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1701. 能動的な学習＆無意識の思考と感覚の作曲化 

今日は一日の大部分を専門書の読み込みと論文の読み込みに充てていたように思う。その際に、

受動的な読みを行ってしまうことを避けることに絶えず意識を向けていた。 

今日読み返していた論文の中の記述にあるように、ほとんどの人たちは極めて効果の薄い誤った

学習法に従事していると言えるかもしれない。そうした事態を生み出している要因の一つは、私た

ちは知識項目に関する教育を受けるが、学習方法に関する教育を受けることはほとんどないことに

あるだろう。この点もまさにその論文で指摘されていたことだが、確かに私たちは、何らかの知識項

目を学ぶ際の方法論について教育を受けたことはほとんどないのではないだろうか。その結果とし

て、私たちの脳の特性や発達メカニズムにとって逆効果のような学習方法に知らず知らず従事して

しまうという事態が生じる。 

今日、専門書と論文を読み返す際に気をつけていたのはその点についてである。とにかく、自分に

説明するかのように、絶えず能動的な読みを心がけていた。音読の過程の中で瞬間的にうまく説明

できない箇所は、実際に文章の形としてまとめていくという実践を並行して行っていた。そのようなこ

とを今日は一日中行っていた。 

夜の九時頃を迎えると、さすがに脳の限界を迎えていることに気づいた。夕方にも一度同じような

状態に脳が陥り、少しばかり脳を休ませてから、再び能動的な読みを続けることができていたが、さ

すがにこの時間帯になるともうそれ以上は学習が進まないと判断した。 

受動的な学習に従事するのではなく、意図的に負荷をかけるような能動学習と休息を併用させるこ

とができれば理想的な学習だろう。休息を設けるタイミングと頻度については、やはりもう少し改善

の余地がある。ただし、こうした能動的な学習はこれからも絶えず意識をし、そうした学習姿勢が自

然なものとなるようにしていく必要がある。能動的な読みを繰り返すことによって、今、自分の知識の

ネットワークが広く太くなっていることを実感する。最終試験が来週と再来週に控えているため、ここ

から二週間は基本的に同様の実践を毎日行うことになるだろう。 

今朝は随分と昨夜の夢について振り返りを行っていた。夢についてここで再度取り上げるのではな

く、夢と作曲との関係について書き留めておきたい。 
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現在、作曲をする際には、基本的には覚醒意識の中で生起する思考や感覚をテーマに曲を作っ

ている。だが、そうした作曲方法だけではなく、無意識の中で生起した思考や感覚を再想起しなが

ら曲を作るのはどうだろうか、ということを考えていた。例えば、印象に残っている夢を題材に、それ

らを思い出しながら曲として表現していくのである。夢の中の思考や感覚は極めて特殊であり、往々

にしてそれらが内包する力は巨大だ。 

夢の中の思考や感覚は、自分の深層意識と密接に関わっている分、覚醒意識の状態で生起する

思考や感覚を遥かに超える力を持っており、それを曲に表現していくとどのような曲が生まれるの

だろうか、という期待感がある。 

今後の一つのテーマとして、夢の中の思考や感覚をいかに曲にしていくのかの方法を自分なりに

考えていきたいと思う。今から就寝までの時間を作曲実践に充てたい。2017/10/27（金）21:11 

No.346: Semantic Systems and Networks 

Active reading by mind mapping to formulate networks of facts and arguments of a text is quite 

effective. In fact, I still remember the contents of what I learned yesterday because of the active 

reading practice.  

Our knowledge construction is inherently a dynamic system and dynamic network. In other words, 

the process of knowledge acquisition is nothing but establishing dynamic systems and dynamic 

networks.  

While I was engaging in summarizing texts in my own words by using a mind map, I could vividly 

sense that semantic systems and networks were gradually constructed. The effect is palpable in 

that I can still retain the memory of the contents of the text.  

Summarizing with my paraphrases to create semantic systems and networks is a very efficacious 

reading method for me. 10:29, Wednesday, 11/1/2017 
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1702. 能動的な学習の再考 

昨日の学習量と負荷の量が多かったためか、今朝はいつもより長めの睡眠を取った。一度四時に

目覚めたが、時間が早いように思われたため、二度寝をして目覚めると、七時半に近い時間となっ

ていた。 

今日は午前中に、昨日に引き続き、「学習理論と教授法」のコースで取り上げられた課題論文を読

み返していく。おそらく今回が、三回目か四回目の再読だと思う。 

テキストを受動的に読むのではなく、能動的に読むことを繰り返すことによって、知識が自分の長期

記憶になっていくことを実感している。テキストを繰り返し読んだとしても、それがテキストの字面を

単に追いかけるような受動的な読みであっては意味がない。読む最中に、意味の解釈を行い、自ら

が持つ既存の意味のネットワークと新たな意味を組み合わせるということが、最低限必要とされる行

為である。そうした行為を、音読や自らに説明する過程の中で行っていく。このような実践を継続さ

せて行った時に、初めて有意味な長期記憶が形成されていくのだと思う。 

今回のコースを履修することによって、それは自分の学習方法を見つめ直す優れた機会となった。

多くの人は毎日何かを学ぼうとするだろうが、学び方についての考察を怠りがちである。私も、欧州

での探究生活の中で、常に新たな知見を得ようとするような毎日を過ごしてきたが、その過程の中

において、どのような知見を得るかというよりも、どのようにその知見を我が物にしていくのかに関す

る考察を怠りがちであった。 

どのような学習にも一定の価値があると思うが、教育科学の観点からすると、やはり無意味な学習と

有意味な学習があることを指摘しておかなければならない。私たちは自分の特性や、とりわけ脳の

特性を無視して学習を無理に進める場合、そこで得られた知見が真に実用にたる次元で我が物に

なることはないという無意味な学習を経験してしまうことになる。 

上記で言及していた受動的な読みというのは、まさに無意味な学習を助長する一つの行為である。

受動的な読みをいつまで行っていても、そこで得られた知見は長期記憶に定着せず、すぐさま忘

却の彼方に飛び去ってしまう。また、そのようにして得られた情報は、実用的な知識として自分の血

肉になることはない。 
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昨日の自分自身を振り返ってみると、もう一つ言及しておくべき点がある。それは、余白の重要性で

ある。学習過程の中でいかに余白を設けていくかというのは、学習の質を左右し、学習結果にも大

きな影響を与える。余白を与えるというのは、学習内容を短期的に詰め込むことをせず、長期的な

学習計画の中で、適宜休息を挟みながら能動的な学習を行っていくことを指す。もちろん、何か重

要な試験が翌日に迫っている場合、「一夜漬け」という日本語が象徴するように、短期的に学習内

容を詰め込むことには効果があることを先行研究は示している。 

ただし、一夜漬けを経験したことのある人であれば、誰しもが知っているように、一夜漬けをした知

識内容というのは、すぐにどこかに消え去ってしまい、再度知識項目を想起し、それを実際の生活

の中で活用していくということができなくなってしまう。それはまさに、短期的な詰め込み学習の内容

が長期記憶の次元で自分の中に定着していないから起こることである。 

とりわけ成人の学習において大事になるのは、短期的に知識を保持するのではなく、長期的に知

識を保持することによって、それを実際の生活の中で活用できるようになるということだろう。私たち

の日々を豊かにしてくれるのは、短期的に獲得された知識というよりも、実用に足る真に我が物に

なった知識ではないだろうか。後者の知識を獲得するために重要なことは、まさに長期的な視野を

持ち、その中で適切な間隔を設けながら能動的な学習を行っていくことだろう。 

今日も昨日に引き続き、論文と専門書を読み返すことを行う予定であり、その際に、一日の学習の

中においても適度な余白を設けるということを心がけていきたいと思う。2017/10/28（土）08:10 

No.347: Exams 

I finished a three-hour examination and came back home. Taking the exam was positive 

experience as I imagined in that it required me to concentrate my awareness and to connect what 

I learned with the exam questions.  

I hope that my devotion to the preparation for the exam will be rewarded. I will wait for the result. 

I have one more exam next week, which is more demanding because I cannot bring texts and 

lecture materials. I will take a rest in the evening and restart to prepare for the exam tomorrow.  
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I look forward to the exam to make sure of the level of my current understanding of the contents. 

17:51, Wednesday, 11/1/2017 

1703. 木枯らしに揺られる木々と発達の不可逆性 

木枯らしのような風が道端を通り抜けていく。10月の最後の週の土曜日のフローニンゲンは、もうすっ

かり秋が深まり、冬の到来を告げ始めている。 

朝の八時を過ぎてようやく辺りが明るくなった。明日からはサマータイムが終わり、日照時間がこれ

からどんどん短くなっていく。 

書斎の窓から見える裸の木々が風に揺られている。左に揺られ、右に反動している様子は、弾力

性という概念を想起させる。 

揺れからの反動による帰還。揺れを経験し、そこから元に戻ろうとする弾力が発動するとき、揺れか

ら戻った後の自分はもはや揺れを経験する前の自分ではない。揺れの頻度とその度合いは、私た

ちの発達において極めて重要な要因である。揺れの頻度が少なすぎてはならず、また多すぎても

ダメなのだ。さらには、揺れの度合いが弱すぎでも強すぎてもダメである。 

そういえば、揺れの頻度と度合いに関して、昨年に私の論文アドバイザーを務めてくださったサス

キア・クネン教授が大変興味深い論文を執筆していたことを思い出した。その論文の要旨もまさに、

最適な頻度と度合いの揺れを経験することの重要さだったように思う。それを数式モデルとコンピュー

ターシミレーションで証明したことに、クネン教授の論文の価値があり、ダイナミックシステムアプロー

チの意義があるように思う。 

今日は昨日よりも分厚い雲が空を覆っている。どうやら午後から雨が降るらしい。 

今年のフローニンゲンの秋は、雨がとても多かった。昨年の秋はこれほどまでに雨が降らず、もっと

快適な気候であったように思う。同じ街で生活をしていても、年ごとに気候の差があり、季節ごとに

気候の差があることは興味深い。同時にそれは、今経験している季節が、もはや二度と訪れないこ

とを示している。 
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今年の冬は、どのような揺れが自分を襲うだろうか。その揺れの頻度と度合いは、いかほどだろうか。

木枯らしに揺れる木々を見ながら、そのようなことをふと思う。 

冬に経験するであろう何かしらの揺れも、たった一度きりのものである。今年の冬にしかやってこな

い揺れ。そして、それを経験し、揺れから再び自己に戻ってきた時、もう過去の自己はそこにはいな

い。 

発達の不可逆性。私たちは、ひとたび次の段階に足を踏み入れると、一時的な退行現象はあった

としても、もはや過去の段階として生きることはできなくなる。それが発達の不可逆性だ。 

昨年から今年にかけて、いくつかガラスコップを割った。テーブルからコップが落ち、それが割れた

時、時間を逆に戻してコップを元どおりにすることはできない。発達の不可逆性は、そうした時間の

不可逆性と同じようなものだと言っていいだろう。 

発達を希求する際、あるいは支援する際に、発達の不可逆性という現象を強く念頭に置いておく必

要がある。仮にコップが割れてしまった場合、それは元に戻らないのだ。覆水盆に返らず。 

別れの季節が近づいていることを知る。この冬に揺れを経験し、再び自己に戻ってきた時に、今の

自己はもうそこにはいない。今の自己に別れを告げることができるだろうか。できないのであれば、

それは今の自己に留まっておくことが賢明だ。 

別れを告げることができるのであれば、この冬がもたらす揺れのその先には、新たな自己が待って

いるだろう。待つことと進むこと、別れないことと別れること。それらはどちらも等しく重要だ。 

書斎の窓から見える裸の木々が、木枯らしに揺られながら、私を呼んでいるような気がした。2017/

10/28（土）08:52 

No.348: Severe Coldness 

It is quite cold today. Because the heater in my room has not worked well since last night, the 

severity of the coldness is augmented. I sent an email to the real estate to solve this issue last 

night. I hope that I can use the heater again before tonight.  
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This severe coldness condenses my being. Real winter to make my inner world denser will come 

soon or later. 07:58, Thursday, 11/2/2017 

1704. 上昇するさざ波：バッハ平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第1番 

今日の午前中の読書は大いにはかどった。文章を声に出しながら自分に説明をし、読みながら書

くということを行う中で午前中の時間が過ぎていった。 

先ほど英国のアマゾンに注文したいくつかの書籍が無事に届いた。作曲関係のものが大半を占め

るが、その中には数冊ほど学術研究に関するものがある。再来週に試験を終えたら、それらの書籍

を一気に読み進めておきたいと思う。来学期もすぐに始まることになるため、試験終了後の数日間

は、現在所属しているプログラムと全く関係のない専門書や論文を読むための格好の時間となる。 

午後からの仕事に取り掛かる前に、昨日の作曲実践について少しばかり振り返っておきたい。数日

前から、バッハが残した24個の前奏曲の最初の作品に範を求め、自分なりの曲を作っていく試み

に着手し始めた。バッハのこの曲を何度も聴いていると、実に不思議な体験をした。この曲の楽譜

を最初に見たとき、構造的には非常にシンプルであり、最後の少数の小節を除き、最初から最後ま

でほとんど同じ構造でこの曲が作られていることに気づいた。 

外見上、それは単調な曲のように見える。だが、ひとたびこの曲を聴いたとき、その印象がガラリと

変わった。単調な構造の中に、何とも言えない感覚を喚起する力が秘められていることに気づいた

のだ。 

いつも自分が作曲をしている最中に、頻繁に単調な構造を持つ小節が生み出されるのだが、それ

は本当に単調なものでしかなく、何か美的な感覚を喚起するものではない。一方、このバッハの曲

には、単調な構造の中に、美的感覚を喚起させるような装置が組み込まれているように感じたのだ。

単調な構造の連続が、奇妙な美的感覚を私の内側に生み出した。具体的には、さざ波のような一

連の感覚が自分の身体の中に芽生え、その波は高き場所に向かって自分を後押しするような感覚

を引き起こしていた。 
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絶え間なく押し寄せる波の連続。しかもそれは、上昇へと向かわせる波の集合であった。音の波そ

のものがざわざわと動くのに合わせて、私の内側にもざわざわとする上昇への波が生じていた。こ

れはとても不思議な体験だった。 

バッハは、一連の前奏曲とフーガを鍵盤楽器の練習用に作ったそうだが、その背後には隠れた意

図があるように思える。その意図は実に深遠であり、バッハの楽譜と向き合うことによって、これまで

気づきもしなかったようなことに徐々に気づかされる。 

演奏者として楽譜と向き合う場合と、作曲者として楽譜と向き合う場合には、相違点もあるだろうが、

もちろん共通点もある。数ある共通点の一つは、楽譜と向き合って初めて開かれる感覚や気づきが

あるということだ。もし仮にバッハがこの曲を、聴き手の中に、上昇するさざ波を喚起させることを意

図して作ったのであれば、それはまさに楽譜と向き合いながらこの曲を聴くことによって初めて理解

することができる。 

イタリアの哲学者であり小説家でもあるウンベルト・エーコはかつて、「学術論文は人類への手紙で

ある」と述べていた。まさに楽譜というものも、人類への手紙であり、楽譜から生み出される音楽は、

手紙の中に内包された生きた感覚に他ならないように思える。2017/10/28（土）13:37 

No.349: Unnecessary Practice 

The heaters in my room have stopped working since yesterday. In addition, hot water has not 

come out from the faucet either. Since it is already quite cold in Groningen, that has been 

troublesome. 

Although I live my life as if I were a monk, I am not an actual monk. Coldness in the room and 

cold water from the shower have trained my body and mind very much, which is probably 

unnecessary practice. 20:40,  Thursday, 11/2/2017 

1705. 編曲・変奏の難しさ 

日々の一呼吸の中に、情熱の味を確かに感じる。自分は情熱を持っておらず、自分は情熱に他な

らないことを知ってから、しばらくの時間が経った。 
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自己の存在が情熱と完全に合致した時、情熱という言葉は熱情という言葉に変わった。 

読みに読み、書きに書き、作りに作る。それ以外に求めることは何もなく、人生そのものがそれらに

なるまでそれらを続ける。読むこと、書くこと、作ることを妨げるものは、自分の生活の中から一切排

除していく。今後、それはより極端な形を取り、それは自然なものとなる。とにかく、読むこと、書くこ

と、作ることの中で日々の生活を営んで生きたいと思う。 

今日の午前中も情熱の味の中で自らの仕事に従事していた。今日の午後からもそうなるだろう。 

昨夜、就寝前に、作曲ではなく、「編曲」の難しさについて考えていた。先ほどの日記で書き留めて

いたように、バッハの平均律クラヴィーア曲集の48個の曲を辿りながら、自分の作曲技術を高めよう

とする試みに数日前から着手始めた。バッハの曲に範を求めることが、これほどまでに難しいことな

のだと痛感させられるような体験を昨日した。もしかすると、これはバッハのみならず、他の偉大な作

曲家の作品に対しても同様に抱くものなのかもしれない。 

編曲には、作曲と同様に、非常に高度な理論と技術が必要とされることに気づいたのである。編曲

に必要となる理論は作曲のそれとあまり変わらないのかもしれない。そしてもしかすると、技術的な

面に関しても、大部分は重なるのかもしれない。しかし、編曲と作曲がそれぞれ別の名称で呼ばれ

る独自の領域であるがゆえに、やはり、それぞれに求められる技術は当然ながら変わってくるのだ

ろう。　 

昨日、バッハの曲を前にした時、その曲のどこからどのようにアレンジしていいかが皆目見当がつ

かなかったのだ。試しに、コード進行は維持したまま、音符の配列を少しばかり変えてみた。すると

当然ながら、曲の印象がガラリと変わった。また、コードトーンをさらに付け足してみると、曲の全体

感がごちゃごちゃしたものになってしまった。逆に、二つの根音のうち、一つを削除し、音符の数を

減らしてみると、曲から力が失われてしまうように感じた。 

そこではたと気づかされたのは、やはりバッハは、この曲の中に固有の生命を生み出したということ

だった。つまり、私が行っていたのは、バッハが産み出した固有の生命から新たな生命を生み出そ

うとしていたのではなく、バッハが曲に宿した生命を殺すような行為だったのだ。編曲の難しさはま
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さにここにあるように思えた。すなわち、元の作曲者が曲の中に宿した生命を殺さずに、全く新しい

生命として別の曲を誕生させることが、編曲の肝なのではないかということだ。 

少し調べてみると、主旋律に手を加えるようとする時には、それは「変奏」と呼ばれるらしい。変奏に

おいても、同様のことが肝になるように思える。すでに曲の中に息づいているものを殺さずに、それ

を新たな曲の中で全く違った形で息づかせるという作業は、なんと高度なことだろうか。それはどこ

か、生命移植からの再誕生を施す作業であるように思えて仕方ない。 

最後にいくつか付け加えるならば、昨日の編曲作業から得られたことは、編曲過程の中で、バッハ

が意図していたであろうことを自分なりに考えることは、作曲の幅を広げることに有益だということだ。

それに付随して、楽譜の中の様々な演奏記号についても、逐一その意味を調べることによって、学

習が進んだということを忘れることはできない。ただし、そうした学びがあったとしても、やはり自分の

中では、一から自分の手で曲を作りたいという強い思いがあった。 

学術研究においても、必ず集中的な模倣の時期があり、模倣からの創造という行為は、結局学者と

してのキャリアの最後まで続くのだということを最近強く感じる。それと同じように、作曲に関しても、

集中的な模倣の時期があり、そこから自分の曲を生み出していく時期に移り、以降も模範と独自の

創造が続いていくのだろう。 

今の私は、編曲や変奏の困難さに直面しており、そこにある喜びに気付けていない。そうした喜び

に気づけるようになって初めて、模倣からの創造行為に最後の日まで従事することができるのだと

思う。もちろん今は模倣の時期なのだが、模倣の仕方については、編曲や変奏というよりも、楽譜か

ら何かしらのヒントやインスピレーションを得ることにとどめ、自分なりの曲を作ることによって作曲技

術を高めていこうと思う。2017/10/28（土）14:07 

No.350: Beauty without Makeup 

I slept very well and started today’s work later than usual. I composed music last night, applying 

new concepts and techniques. One of the intriguing findings was that decorating the piece of 

music with various musical symbols changed the image of the work. I do not know the technical 
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term, but the decoration with multiple musical symbols altered not only the appearance but also 

the image of music.  

I was wondering about the existence of pure beauty without any decorating symbols. If it exists, it 

is like beauty without makeup. 08:10, Friday, 11/3/2017 

1706. 創りながら学ぶ: “Learning by Creating” 

とても濃密な土曜日が終わりに近づいている。振り返ってみると、今日は一日中、能動的な読書に

従事し、その合間合間に文章を書くという実践を行っていた。夕食後からは、いつもより早い時間に

作曲実践に取り組むことができた。先ほど、少しばかり作曲実践を行い、これから就寝までの時間

をまた作曲に充てる。 

作曲実践が日々の生活実践の一つになったことに伴って、毎日が本当により充実するようになっ

た。これまでの私は、学術探究しか打ち込むものがなかったが、学術探究に多大な好影響をもたら

す作曲にも打ち込めることができるようになったことは、非常に喜ばしい。 

音楽を単に聴くだけではなく、実際に自分が作り手になることによって初めて開示される音楽世界

がそこに広がっている。しかもその世界は、広大かつ深遠なものである。 

作曲を始めたことによって、日々の学術探究の色合いが増し、日々の生活がより彩りのあるものとなっ

た。自分の内側の探究世界も生活世界も、それらをひっくるめて自分の内面世界が音の色彩に富

んだものに変容しつつある。この状態を今すぐに言葉で正確に表現することは難しいが、今後それ

らは言葉の形となって現れてくるだろう。また、日々の自分の言葉の節々に音楽的な何かが顕現し

てくるはずである。それこそが、自分の存在に密着した音楽であり、真に実践的な音楽生活だと言

えるだろう。 

数日前に、古典的なピアノソナタ形式について少しばかり考えていた。ハイドン、モーツァルト、ベー

トーヴェンは、ソナタ形式の曲を多数作っており、彼らの作品を見ながら少しばかり考えさせられる

ことがあった。端的には、ソナタ形式というのは構成が厳格に決まっており、複数の構成に基づいて

生み出されるがゆえに、必然的に長い曲のものが多い。それらの作品を眺めていると、どこか普段
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自分が身近に触れている学術論文のように思えてきたのである。そうした感覚が芽生えるに従って、

自分がソナタ形式の曲を作っていくことは非常に難解であり、そうした次元に辿り着く日が来るのか

を不審に思ってしまう。 

ソナタ形式を学術論文に喩えると、それは学術論文の中でも非常に分量の多く、なおかつ、厳格な

ジャーナルに掲載されるような類いの論文だと思うようになった。自分が作曲に持たせている意味

からすると、果たしてそのようなソナタ形式を作る必要があるのかどうかを吟味していた。 

数日前に届いたショパンの楽譜を眺めていると、ショパンはピアノソナタをほとんど作っていない。

その代わりに、極めて美しい小さな曲を無数に書き残している。ショパンのみならず、古典派以降の

作曲家は、ソナタ形式とは違う形式の曲を徐々に生み出すようになっており、そうしたことからも、ソ

ナタ形式の曲を無理に作ろうとする必要は全くないのではないかと思うに至っている。 

やはり私は、ショパンが行ったように、あたかも日記を執筆するように小さな曲を絶えず生み出して

いくことを理想として掲げたい。その理想の境地に近づくために、絶えず曲を創りながら学びを深め

ていきたい。 

人は創りながら学ぶ。 “Learning by Creating”という精神を常に持ちながら、これからの作曲に取り

組んでいきたいと思う。2017/10/28（土）20:55 

No.351: Today’s Reading 

I will work on the text book “Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal 

inference (2002).” I plan to read the chapter five and six today.  

The key is active reading. While reading, I continue to apply the concept of argumentation 

diagrams by mind mapping. This practice enables me to build robust knowledge networks.  

If I finish reading both chapters early today, I will tackle the chapter eight. I look forward to the 

exam next week to testify the effectiveness of this reading practice. 09:35, Friday, 11/3/2017 
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1707. 卒業式の夢 

今朝はいつもより少し早く、五時前に起床した。目覚めと共に、ものすごい勢いの風が吹いているこ

とに気づいた。 

轟音が辺りにこだまする。数週間まえも風の強い日が何日かあったが、それ以上に強い風が今外

の世界を吹き抜けている。 

真っ暗闇の外の世界に、風に揺られる木々の音だけが聞こえてくる。天気予報を確認すると、どう

やら明日からも風が強い日が続くらしい。それにしても、この風の強さは尋常ではない。何かをなぎ

倒そうとするかのような風であり、全てを洗い流そうとするかのような風である。 

風が生み出す轟音に耳を傾けながら、昨夜の夢について思い出していた。 

昨夜は二つほど、印象的な夢を見た。起床した瞬間に、どちらも共に覚えていたのだが、早朝の仕

事に取り掛かる諸々の準備をしている際に、片方の夢を忘れてしまった。もう一つの夢は、中学校

の卒業式に参加する夢だった。卒業式の前日に、仲の良かった友人何名かと一緒に、一階建ての

一軒家に宿泊していた。 

明日に控えた卒業式を前に、これまでの思い出話を語り合っていた。気づけば時刻は深夜を過ぎ

ており、明日の式に遅れないように就寝しようと思ったが、その場にいた全員は、思い出話を話すこ

とをやめたくないようだった。結局、就寝した時刻は早朝の四時だった。全員は式の直前に起床し、

急いで身支度を始めた。私は身支度よりも先に、なぜだかトイレ掃除を始めた。 

トイレ掃除を始めると、一人の友人が、「以前のトイレはもう処分していいよね？」と尋ねてきた。どう

やらこの家のトイレは、簡単に取り外しが可能のようであり、私は以前のトイレをごみ捨て場に捨てて

いたようだ。友人の質問に対して、私は快諾の答えを述べた。 

式の時刻が迫ってきても、一向に私は身支度を始めようとしなかった。友人たちが次々と冬用の制

服に身を包み、着実に身支度を進めている。そこで私はあることにふと気づいた。自分はどうやら

制服を持参しておらず、オーダーメードのスーツしか持っていないことに気づいたのである。 
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そのことを友人に伝えると、「原則は制服だよ。スーツはちょっと目立ちすぎるんじゃないか？」と一

人の友人が述べた。確かに、中学校の卒業式にオーダーメードのスーツを着るというのは、あまり

話に聞かない。 

制服で参加するのが最も良いだろうと私も思っていたが、それが手元にないのであるからどうしよう

もなかった。式の開始の時刻がいよいよ迫ってきた時に、結局私は式に参加しない決断をした。 

身支度を終えた友人たちを家から送り出し、私はしばらく早朝の朝日を眺めていた。地面に降り注

ぐ太陽光は真っ黄色であるにもかかわらず、太陽そのものはとても薄い黄色を発していた。太陽の

発する薄い光に一瞬目を閉じた時、夢の場面が変わった。 

時刻は五時半を回った。外側の世界では、相変わらず轟音が鳴り響いている。何かを暗示している

かのような轟音である。轟音に対比するかのように、自分の心は静かな音で満たされている。 

今日はどのような日になるだろうか。2017/10/29（日）05:37 

No.352: The Future Economy of Virtual Currency 

I was thinking about the future economy of virtual currency last night. Thus, I did not take time 

to compose music yesterday. Although I have engaged in the field of developmental science for 

the last seven years, my previous academic background is economics and finance.  

My interest with those fields is not so strong, but I am still curious about them because these 

domains are closely linked with our daily life.  

I suppose that the economy of virtual currency in particular has been the center of attention in 

the field of modern finance. I took a couple of hours last night to contemplate future trends and 

systems of virtual currency. The field is not my expertise, but I will continue to pay attention to 

it. 07:33, Saturday, 11/4/2017 
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1708. 研究デザインと因果関係を考察する秀逸な専門書 

今日の目覚めの時刻は早く、いつもより活動の時間を取ることができそうだ。こうした日こそ、自分が

取り組むべきことを明確にし、それらに専心していく意識を持つ必要がある。そうでなければ、無駄

なことに時間を費やしてしまうことになりかねないからだ。本日取り組みたいことを少しばかり書き留

めておく。 

今朝はまず最初に、「評価研究の理論と手法」の最終課題のために執筆した文章を再度読み返し、

午後に提出をしておきたい。数日間以上文章を寝かせたたことと、その間に必読の専門書を再読

していたため、また新しい観点を文章の中に盛り込むことができるだろうし、文章の内容に関する不

備を見つけることもできるだろう。 

合計で五つほどの提出課題があったが、二回目からは、友人のハーメンと共にレビューし合ってか

ら、課題を提出するようにしている。先週はお互いにその他の課題などに追われ、なかなかレビュー

する時間がなく、昨夜の段階でハーメンからのレビューが届いた。それと同時に、ハーメンの回答を

送ってもらったので、今朝はまず最初に、ハーメンの回答をレビューすることから始めたい。問いは

三つであり、合計の文章は800字ほどであるから、それほどレビューに時間がかかることはないだろ

う。 

ハーメンの回答のレビューを終えてから、再度自分の回答を練り直すということを行う。それらが完

成すれば、昼食後に課題を提出しておきたい。 

回答の文章の練り直しが午前中のどこかのタイミングで終われば、「評価研究の理論と手法」の最

終試験に向けた準備を行いたい。二冊の専門書のうち、一冊はすでにここ数日間の間で二回ほど

重要な箇所を繰り返し読んだ。今日からは、もう一冊の書籍である“Experimental and Quasi-

Experimental Designs for Generalized Causal Inference (2002)”の再読を行っていきたい。こちらの

テキストも、極めて秀逸な中身である。 

科学研究のデザインの背後にある理論を詳しく解説し、数多く存在する研究デザインの一つ一つ

の限界とそれを克服する方法についても記載がある。そして何より、タイトルにあるように、科学研究

に不可欠な因果関係という概念について多くのことが説明されており、非常に多くの示唆を得た。
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因果関係を明らかにするということがいかに難しいことであるかに改めて気付かされ、私はこの専門

書を通じて、因果関係の解明に向けた研究デザインの理論と方法を始めて体系的に学ぶことがで

きたと言っても過言ではない。 

過去に二つの修士課程に在籍していたが、このような形で因果関係を本格的に学ぶことはなかっ

た。昨年のプログラムも理系に分類されるものであり、科学者になるための厳格なトレーニングを受

けたが、今回のコースのような形で、研究デザインについて体系的に学ぶことはなかった。 

おそらく、今このように研究デザインについて体系的に学びを深めているのは、現在所属している

プログラムが「実証的教育学」ということと関係しているだろう。「教育学」と聞くと文系のような響きを

与えがちであるが、確かにそれは社会科学の中に括られるものでありながらも、現在私が日々受け

ているトレーニングの内実は、理系のそれだと言っていい。 

教育手法についての理論的なことも確かに学んでいるが、それよりも、教育プログラムやトレーニン

グプログラムをいかに科学的に評価・検証するかに焦点を当てて探究を進めているのが、現在の

自分の探究活動の一側面である。 

教育学の研究においては、導入した教育プログラムやトレーニングプログラムが、どれほど効果の

あるものなのかを測定することが重要な要素となる。その際に、因果関係を考察することは避けて通

ることができない。そうした事情から、因果関係を解明するための研究デザインの理論と手法を深く

理解しておく必要性が生まれる。 

上記で紹介したテキストは、内容と分量共に非常に充実している。このテキストを開くたびに、毎回

新しい発見があり、自然と何度も読み返したくなる。一方で、この書籍に書かれている知識がないま

まに、発達的介入手法の効果の検証をこれまで行ってきたことが、いかに無謀な試みであったかを

思い知らされる。 

また、発達や学習の過程で生起する因果関係というものを、どれほど単純に考えていたかを反省さ

せられる。このコースの最終試験は、来週の木曜日にあるが、それに向けて本書を何度も読み込む

だけではなく、コース終了後も、折を見てこの書籍を読み返すことになるだろう。非常に秀逸な書籍

と出会うことができて大変嬉しく思う。2017/10/29（日）06:06 
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No.353: “Money Attachment” and “Moneypath" 

I have been a supporter of a certain type of virtual currency since 2015. The currency has not 

only a unique technique (or function) but also unique nature that makes me fond of it. I do not 

articulate the unique character here, but I support the currency because of the uniqueness.  

A couple weeks ago, I had a dream implying that the price of the currency increased 100 times 

than that when I purchased it. I have not monitored the price for a while because I am not a 

speculator but a support of the currency. Yet, after the dream, I checked the price, and my 

computer screen showed that the price temporarily rose up 70 times than the initial 

price. However, I had no feeling toward the price, though the increase of the price was a positive 

event for me as one of the supporters of the currency.  

Perhaps, I have a different feeling and perspective toward currency——money in general——. I 

coined the term “money path” to represent my attitude, whereas I coined “money attachment” to 

describe the attitudes of most people in this modern society. Sunday, 11/5/2017 

1709. 内的爆発と夢の続き 

早朝の仕事に取り掛かる前に、最後にもう一つ日記を書き記しておきたい。台風の風を彷彿とさせ

る風の音を聞きながら、自分の内側に眠る嵐のような感情の存在について考えていた。 

一昨年、私がまだ日本にいた頃、自分の内側にある超新星が爆発したのを目撃した。もちろん、肉

眼でそれを捉えたのではなく、心眼で捉えたのだ。 

自分の内側で確かに何かが砕け散り、その一件が自分を動かす原動力になっていることを否定す

ることはできない。自分の内側で起こった爆発は、これからもまた起こるであろうということを予感す

る。いや、実際には、今この瞬間も自分の内側では、何かが爆発をしているのではないかと思う。自

己が爆発に他ならないという素朴な気づきと素朴な事実。それらを知るだけで心が安らかになり、

安らかさの中で無限の熱を帯びることができる。 
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自分の内側で誕生しては爆発を経験する超新星たち。それらの存在一つ一つ、そして彼らの爆発

の一つ一つが、自分の創造行為に不可欠であることを知る。この爆発は奇妙な特徴を持つ。心的

映像としては激しい爆発のイメージを持つが、それは音がない。爆発の際に生じるであろうけたたま

しい音がないのだ。無音から生じる爆発であり、爆発から生じる無音世界がそこにある。創造とはも

しかすると、無音の中にある爆発から生まれるのかもしれない。 

一昨年の内側での爆発体験の記憶が、今再び鮮明に蘇る。同時に、昨年のどこかの時期にも同様

の爆発を経験していたような気がする。 

嵐のような天候を持つ本日、再び私は内的爆発を静かに経験しているようだ。もしかすると、こうし

た内的爆発のことを「非連続的な発達」と呼ぶのかもしれない。 

先ほど、昨夜見た夢を書き留めていると、夢の続きの断片を思い出すことができた。中学校時代の

音楽の先生が夢の中に現れ、何かを私に伝えようとしていたことを覚えている。その内容は忘れて

しまっているが、それは説教のような後味の悪いものであったことだけは覚えている。先生は私に何

を伝えようとしていたのだろうか。 

その後私は、ゲームセンターに置かれているような機器がいくつも置かれた一軒の家の中にいた。

そこでは、とりわけパンチングマシーンのゲームを行っていたことが記憶に残っている。その機器の

画面には、成績上位者の名前が記録されており、リストに記載の人物を指名すれば、実際にその

人物とその場でパンチの威力を競い合うことができる。私はなぜだか、サンフランシスコに在住の米

国人女性の名前をクリックし、その女性と対戦することにした。 

その女性の成績を見て、スコアが大して高くないのに、成績上位者に記載されていることを不思議

に思っていた。何か確認の意味も含めて、彼女を指名することにした。 

このゲームの面白いところは、指名した人物がその場に実際に現れるということであり、同時に、そ

れらの人物の今後の対戦予定も画面に表示されることだ。その女性は、当面は試合の予定が組ま

れておらず、しばらく休暇を取ることができるようだった。だが、私が指名をしたために、その女性は

その場に現れた。その女性を見ると、腕力に優れていそうな様子はなく、ありふれた中年の米国人

女性であった。外見から察するに、ヒスパニック系の米国人であった。 
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私は、彼女と挨拶を交わした。彼女はとても陽気な性格を持っているようであり、突然組まれた対戦

に若干面倒そうな表情を見せながらも、それを笑いに変えるような明るさを持っていた。 

挨拶を済ませると、実際に彼女との対戦が始まった。対戦と言っても、お互いに一度だけ画面に向

かってパンチをするだけなのだが、実際に対戦が始まると、妙にお互いは真剣であった。 

先行は彼女であり、彼女が画面に向かって力強くパンチをすると、「36」というスコアが表示された。

そのスコアであれば、十分に上回ることができるだろうという確信が私にはあった。そして、私の番を

迎えた。画面を見ると、数冊の専門書が画面の中に積まれており、3Dホログラムのように、それらの

書籍が画面から飛び出していた。 

私：「えっ、これらの書籍に向かってパンチをするの？」 

ヒスパニック系の米国人女性：「そのようね」 

私：「痛そうじゃない？手も本も」 

ヒスパニック系の米国人女性：「そうかもしれないわね。でも大丈夫だと思うわ」 

画面から飛び出る専門書の山に向かってパンチをするのは気が引けたが、私は思い切ってパンチ

をした。すると、「64」というスコアが表示された。その瞬間に、対戦に勝利したことを知ったのだが、

どうも自分の手が痛むようであった。彼女の方を振り返ると、すでに彼女はその場から消えていた。

私は、痛む手を優しくさすり、その場で行われていた他の対戦を観戦することにした。2017/10/29

（日）07:03 

No.354: Progress of Music Composition 

Since I finished my work early last night, I could spend enough time in music composition. I am 

currently reading “Music composition 2 (2014).” The book is so succinct and insightful that I can 

learn the essence of music composition. It enables me to refresh my memory about some concepts 

and theories of music composition that I learned before. In addition, it provides me with new 
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perspectives very much. Although I had had a couple of questions about chord progressions, a 

chapter in this book solved these questions.  

I appreciate the author’s effort to plainly explain essential notions of music composition. I believe 

that reading this book again and again can take me to the next stage of music composition. 06:23, 

Sunday, 11/5/2017 

1710. 充実さと至福さの中で 

天空から太陽光に照らされた小雨が降り注いでいる。早朝からの激しい風が今も少しばかり残って

おり、雨が真横に降り注いだり、風が突然止んだ際には真下に雨が降り注いでいる。雲間から顔を

覗かせる太陽に照らされた雨粒は、燦然とした輝きを伴って地上にやってくる。そうした雨を、書斎

の窓際からずっと眺めていた。 

雨が降り始めた時、雨が不規則な動きを見せていたことから、みぞれ混じりの雨に見えた。季節とし

てはまだ早いと思ったが、みぞれの混じる雨が降ってもおかしくはない季節になったのだと思う。 

今日は午前中に、「評価研究の理論と手法」のコースの最終課題のために執筆した文章をレビュー

していた。ちょうど昨日に、友人のハーメンから彼の文章を送ってもらっていたため、自分の回答と

見比べながら、二つの文章をレビューしていた。 

最初のいくつかの問いに関して、私の観点よりもハーメンの観点の方が優れていると思い、彼の観

点を採用することにして、文章を書き直した。やはり、一人の人間の観点には偏りがあり、限界があ

ることを痛感させられる。同時に、このように、信頼の置ける友人とお互いの文章をレビューし合うこ

との意義を再確認した。学術論文において、査読というピアレビューの実践が行なわれていること

の意味を改めて理解するような体験であった。 

計画していた通り、午前中の早い段階でレビューを終え、昼食後にレビュー後の回答を担当教授

に提出した。 
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今日は五時前に起床し、五時過ぎから仕事に取り掛かり始めたおかげもあり、昼食前に作曲の学

習に時間を充てることができた。その一時間では、実際に曲を作るのではなく、作曲に関する理論

を専門書を通じて学習していた。今取り組んでいる専門書は、極めて読みやすく、初学者の私でも

全ての項目がすんなりと頭に入ってくる。これは二巻に渡る専門書であり、一巻につきおよそ20個

の項目について図解入りの解説が施されている。 

図解と解説のわかりやすさもあり、さらには、自分の中に宿っている作曲理解を深めようとする強い

意志のおかげもあり、気づかないうちに半分ほど読み進めていた。近日中に一巻を読み終え、第

二巻も同じようなペースで取り組んでいきたい。この二冊を二、三度読み返したら、今度はさらに応

用的な専門書に移り、より高度な作曲理論を身につけていきたいと思う。 

昨日も書き留めていたように思うが、学術探究することの合間に作曲の学習や実践を挟むことによ

り、両者の活動からもたらされる至福さが増している。学術探究や作曲のうち片方だけを一日中行う

ことはできないだろうが、二つを組み合わせた場合、活動からもたらされる充実感の中で一日が過

ぎていく。この三日間外に出ることもなく、一日一日が二つの活動の組み合わせの中で過ぎていっ

たことが、両者を一日の中で組みわせて行うことの充実ぶりを物語っている。これこそがまさに、統

合的実践の一つの姿なのかもしれない。 

自分を捉えて離さない領域が複数あるということの幸せのみならず、それらを組み合わせた際にも

たらされる至福さを感じながら日々を生きることができていることの幸せ。 

科学、哲学、音楽。読むこと、書くこと、創ること。それらの事柄を分離させる形ではなく、一つの総

体として統合的に取り組むことができた時、充実さと至福さの中に入り込み、いつか永遠の世界に

入れるような気さえする。2017/10/29（日）15:14 

No.355: Observation 

I am very fulfilled about today’s work. It began with constructing knowledge on research designs 

and evaluation, preceding music composition. Both knowledge acquisition and skill development 

share much in common. The process and mechanism are similar.  
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My main interests continue to lie in how we learn and how we develop. I observed the process and 

mechanism of my learning and development through today’s work. The observation lasts forever. 

19:30, Sunday, 11/5/2017 

1711. 魂の休まる場所へ 

すっかりと天気が回復し、今は夕日が眩しく降り注いでいる。これから夕方の仕事に取り掛かる。 

それにしても依然として、強い風が辺りを吹き抜けている。これは何の予兆だろうか。何かの始まり

を告げる予兆ではなく、何かが終わったことを示すものなのだろうか。 

書斎の窓から差し込む夕日があまりにも眩しかったので、カーテンを閉めた。 

少しばかり雑多な考えが思考空間の表層に漂っているため、それらを全て外に出してから夕方の

仕事に取り掛かりたい。午前中、以前の日記を読み返していると、魂の遍歴性について触れている

ものと遭遇した。自分自身の魂の性質を観察してみた時、そこに遍歴性というものが本質として存

在していることを、その日記の中で指摘した。 

遍歴をする原動力のようなものが自分の魂に備わっており、それは現実世界においては情熱として

形をなす。日々の活動の一つ一つが情熱によって駆り立てられた純粋行為である所以は、まさに

そこにある。すなわち、日々の一挙手一投足は、全て自分の魂の熱情的性質の現れに他ならず、

それは至って自然なことなのだ。同時に、これから私は再び米国での生活を長きにわたって行い、

再び欧州の地に帰ってくることになるであろうということも、自らの魂が内在的に保持する遍歴性に

よるものだと思う。 

仮に科学的な説明を加えるのであれば、魂はダイナミックシステムとしての性質を多分に持ってい

るのだろう。ダイナミックシステムは遍歴する。魂それ自体が遍歴する様子は、ダイナミックシステム

のそれと似ている。 

魂は、停滞や退行を経験するのだろうか。それはわからないが、魂の顕現である私自身は、停滞と

退行を繰り返しながら前進していく。また、魂の遍歴性は、カオスの縁という領域と密接に関係して
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いるように思われる。カオスの縁とは、秩序からカオスに至る境界領域のことを指す。その領域の中

で、ダイナミックシステムはカオス的な振る舞いを見せる。もしかすると、私たちの魂は絶えずカオス

の縁に存在しているのかもしれない。少なくとも自分の魂に関してはそのように言えるだろう。だから

こそ、自分はこの世界を遍歴するのだ。 

それは文字どおり、物理的に世界の様々な場所で生活をするという遍歴であり、同時にそれは多

分に精神的な意味での遍歴でもある。自分の魂がカオスの縁に存在しており、だからこそ自分がこ

の現実世界で遍歴を繰り返しているのだということが、極めて腑に落ちる。この遍歴は、決して止む

ことがないだろう。それはなぜなら、自分の魂がカオスの縁に絶えず存在しているからである。 

自分の魂はその領域から外へは出ない。その場所こそが、魂の休まる場所なのだ。 

私は今後も、この世界で遍歴を繰り返す。それは自分の魂の性質からもたらされるものであるのと

同時に、魂からの要求でもある。だが、私はいつか、魂が休まるその場所の中に還っていくであろ

う。  

先ほどと変わらずに、激しい風が辺りを吹き抜けている。書斎の窓のすぐそばで、小鳥が高らかに

鳴く声が聞こえてきた。その鳴き声は、夕日の輝きに溶け込むかのような音色を持っており、それは

私の魂を安らかにしてくれた。 

今、この瞬間においても、私たちは自分の魂に落ち着くことができる。魂の安らぐ場所は、あちらに

あって常にここにある。2017/10/29（日）16:23 

No.356: Inscription of My Daily Life in Diary 

I just keep a journal at ease. I will write down whatever I want. The precondition would be that 

what I write should be related to what captures me at that moment. As long as the requirement is 

met, everything is significant to write down.  

I am envisaging my future academic life in which I write as many articles as possible. The role and 

meaning of this English diary can be transformed in my near future, but I will keep this style of 

writing. I will continue to inscribe my daily life in this diary. 19:42, Sunday, 11/5/2017 
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1712. 創造と共有 

今日は五時前の起床から夜の今に至るまで、密度の濃い時間が過ぎていった。このように日々を

生きることができるのなら、他に望むことは何もない。 

絶えず読み、絶えず書き、絶えず創る生活。 

夕方に、夕日に照らされた辺りを眺めながら、近い将来の自分の姿を思い描いていた。様々な国

で生活をしながら、時に旅をし、生活や旅の中で絶えず日記や音楽を作っていくような姿を想像し

ていた。この世界のその場所でしか考えらえぬこと、感じられぬことを絶えず文章にし、絶えず曲と

して残していくような生き方。そのようなことを希求するのは、私というよりも、私の奥底にある魂だ。

夕方のそうした想像は、魂の呼び声がもたらしたものだろう。 

先ほど夕食を摂りながら、哲学、科学、音楽に共通する意義について考えを巡らせていた。このよう

なことを決して考えようとしていたわけではなく、食卓の窓の外を眺めた瞬間に、そうした考えと出く

わしただけなのだ。 

結局、私がそれらの三つの領域に従事し続けている理由というのは、それら三つが、私たちの生活

や人生そのものの質の向上に密接に関わっていることにある。とりわけ、自分の生活や人生を考え

てみた際に、それら三つの領域に従事することが、どれほど日々の生活や人生そのものを豊かにし

てくれるかは計り知れない。哲学、科学、音楽の存在意義は、まさにそれに尽きるのではないだろう

か、ということを考えていた。 

哲学書を単なる知識の習得として読むことは、ほとんど意味をなさない。科学研究の知見が詰まっ

た論文を読む際にも同様のことが言えるだろう。音楽に関しても、真に音楽の恩恵を受けるために

は、曲と真剣に向き合う必要があるだろう。受動的な態度でそれらの三つの領域に接しても、生活

や人生の質がそれほど豊かにならないことも、皮肉な共通点として挙げられる。 

もう少し、自分自身に引きつけて考えを進めていた。哲学に関しては、哲学書を常に自分の関心事

項に引きつけながら読むことは、実存的な課題を抱えながらも、そこからさらに一歩足を進めていく

ことや、内面世界の成熟に大きく寄与する。また、時に哲学者のたった一つの言葉が引き金となり、
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自分の認識世界がガラリと変わる経験をすることがある。まさに、一つの言葉には、私たちの認識世

界を一変させるような力があるのだ。科学研究に関しても、その探究の最中で得られる知見は、ど

れほど自らの発達や学習に寄与するか計り知れない。科学研究の知見一つ一つも、哲学者の言

葉一つ一つと同様に、自分の認識世界を変容させ、さらなる開拓を促進していく。音楽に関しては、

もはや言うまでもないほどの大きなものがそこに含まれている。 

この世界は、科学的な記号、哲学的な言葉、そして音楽的な音で構成されていると言ってもいいよ

うな気持ちになることがある。とりわけ音楽は、自分が作曲を行うようになって初めて、自分の内側に

深くその意義が流入するようになった。 

哲学、科学、音楽が、いかに日々の自分の生活と人生そのものの質を豊かに、そして、深くしてくれ

ていることだろう。それら三つの領域を毎日探究する中で、最後に一つ、興味深いことに気づいた。

それらは常に自分に創ることを要求しているということである。 

それら三つの探究を、単なる消費者として受動的に行っていたのでは、生活や人生の質にそれほ

ど影響を与えないのではないかと思う。また、仮に受動的な探究を行っていると、必ずその日のどこ

かで、心身ともに疲弊するから不思議である。一日中、科学書や哲学書を単に読み、音楽を単に

聴くだけでは、必ず脳も精神も疲弊を迎える。ところが、探究の過程の中で絶えず創造行為を行う

と、そうした疲弊を感じることは全くと言っていいほどない。 

ここから考えていたのは、それら三つの領域は、自分に対して、創造による共有を絶えず求めてい

るのではないかということだ。あえて一般化をするならば、私たちの脳や精神は、創造行為に営むこ

とをその本質とし、創造を通じて生まれた表現物を共有することを宿命づけられているのではない

か、ということである。 

創造に次ぐ創造は、この世界へ自己そのものと自己の表現物を共有することに他ならない。やはり

私たちは、何かを創造し、それを共有することを通じて、自他の生活と人生の質の向上という営み

に参画するように創造されたのではないかと思う。2017/10/29（日）19:48 
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No.357: 10 Years Ago and 10 Years Later 

I was thinking about how I composed my thoughts in language 10 years ago. In particular, I could 

write a limited number of sentences in English. My vocabulary and syntactic systems were not 

robust, which generated such a limitation. 10 years have passed since then. I cannot help but 

think of my progress. The meaning of the last 10 years is profound, and it always supports me in 

my daily life.  

From here and now, where can I go 10 years later? I ponder over my language systems 10 years 

later. The systems include natural language and music language. The products and constructions 

of my writing and music would be transformed, compared with the present ones. 11:31, Monday, 

11/6/2017 

1713. 絶景の中の絶景 

早朝の目覚めと共に、今日からサマータイムが終了したのだという考えが浮かんだ。人間が産み出

したサマータイムという概念の有無は、早朝の闇に何も影響を与えていないかのようだった。 

今日も静かな始まりがそこにあり、確かな始まりがそこにある。昨日の暴風とは打って変わり、今日

は穏やかな朝を迎えている。遠くの方で小鳥が鳴く声が聞こえる。その声が、風に揺られることもな

く、まっすぐに自分の耳に届く。 

小鳥の鳴き声は、むしろ風のような音の渦を生み出しているかのように思える。それぐらい、今日は

風もなく穏やかな朝なのだ。ただし、早朝の闇は濃く深い。この濃く深い闇とも随分と近しくなって

いるように思えるから不思議だ。おそらくこうした濃く深い闇は、自分にとってもはや不可欠のものな

のだろう。濃く深い闇があるからこそ、自分は毎日を充実した形で過ごすことができているとすら思

う。　 

闇の恩恵。絶対的な闇に包まれることによる究極的な安堵感を味わったことがあるだろうか。私は、

毎晩毎朝それを経験している。朝と夜の二つの闇が、一つの光を抱擁している。 
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昨夜の夢について少しばかり書き留めておきたい。昨夜は夢の中で、大きな滝を目撃した。それは、

この地上にある最も大きな滝のようであり、その景観は圧巻であった。ちょうど私が立っていた地点

からは、断崖から滝の水が落ちる場所を眺めることができる。横幅の広い滝の水が、勢いよく真下

に向かって流れ落ちている。おそらく、轟音と共に滝の水が流れているのだと思うが、不思議とその

音は聞こえない。 

無音の世界の中で、太い大量の水が真下に流れ、下の滝にぶつかる箇所で白い泡を生み出して

いる。私は、その光景を静かに眺めていた。すると、横から一人の女性が声をかけてきた。声をかけ

てきたのは、白人の中年女性であり、オランダ人か米国人だと思う。彼女の英語は、目の前に見え

る滝のように美しかった。 

女性：「滝の水が落ちた箇所の下に、実はまた違う絶景が広がっているんです」 

私：「えっ、あの白い泡の下にですか？」 

女性：「ええ、そうです」 

私「どのような絶景が広がっているんですか？」 

女性：「このような絶景です」 

女性がそのように述べた瞬間に、自分の心の眼の中に、白い泡の下に広がる絶景が突如として広

がった。滝の流れが激しくぶつかる水面とは打って変わり、そこに広がっている世界は、平穏に満

ちた世界だった。そこはサンゴ礁のような生き物たちで溢れ、それらの輝きだけがそこにあった。最

初私は、その輝きが財宝か何かだと勘違いをした。それぐらいに美しい輝きが、水面下の世界に広

がっていたのである。しばらくその光景に見入った後、私はその女性にお礼を述べた。すると、女

性がまた一言添えた。 

女性：「そういえば、これからプレゼンをされるのですよね？楽しみにしています」 
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その言葉を聞いた時、私はこれから、この近くの建物の中でプレゼンをすることになっていたことを

思い出した。私は、大きな滝を背にしながら、プレゼン会場に向かってゆっくりと歩き出した。 

何度も滝の方を振り返り、滝の雄大さを目に焼き付けていた。滝の雄大さが目に焼き付けば焼き付

くほど、水面下の平穏世界の絶景もまた、自分の心の眼に焼き付くようだった。2017/10/30（月）

06:49 

No.358: Sunny Day 

I stopped by the university to print out some articles for a course that will start next week.  

The sky was clear, and the sunshine shed on the ground very gently. Fortunately, tomorrow will 

also be sunny, so I will go running before lunch tomorrow.  

Since an exam is coming on Thursday, I will embark on the final preparation for it. More 

concretely, I will write down the summaries of two text books, which I already made last 

week. Writing by hand activates my brain and enables me to engage in active learning. It will take 

four to five hours to finish today’s task. 13:25, Monday, 11/6/2017 

1714. 作曲実践の進展 

小鳥の鳴き声が甲高く早朝の世界に響き渡っている。絶え間なく鳴き続ける小鳥の声は、何かを示

唆し、何かを象徴しているかのように思えた。 

昨日は、学術研究に並行させる形で、普段よりも多くの時間を作曲の学習に充てることができた。

やはり理論を学ばなければ、全くわからないことが多々あることに改めて気付く。 

現在読み進めている専門書は、実に親切な内容と構成を持っており、とても読み進めやすい。一

つ一つのページに書かれていることは、おそらく非常に基本的なことなのだろうが、こうした基礎的

な知識を獲得することは、今の自分にとって非常に大切だ。書籍を読みながら、これまでの自分の

作曲方法に修正を加える必要のある点や、新しく活用できる知識項目が次々に見つかっていく。 
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理論書というのは、徹頭徹尾、実践書の様相を呈してなければならない。優れた理論書は、本質的

に、優れた実践書である。今私が読み進めているその理論書は、まさにそれを体現している。記載

されている知識項目の一つ一つが、すぐに自分の作曲実践に活かせるものになっている。知識と

理論の有用性を改めて強く実感する。 

知識や理論というのは、概念の単なる塊なのではなく、実践を豊かにするものなのだ。最近私は、も

はや知識や理論を獲得するという行為は、実践そのものに他ならないと思うようになっている。本質

的な知識と理論を、自分の身体と存在を通して獲得した瞬間、それらは実践の中に即滲み出す。

真に獲得された知識や理論と実践の間には一切の距離がないのだ。 

昨夜就寝前に、ようやくメロディーから曲を作ることの意味が分かり始めた。同時に、リズムから曲を

作ることの意味が見え始めていた。頭の中であれこれと、メロディーやリズムから曲を作る方法につ

いて考えを巡らせ、こうすればうまくいくかもしれない、というアイデアがいくつか湧いていた。これま

での私は、コードに対する理解を深める意図もあり、参考にしたいコード進行から曲を作っていた。 

始めにコードの進行が全て決まっており、そこから曲を作っていくという実践をしばらく続けていた。

もちろん、この方法でも曲を作ることはできるのだろうが、どこか限界があるように感じ始めていた。

最たるものは、作曲行為自体があまりにも機械的過ぎるということだろう。本来、作曲というのは、メロ

ディーやリズムを創造的に生み出していく行為、もしくは、自発的に生まれてきたメロディーやリズム

に形を与えていく行為だと思う。そうした行為の中に、創造する喜びがあるはずだ。 

一方、決められたコード進行から曲を作っていこうとすると、メロディーやリズムの自発的生成に大き

な制限がかかっているように感じる。つまり、メロディーやリズムが先行する形で誕生するのではなく、

コード進行の陰にメロディーやリズムが生まれるというような形なのだ。おそらく、逆のことをする必要

があるということにようやく気づきはじめた。実際には、この点については前々から課題意識を持っ

ており、上の階に住むピアニストの友人に質問をしてみたり、色々と自分で調べてみたりもしていた。

その時に、すでにメロディーやリズムから曲を作っていくことの重要性を自覚していたのだが、今よう

やくその意味を掴み始めたと言える。そして嬉しいことに、意味を掴み始めたのみならず、メロディー

やリズムから曲を作る方法の道筋がようやく見えてきたのだ。昨夜も就寝前に、ベッドの上で、いつ

くかのメロディーとリズムを口ずさんでいた。 
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メロディーとリズムは、お互いに別個のものでありながらも、相互に影響を与え合っており、不可分な

関係を結んでいる。メロディーとリズムの関係性については、知的理解のみならず、身体的理解を

深めていく必要がまだまだある。 

「タ・タタ・タタタタター」というリズムにメロディーを乗せた時、それを作曲ソフトの楽譜の上にどのよう

に表現していくかを今日の課題としたい。自分の頭の中で鳴っているリズムとメロディーを、楽譜上

で完全に再現するにはどのようにすればいいのかを試行錯誤したいと思う。おそらく、それができる

ようになれば、自分の作曲語法の確立に向けた一つの貴重な進歩だと言えるだろう。本日の夜の

作曲実践が今から非常に楽しみである。2017/10/30（月）07:16 

No.359: Beauty from Simplicity 

Although I often look at music scores in classic music, I will refer to those in other types of music 

such as contemporary or even game music. In fact, some musical works in game music are 

spectacular. The structures in such a work may not be so complex, but that kind of simplicity 

often produces breathtaking beauty.  

I vividly remember several musical works in game music that were used in the games that I played 

when I was young. What I have to prioritize right now is to learn creating beauty not from 

complexity but from simplicity. Monday, 11/6/2017 

1715. リズムやメロディーとコードとの関係性について 

早朝の闇がようやく晴れてきた。サマータイムが終了した直後の日ということもあり、闇が消えていく

時間帯が早くなった。七時を過ぎたこの時間帯には、随分と視界が良好になっている。 

先ほど書き留めていた作曲に関する新たな気づきに補足する形で、もう少し文章を書き留めておき

たい。先ほどは、コード進行から曲を作るのではなく、メロディーやリズムから曲を作る方法について

考えを書き留めていた。これまでは、コード進行から曲を作っていたために、コードの持つ意味が

非常に大きく、その存在感が際立っていた。また、コードの役割が持つ存在感も絶大なものであっ
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た。しかし、昨夜少しばかり考えていたのは、そもそもコードとは何のためにあるのかという点とコー

ドの役割についてである。 

現在は、コードに関する深い知識がないために、直感的に、曲はコードに当てられるものではなく、

コードは曲に当てられるものなのではないかと思った。言い換えると、メロディーやリズムはコードに

当てられるのではなく、コードがメロディーやリズムに当てられるという関係があるのではないか、と

いう気づきが芽生えた。その気づきを基にすれば、コードが持つ目的と機能が見えてくるかのようで

あった。 

コードはどこか、曲の骨格のようなものであり、肉ではない。私の頭の中には、骨格から曲を作って

いくというのは決して間違いではないのだと思うが、それでは限界が見えていることを先ほど指摘し

ていたように思う。作曲の面白さは、肉から作るということにある気がしている。肉が先にあり、それに

ふさわしい骨格が後から付け足されるのである。もっと言ってしまうと、肉が発する固有の香りや色

があり、それに骨格が当てられるのである。 

とても奇妙な表現のように思えるかもしれないが、メロディーやリズムとコードとの関係に関する現段

階での自分の感覚は、概ねそのような内容を持つ。その感覚を検証するためには、実験が必要に

なる。そうした実験を行っているのが、まさに毎晩の作曲実践だ。日中、科学研究に没頭し、時に

哲学的な探究を合間に挟んでいるが、それらは夜の作曲実践と密接に繋がっている。作曲実践の

場は、もしかすると科学研究や哲学探究の延長にあるものであり、科学研究のアプローチを活用す

る形で、哲学的な思想を曲の形にしようとしているのかもしれない。 

今はまだ、自分の思想を曲にすることはおろか、思想そのものを形成する段階にあるが、いつか本

当に三者が統合される形で日々の生活の中に流入してくるように思う。とにかく、今日の夜は、ここ

で書き留めているような仮説を、実験を通じて検証することを行いたい。 

仮説を立て、それを実験によって検証し、また新しい仮説を立てていくというのは、科学研究の本

質に他ならない。日々の科学研究は作曲と結びつき、作曲はまた科学研究と結びついていく。そ

のようなことを実感する。本日の最後に行いたいのは、リズムにメロディーを与え、メロディーから曲
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を作っていくことだ。いくつかの仮説を検証していくという姿勢を持って、今日の作曲実践に臨みた

い。2017/10/30（月）07:39 

No.360: New Avenue for Creativity 

It is already evening without noticing. It has been cold today, but I went running before lunch. 

The exercise calmed down my mind. My mind was too much sparky in the morning to come up 

with a flood of concepts and images. Although it might have been a sign of creativity, I decided to 

bring some unity and harmony in my mind.  

Today’s running was quite meaningful and beneficial in that it brought more than what I expected; 

it provided me not only with unity and harmony but also a new avenue for my creativity. 16:47, 

Tuesday, 11/7/2017 

1716. 平均律クラヴィーア曲集が持つ音楽宇宙の中で 

リズムやメロディーから曲を作っていく方法とコードから曲を作っていく方法に関しては、まだまだ仮

説と検証の数が足りないように思う。もしかすると、コードから曲を作っていく方法に関しても、様々

な方法があり、今の自分はそれらを理解していないだけかもしれない。 

現段階では、リズムやメロディーから曲を作るというベクトルと、コードから曲を作るというベクトルの

二つを持って、しばらく作曲実践を行っていこうと思う。当面は、ある種の訓練だと思って、それらを

交互に試してみるのもいいかもしれない。 

そういえば、昨夜にもう一つ考えていたことは、ベースの音を決めるタイミングについてである。以前

に履修していたオンラインの作曲講座では、基本的にベースから音を取っていくことを推奨してい

た。やはり、流れる曲の中で最も低い音というのは幹のような役割を果たすため、そうした理由がベー

スから曲を作っていくことの背景にあるのだろうか。ここでも先ほどまでの疑問と同様に、ベースから

ではなく、高い音から曲を作っていくにはどうしたらいいのかを考えていた。 

ベースから曲を作っていくことは、推奨されているというだけであり、絶対的なものではないはずで

ある。では、ベースから曲を作らない場合には、どのような方法で曲を作っていくのがいいのかを考
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えていた。ここでもいくつか仮説のようなものを持ったため、今日の作曲実践の中で実験を重ねな

がら検証をしていきたい。 

このところ、グレン・グールドが演奏するバッハの平均律クラヴィーア曲集を頻繁に聴いている。グー

ルドの演奏するこの一連の楽曲は、三時間半ほどの時間に及ぶ。それを何度も自然と繰り返し聴

いている自分がいる。 

昨日、森有正先生の日記を読み返していたところ、興味深い記述に遭遇した。ロベルト・シューマ

ンは、ショパンを天才と評し、ショパンの曲をよく演奏していたそうだ。一方で、ショパンはシューマン

の曲を演奏することはなく、バッハの平均律クラヴィーア曲集を毎日演奏していた。ショパンに先立っ

て、ベートーヴェンもバッハの平均律クラヴィーア曲集を毎日のように演奏していたそうである。この

史実を知った時、自分がなぜバッハのこの曲を延々と繰り返し聴いているのかの隠れた理由が見

えてくるかのようであった。 

バッハの平均律クラヴィーア曲集は、一つ一つの曲が完成された曲としての意味を持っているのみ

ならず、48曲が一つの総体としての巨大な意味を持っているような気がしてならない。それは一つ

の巨大な音楽宇宙であり、その中にいると無上の心地よさを感じる。今日も、絶えずこの曲集が生

み出す音楽世界の中で仕事を進めていきたいと思う。2017/10/30（月）08:11 

No.361: Reinforcement of Knowledge Networks 

I will read again the summaries of the text book, which is for the preparation for the exam on 

Thursday. I made the summaries as if they are like knowledge networks. It means that each 

component of the summaries relates to one another, and that each node generates a whole 

semantic network. Following each node and connections reinforces my knowledge.  

I plan to read the whole summaries tonight, and to read them again in the morning and at night 

tomorrow. This is all I have to do for the upcoming exam. 16:55, Tuesday, 11/7/2017 
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1717. 先生との思い出と科学者としての原体験 

今日は午前中から仕事が随分とはかどり、夕方を迎える前に一度文章を書き留めておく余裕が生

まれた。午前中に、「学習理論と教授法」のコースの課題論文を全て最初から読み返していた時、

ふと小学校時代の恩師のことを思い出した。 

振り返ってみると、義務教育課程の時に、私は良き先生に恵まれていたと思う。今でも全ての先生

の名前を思い出すことができ、それぞれの先生に関する思い出を思い返すことができる。 

午前中、ある論文を読み終え、ふと書斎の窓の外を眺めた時、小学校六年生の時の担任の先生の

顔が思い浮かんだ。目を通していた論文が、ライティングとスキャフォールディングに関する内容だっ

たからかもしれない。私は、当時の担任の先生から受けた支援について思い返していたのである。　 

幼馴染の友人の子供が、私たちが卒業した小学校に通っており、昨年の冬、その担任の先生が今

もまだ同じ学校にいるという話を友人から聞いた。その友人の話では、先生は私が最初に執筆した

書籍を読んでくださっていたようだった。そこで私は、今年の六月に出版した書籍をメッセージを添

えて先生に贈呈することにした。今回の書籍を先生はどのように読んでくれたのだろうか。 

夕方のフローニンゲンの空に浮かぶ雲は、どこかほのかで優しい黄色い光に照らされている。目の

前に広がる空は、どこかあの時の思い出と繋がっているかのように映る。 

私が通っていた小学校では、「ひとみ」という連絡帳に日記を書き、それを毎日先生に提出すること

が求められていた。私は日記を書くことを面倒だと思ったことはなく、短くてもいいので、毎日何かし

らのことを書き留めていたように記憶している。日記の主な内容は、友達と遊んだことや週末のサッ

カースクールのことなどであったように思う。 

フローニンゲンの空を眺めながら、私はなぜだか、ある秋の日の給食時間のことを思い出してい

た。　 

六年生の時の教室の窓からは、瀬戸内海を眺めることができる。先生の席は教室の窓際にあり、私

は廊下側の前から二番目の席に座っていた。給食の際に、一番前に座っていた友人と、隣に座っ
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ていた友人と席をひっつけ、給食を食べながら、放課後に行く予定の釣りの話をしていた。すると先

生が窓際の席に腰掛けたまま、「加藤君、昨日は釣れたかね？」と話しかけてきた。 

昨日も釣りに行っていたのだが、魚が釣れたかどうかについては一切日記の中で言及していなかっ

た。というのも、その日は全く釣れず、何も釣れなかった事実を書き留めることに対して気が引けて

しまっていたからだ。釣りに行ったという事実だけを書き留め、すぐに次の話題について日記を書き

留めていた。 

一緒に給食を食べている友人を含め、そこから私たちは先生と釣りに関する話をしていた。当然な

がら、先生が全ての生徒の日記に目を通していることを知っていたが、この会話を終えた後、先生

が自分の日記を確かに読んでくれていることを嬉しく思った。先生が毎日日記を読んでくれている

という事実が、私の背中を支えてくれているような感覚があった。今思い返すと、これは目には見え

ない多大な支援であったように思う。 

日記をもとにした先生とのやり取りが、あの日から20年も経って、なぜこれほどまでに鮮明な記憶と

して残っているのだろうか。 

遠くの空が夕日に照らされ、その光の筋が自分のところにまっすぐ届いてくる。今見ている空は、見

える限りにおいて最も遠い空だ。だが、最も遠いはずの空が、最も近くに感じるのはなぜだろうか。

遥か彼方の空の輝きが、とても近くの存在の輝きに思える。 

六年生の時の担任の先生との思い出を挙げれば切りがないが、もう一つ鮮明に覚えている記憶が

湧き上がってきた。それは、冬に近づいている時期に行っていた、理科の実験に関するものだ。そ

の学期の後半では、授業中に電池で動く車を作る課題が出されていた。先生から一方的に授業を

聞くような形のものではなく、基本的に生徒一人一人が課題に取り組み、時に生徒同士で意見交

換をしながら車を作っていく課題だった。それは単純に車を組み立てていくのではなく、あえて電

池の配列を変えてみた時に、どのような動きをするのかを観察し、その観察結果を書き、そこから何

が言えるのかを考えてレポートにまとめていくような内容だった。 
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振り返ってみれば、私は義務教育課程においては、絶えず学ぶ喜びの中に浸ることのできる幸運

を経験していたように思うが、六年生の時のその課題が、学ぶことの楽しさを最も伝えてくれたので

はないかと思う。 

教室を出て、廊下で試行錯誤をしながら、車を組み立て、実験結果とそこからの考察を夢中になっ

てレポートに書いている自分がいた。自らの頭で物事を考え、それを自分の言葉で表現することの

原体験はそこにあったのだと思い出す。また、仮説を立て、それを検証する実験を行い、実験結果

の考察と新たな仮説を立てるということの究極的な楽しさをその時に味わった。その時の体験は、ま

さに科学者として仕事をする今の自分の原体験だと言える。 

一つの問いとじっくり向き合い、自分なりの言葉で回答をまとめ、その回答を、瀬戸内海を見晴らせ

る窓際に座っていた先生のところに持って行った時のあの高揚感は、今もまだこの瞬間の自分の

中に生き生きと存在している。その課題は、先生の方針からか、回答に対する正誤はほとんど重要

ではなかった。一人一人の思考過程が大切だったようだ。 

先生のところに回答を持って行き、そこで改めて自分の言葉で回答を説明することもあり、同時に

先生からの質問に対して回答するようなこともあった。自分の書いたレポートをもとにした先生との

やり取りは、忘れることのできない思い出として自分の内側に残っている。 

探究することの喜び、そして探究過程を誰かと共有し、誰かと共に探究を深めていくことの充実感と

幸福感を体験させてくれたのが、先生だったように思う。 

サマータイムの終了に伴い、これから再びあの過酷な冬がやってくる。だが、今日はとても暖かい。

風もなく、平穏な世界がそこに広がっている。書斎の窓から、ほのかな西日が差し込んでくる。 

太陽のある場所。そこに当時の記憶があり、今の自分はそこにいる。 

全ての終焉を迎える時まで、私は先生との思い出を覚えているだろう。2017/10/30（月）16:26 

No.362: Femininity and Masculinity in Music 

I came up with an idea of music composition last night. It was about femininity and masculinity.  
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I regard the upper two voices as symbols and functions of femininity, whereas I see the lower two 

voices as masculinity. I will experiment that one piece of music includes either one to make sure 

of how it sounds like. Prior to integrating four voices, I have to understand the quality of each 

voice, in particular of the cluster of upper and lower voices. 09:27, Wednesday, 11/8/2017 

1718. 透徹した意思の線 

今日は十分すぎるほどの睡眠を取り、心身が深く休まっている感覚がある。目覚めたのは七時半を

迎える少し前であり、仕事を始めたのは八時前だった。 

昨日にサマータイムが終わり、それに伴って、自分の中で何かしらの調整が入ったのかもしれない。

今日はゆったりとした感覚の中で仕事を進めていきたいと思う。ゆっくりと物事を進めていくことの重

要性、とりわけ、人生の過程の中で自分の探究を深めていく際に、ゆっくりと足を前に進めていくこ

とが極めて大切だと最近強く思う。 

自分は早く進むことができない。とにかくゆっくりと進んでいく。そうした決意にも似た思いを昨日も

持った。 

探究項目を自分の内側に詰め込むような形で向き合ってはならず、一つ一つの探究項目を最適な

間隔を設けながら向き合っていくこと。この「最適な間隔」という点が、一つ大切なポイントになる。一

つ一つの探究項目を咀嚼し、自己の内側で結晶化させるためには、最適な間隔が必要なのだ。次

から次へと探究項目を自分の内側に流し込んではならない。そのようなことをしてしまうと、一つ一

つの探究項目が熟成される時間的・空間的な余地がなくなってしまう。探究項目が真に自己の内

側で醸成されていくためには、十分な時間的・空間的な間隔が必要となる。 

いつからから、急いで前に進もうという意思がどこかに消え去った。逆に、できる限りゆっくりと着実

に進んでいこうという意思が力強く芽生え始めた。欧州で過ごす今の生活もそうした意思から生ま

れたものであり、来年から再び生活拠点を変えて探究活動に打ち込もうとしているのも、そうした意

思からもたらされたものである。 

© YOHEI KATO 2018 !39



書斎の窓から空を眺めると、薄曇りの空の下を、十羽ほどの鳥たちが綺麗な隊列を成してこちらに

向かって飛んできた。実に見事な隊列である。 

遮るもののないこの大空を、自らの意思に従って進む鳥たち。彼らには目的地があるのだろうか。

仮にあったとしても、一つの目的地からまた別の目的地に向かって、自らの意思で進んでいくのだ

ろう。遮るもののない大空を進んでいく鳥たちの姿を見ていると、人間の生き方について考えを巡ら

さざるをえなかった。 

私たちの人生には、何か遮るものがあるのだろうか。究極的な地点から突き詰めて考えてみると、

本来、私たちの人生には何も遮るものはないと思うのだ。しかし現実には、遮るものは無数に存在し

ている。それは私たち個人や社会が産み出したものだ。それら一つ一つを吟味し、遮るものからの

解放へ向けた試みに着手しないのはどうしてか？なぜ私たちは、遮られながら生きることを良しとし

ているのだろうか。 

本来、私たちの人生は大空と同様に、何も遮るものはないはずなのだ。自ら作り上げた障害と社会

が作り上げた障害の一つ一つを検証し、それを乗り越えようとしないのはどうしてなのか。 

今朝のフローニンゲンは、薄い雲が空全体を覆っている。だが、一つ一つの雲の筋は色や厚さが

異なり、白と黒の様々なグラデーションが生み出す虹のように見える。一つ一つの雲の筋が、透徹

した意思が生み出す一本の線のように思えた。2017/10/31（火）08:18 

No.363: Composition Notebook 

I started to use a notebook to keep my processes of music composition. The notebook is filled 

with music symbols and my sudden ideas of music composition. I will wrote down my daily 

experience and music ideas in the notebook, and I expect that I can freely compose music based 

on the contents in the notebook.  

My experience, memories, images, and ideas will spontaneously appear as music. I cannot repress 

my exhilaration to imagine that such a day will come in my near future. 14:26, Wednesday, 

11/8/2017 
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1719. 言葉と自己の深化 

昨日は、随分と集中的に論文を読み込んでいたように思う。「学習理論と教授法」の最終試験が明

日に迫り、どのような問題が出題されるのか、今から少し楽しみな自分がいる。というのも、今回の試

験は自由記述式のものであり、試験最中の集中した意識を通じて文章を書くというのは、非日常体

験の一種だからである。そうした非日常体験の中で文章を生み出すことはそれほど多くない。 

興味深いのは、非日常体験の中で文章を生み出す前後の自分に変化が生じることだろう。今回は

確かに単なる試験に過ぎないのだが、試験に向けて学習を進め、学習した事柄を非日常体験とし

ての試験の中で表現した後の自己は、必ずやその体験の前の自己と異なるだろう。もちろん、そう

したことが生じるためには様々な条件が必要である。今回の試験に限って言えば、その試験に向け

てどれだけ学習を深めていったかが一つの重要な要因となり、学習を深めていく過程がどのような

ものであったかも大切な要因となる。学習の度合いと学習過程の性質によって、試験という非日常

体験の前後で変化が生じるのか否かが決まってくるように思う。 

明日の試験は、学習理論と教授法について文章を書く集大成となる場であり、一旦ここでそれらの

探究項目から時間的・空間的な距離を置こうと思う。昨日に集中的な論文の読み込みを行ってい

たこともあって、それらの内容を咀嚼するために十分な睡眠が必要だったのだと思う。自分の中で

は、学習項目を詰め込み過ぎないようにすることをいつも心がけているが、昨日は少しばかり多くの

ことを学び過ぎたのかもしれない。今日はその点に意識を向けながら、試験に向けた最後の準備を

していく。 

一昨日あたりにふと、一つ一つの言葉を身体から掴み直していくことの重要性について考えていた。

私が初めて日本の外で生活を始めたのは、今から六年半ほど前のことになる。最初の生活地は米

国であり、当時の私は、英語が身体を通じて外側に出てこないことに苦しんでいたように思う。それ

は、外というベクトルのみならず、内へというベクトルに関しても同様の苦しみがあった。つまり、英

語が身体を通じて内側に入ってくる感覚と、身体を通じて外側に出ていく感覚が欠落していたの

だ。　 
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あれから六年半の月日が流れた。当時に比べれば、随分と身体を通じて英語が内側に入り、外側

に出ていくようになった。だが、自分の日本語ですらもまだ発達過程にあることから明らかなように、

外国語としての英語の発達はまだまだである。日本語も英語もどちらも、同じだけ未熟であることに

変わりはない。 

言葉を深めていくことは、自己を深めることである。言葉の深化は、存在の深化である。日本語が英

語になり、英語が日本語になる次元まで、二つの自然言語を自分の中で深めていきたいと思う。 

もはや自分は知っている。日本語が自己であり、自己が日本語であり、英語が自己であり、自己が

英語であることを。 

今日からまた、自己に他ならぬ一つ一つの言葉を身体から掴み直していくという生き方の中で日々

を過ごしていく。2017/10/31（火）08:46 

No.364: After the Exam 

Finally, the last exam in this block in this semester ended today. I was spending leisure time in 

reading whatever I want.  

I will restart my work from tomorrow, in particular, finishing the draft of two documents; one is for 

the conference in London in 2018 and the other is a short article about adult learning for business 

people. Since the next block requires only one or no exam, I can have enough time to read not 

only required text books and articles but also books and articles in the domain in which I am 

interested. I want to celebrate today and tomorrow. 19:25, Thursday, 11/9/2017 

1720. 叫び 

雨がポツポツと書斎の窓にぶつかっている。その響きは、どこか切なく、そして哀しい。その哀しさ

の所在は不明である。哀しい雨が静かに降りしきる中、私はこの人生で自分に課せられていること

が何なのかを少しばかり考えていた。それは、叫び続けることなのかもしれない。そのような思念が

浮かび上がってきた。自分の人生でやるべきことは、叫び続けることなのかもしれない。 
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今年の夏にノルウェーを訪れた際に鑑賞した、エドヴァルド・ムンクの一連の作品を思い出す。その

中に、文字どおり、『叫び』という作品があった。ムンクは紛れもなく、絵画を通じてこの世界に自己

の叫びを発し続けた。ここで述べている「叫び」というのは、魂の声がより明確な形となったもののこ

とを指す。先ほど考えていたのは、自分の一生は、自らの魂の声を聞き、それを叫びとして外側に

表現することにあるのかもしれないということだった。 

今、書斎の窓に切なく打ち付けられる無数の雨滴を見ることができる。日々の日記は、そうした無数

の雨滴と同様のものなのかもしれない。しかし、一つ一つの雨滴のような日記は、自分の魂の声の

断片であることに変わりはない。 

日記を書くことは、自分の人生を真に生きることである。いつからかそのような思いを持つようになっ

た。日記の一つ一つの中に、魂の遍歴過程が刻印され、魂の声がそこに顕現している。それを続

けていくこと、つまり日記を書き続けることが、自分自身の人生を生き続けていくことなのだ。自分の

人生を真に生きていれば、魂の呼び声が常に聞こえてくるはずである。それを常に日記に書き留

めておくのだ。逆に、魂の呼び声に絶えず耳を傾けようとすることが、自分の人生を真に生きること

につながる。 

日記を書くことは、自分の中で最優先にしなければならないことだろう。その他の事柄よりも、日記

を執筆することが重要なのだ。なぜなら、日記を書くことは、自分の人生を生きることに他ならず、日

記は自分の人生に他ならないからだ。世間で「仕事」と呼ばれる仕事ではないものに邁進するので

はなく、自分の人生を自ら紡ぎ出して生きていく。 

気がつけば、先ほどまで降っていた哀しい雨が止んでいた。書斎の窓を見ると、もう雨滴がどこかに

消えていた。雨滴が消え去っても、私の中には何かが残り続けていた。そこには自分の言葉があ

り、その音があった。魂の言葉だけがあり、その音だけがそこにあった。2017/10/31（火）09:57 

No.365: Destructive Impulse 

“Desire for destruction.” I had such an impulse last night. I thought that it was my intrinsic 

destructive impulse but that it was also the source for my vitality. Since I already described the 
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overview of the impulse in Japanese, there is nothing more to say here. However, I recognize that 

I can delineate it differently when I write it down in English.  

I have no choice but to appreciate having two distinct languages in my psyche. I do not know how 

benevolent the operationalization of multiple languages is for my being. 08:26, Friday, 

11/10/2017
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