必要な領域を特定し、それぞれの領

域ごとに階層的理解度を測定できるようなアセスメント体系を築き上げていく。またそれに加えて、

作曲技術の理解度のみならず、実際に作曲された作品そのものを何らかの基準で発達測定してい

くことにも着手したい。その観点はまだ模索中である。 

創造することと共有することが自分の人生の全てとなったことを今強く実感している。フローニンゲン：

2018/4/2（月）19:50　 
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No.935: The Fryderyk Chopin Museum 

This is the second day to stay at Warsaw. Warsaw in spring is warm and pleasant. I appreciate 

this opportunity to feel a breath of new season here. I'll visit the Fryderyk Chopin Museum from 

now. Warsaw, 08:15, Saturday, 4/14/2018 
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