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3781. 充実感との一体化としての死：夢の続き  

気がつけば、午前八時に近づいており、夜が白々と明けていることに気づいた。今日は昨日とは異

なり、一日中雨となるようだ。実際に今この瞬間も、すでに小雨が降っており、窓に小さな雨滴が付

着している。 

よくわからないが、今日も自分の人生のある一日が始まった。そして、よくわからないが、今日もまた

それは充実した一日になるだろうという予感がする。本当に奇妙なほどに、この充実感が一歩一歩

意志を持って歩いているかのように感じられる。しかもそれは、深まりに向かって歩いている。さらに

は、充実感そのものが、人生の最後の日に向かって歩いていることにも気づく。死への関心の高ま

りは、日々の充実感の高まりとどうやら関係がありそうだ。 

死というのはもしかすると、究極的な充実感との一体化であり、究極的な充実感の中に溶け出して

いくことなのかもしれない。あるいは、究極的な充実感の中に溶け出すことによって、充実感の根源

に還っていくことが、死という現象なのかもしれない。いずれにせよ、全ての人間と同様に、私がそ

こに向かっていることは確かだ。万民に共通し、人間存在の根底に横たわる死に関する探究に乗り

出していく日が近づいているように思う。 

たった今、一日分のコーヒーが出来上がった。実は今朝方は、先ほど書き留めていた以外にも夢を

見ていたので、それらについても書き留めておく。 

夢の中で私は、学校の体育館のような場所で、ダンスの練習をしていた。ダンスの練習をした後に、

体育館の中でフットサルの練習を始めたのだが、どうも私はそれらを全て一人で行っていたようだ。 

しばらく一人で練習をしていると、二人の友人が体育館に姿を見せた。私は彼らを誘い、一緒に練

習をしようと呼びかけた。すると彼らは、自分たちは練習をしに来たのではなく、私のマッサージを

するために来たのだと言う。私は彼らの発言に一瞬戸惑ったが、マッサージをしてもらえるのは有り

難いと思い、その場でマッサージをしてもらうことにした。 

彼らはヨガマットのようなものを持参しており、それを体育館のフロアに広げて、私をその上に寝か

せた。そこから背中や足を中心にマッサージをしてもらった。マッサージの最中、自分の身体が解
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きほぐされていくような感覚があり、とても心地よかった。一つ私が申し訳なく思っていたのは、その

時の私はダンスを行い、さらにはフットサルの練習をした後だったので、シャワーで汗を流してから

マッサージをしてもらえば良かったと思った。だが、彼らは特に何も気にしていないようだったので、

その点については私もそれ以上考えることをやめ、マッサージの心地よさの中に再び入っていった。

そこで夢の場面が変わり、私は一台のバスの中にいた。 

学校の修学旅行の一環として、そのバスに乗ってどこかに向かっているようだった。バスの中には、

いろいろな人がいたが、自分よりも後ろの席に座っている人たちがどのような人だったかは思い出

すことができない。 

私は一番前の右の列の窓際に座っており、それは運転手席の後ろだった。このバスが右ハンドル

だということを考えると、そして何より、窓から見える景色から、そこは日本だとわかった。 

バスの後ろの方の席は空いているはずなのだが、なぜか運転手席の横に二人の男女が立ってい

た。二人とも私の知り合いではなく、女性の方は寡黙そうな白人だった。 

ふとしたきっかけで、私は席を立ち、二人に話しかけてみた。日本人の男性の方は比較的よく喋る

が、やはり女性の方は静かなままだった。ただし、私が何か問いかけをすると、少し笑顔を見せて、

的確な答えを返していた。そのようなやり取りを二人としていると、後ろから、一人の日本人女性が

声をかけてきた。 

後ろには席があるはずだったのだが、どうやら空いている席がないとのことであった。そこで私は再

び自分の席に戻り、その隣が空いているので、そこを彼女に勧めた。彼女は座ることを諦めていた

ようであったから、嬉しそうに私にお礼を述べた。そこで夢から覚めた。フローニンゲン：2019/2/6

（水）08:08 

No.1652: An Outpouring Taste of Winter 

Any season has an intrinsic taste. Let’s enjoy the taste of winter at the maximum. Groningen, 

15:44, Thursday, 2/7/2019 
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3782. 音楽と狂気さ  

時刻は午前10時半を迎えた。つい先ほど、協働者の方とのオンラインミーティングを終えた。今日

のミーティングは時間としては短かったが、実に有意義なミーティングであったように思う。明日も他

の協働者の方々とのオンラインミーティングがあるが、自分の人生において、こうした協働の機会が

あるということに本当に感謝をしなければならないだろう。 

今、外は雨が降っているのだが、どこか冬の爽やかさを心の中で知覚する。その感覚をそのまま音

楽として表現する形で、先ほど一曲作った。 

昨夜は40分ほど独り言をぶつぶつ述べていると、いつの間にやら就寝時間がやってきた。人間存

在を取り巻く現代社会の課題について独り言を述べていると、奇妙なほど時間が早く流れ、興奮が

覚めた時には就寝の時間になっていた。 

昨夜にはそのような体験があり、その前には、そういえば二冊ほど大変興味深い書籍を購入したこ

とを思い出した。どちらも音楽関係の書籍であり、一冊は “Analyzing Schubert (2016)”というタイト

ルのものだ。こちらは、音楽評論家の多くがシューベルトが行う転調や、彼が生み出すハーモニー

は幾分過度であるという指摘を行っており、そうした指摘に対する反論を展開している。また、シュー

ベルトの音楽に対する分析が、なぜ音楽理論の歴史の中で辺境に位置付けられてきたのかにつ

いて論じている。私はそれを聞くまで、シューベルトの音楽がそのように扱われてきていたことを知

らなかった。シューベルトもまた周縁に追いやられてしまっていた人物だったのだろうか。そうである

とすれば、シューベルトに対する親近感がさらに強くなる。 

周縁に追いやられた人たちから受ける刺激と励まし。それは極めて大きなものがある。 

購入したもう一冊の書籍は、“Music, Madness, and the Unworking of Language (2013)”というもの

であり、こちらは音楽と狂気に関する思想的な内容になっている。ここ最近、音楽と霊性の関係性

のみならず、音楽と死の関係性が色濃く見え始め、そこから音楽と人間の狂気について関心を持っ

ていたところに、まさしく関心通りの書籍と出会うことになった。 
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音楽は、聴き手の狂気さを和らげるというよりもむしろ、もしかすると、それを刺激する側面も多分に

あるのではないかと思うことがある。さらには、そもそも音楽の作り手というのは、何らかの側面にお

いて狂気的な人間だったのではないかとすら思うことがある。 

狂気的な人間が生み出した音楽というものが、実は私たちの内側の狂気さを刺激し、さらには狂気

さを育むことにつながっているのではないかという考えが芽生えている。狂気さというのは伝染する

ものであり、継承され、育まれるものなのかもしれない。その他にも、狂気さというものをより大きな視

点で、社会文化的な要因によって生まれてくるものであることを考慮に入れると、ますます音楽と狂

気さとの関係性に対して関心が増す。 

上記の二冊の書籍をイギリスの書店に注文し、それらが到着するのは今週末から来週末にかけて

になるだろう。それらの書籍を読むことが今から楽しみだ。フローニンゲン：2019/2/6（水）10:54 

No.1653: Omnipresent Winter Grace 

Winter grace is omnipresent in the surrounding environment. Groningen, 17:49, Thursday, 

2/7/2019 

3783. ハーモニーについて 

気がつけば、時刻は午後の五時に近づいていた。今日は一日を通して曇りがちであり、早朝には

雨が降っていた。今は幸いにも雨は降っていないが、灰色の薄い雲が空全体を覆っている。その

空の下をカモメの群れが飛んでいる。 

朝、昼、夜。それらは実は、人間が人為的に生み出した区別でしかないことに改めて思いを巡らせ

ていた。そこにあるのは太陽の運動と、私たち一人一人の人間の運動があるだけであることに気づ

く。人間という生き物は本当に、諸々の思考の構築物を作りたがる。ひょっとすると、今このようにし

て日記を書いている私も、まさにそうした構築物を創造することに加担しているのかもしれない。 

今日は久しぶりに、バッハの四声のコラールに範を求めて作曲を行った。なぜ再び四声のコラール

を参考にしようと思ったかというと、四声あると、作曲上の諸々の観点や技術を試しやすいからであっ

た。例えば今日は、幾分強引ではあったが、サブドミナントマイナー、セカンダリードミナント、転調
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などを試した。強引に活用し、響きが悪くなってしまった時には、それを活用することを止めたが、

できるだけそれらの技術を試していった。 

今後は、バルトークの作曲システムや教会旋法などを試してみたいと思う。バルトークの作曲システ

ムにおいては、ハーモニーにおける機能を維持しながらも、特殊な和音構成を活用しており、それ

らについてより理解を深めていく必要がるだろう。例えば、多調的に、和音が二つの階層に分かれ

ており、上部にトニックの機能を持つ和音構成を、下部にドミナントの機能を持つ和音構成を持た

せるものがあり、バルトークの作曲システム上は、常に二つの階層をもたせた和音を活用する必要

があるのかどうか（おそらく常にではないと思われるが）、フィボナッチ数列的に音を積み上げて和

音を構築することは常なのかどうか、そのあたりの点をまずは確かめたい。教会旋法についても、実

は同様の観点で課題を抱えている。つまり、ハーモニーの創出について、幾分疑問が残っている。 

一般的な教会旋法は七種類あり、それらの一つ一つの旋法がどのような音の並び方になっている

かは理解している。それでは、教会旋法を活用する上で、ハーモニーはどのように考えればいいの

だろうか、そこにはやはり和声の機能があるのだろうか、そのようなことがまだ疑問として残ってい

る。　 

もしかしたら、それほど難しく考える必要はなく、各旋法で用いられる音を積み上げていけばいいだ

けなのかもしれないが、ひょっとすると、特殊な事柄があるかもしれない。そのあたりの課題意識を

持ちながら、教会旋法に関する手持ちの二冊の書籍、“A Concise Explanation of the Church 

Modes (2018)”と“Chorale Harmonization In The Church Modes (2018)”を読み返したい。 

今、二冊の書的のタイトルを改めて書き出してみたところ、まさに後者のタイトルは、上記の課題意

識に合致するものであることに改めて気付く。初読時の私は、大して課題意識を持っていなかたた

め、教会旋法のハーモニーに関して理解を深めることができなかったのだろう。ここからも、書物を

読む際に、課題意識を持っておくことの大切さを改めて思い知る。フローニンゲン：2019/2/6（水）

16:58 
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3784. 創造物の命とレンガ積み 

時刻は午後の六時に近づいてきた。これから過去の日記を少しばかり編集し、その後入浴を行い、

夕食を食べようと思う。 

先ほどの日記では、これから再びバッハの四声のコラールを参考にして、諸々の実験を行うことに

ついて書き留めていた。そうした実験をする際には、Cメジャーを中心にして、転調を色々と行って

みて、様々な音色を塗ってみる鍛錬も行っていきたい。そしてそれとは別に、明日あたりにでも、教

会旋法の中の一つの旋法を活用してコラールを作ってみようと思う。アイオニアンは従来の調性で

ある長調を感じさせるため、当面はその旋法は避けたいと思う。 

もし仮に、単純に教会旋法に慣れることを主眼に置くのであれば、四声のコラールよりも、二声のコ

ラールで実験をした方が良いかもしれない。まずは課題レベルを下げてみるのが実践上のコツであ

るから、今夜にでも早速二声のコラールを用いて、教会旋法の曲を作ってみようと思う。 

また、実際に曲を作るだけではなく、それぞれの教会旋法がどのような響きを持つものなのかを確

認するためにも、手持ちのMIDIキーボードを用いて、実際に自分でそれらの音を鳴らしてみること

も行っておきたい。兎にも角にも、認知的な側面のみならず、身体的にも音に慣れ親しんでいくこと

が重要であるから、これは是非とも行っておきたい。 

午前中に改めて、過去の偉大な作曲家の曲を参考にすることは、彼らの魂に再度息を吹き込むこ

とであり、それを通じて現代に生きる自己の魂を音の形に残していく実践でもある、と考えていた。

過去の作曲家の残した仕事を頼りに、彼らが曲に具現化させた魂を感じながら、これからも彼らの

曲を参考にしていく。 

繰り返しになるが、一つの曲は小さな生命であり、貴重な命を宿している。これは音楽作品のみなら

ず、どのような芸術作品にも言えることだろう。いや、人間が生み出す創造物にはどれも命が宿って

いるのだと思う。私たちが創造物に接するというのは、それは一つの生命と接していることに他なら

ないのだ。創造物から様々なことを喚起されるのは、まさに創造物の一つ一つが生きているからで

あり、そうした生命との触れ合いが、私たちに諸々の思考や感情を喚起させるのだろう。 
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時刻は午後の六時を迎えた。これから入浴を済ませ、夕食を摂った後には、ウォルター・ピストンの

“Harmony (1978)”を紐解き、セカンダリードミナントに関する第16章を読んでいく。どうやら、前回セ

カンダリードミナントを適用した際には、いくつかうまく適用できていない箇所があったようであるから、

改めて本章を読むことで、自分の理解を確かなものにしたい。 

全ての実践に当てはまることだが、私は日々、本当に小さなレンガを少しずつ積み上げていってい

るのだと思う。しかもその際には、レンガだと思っていたものが、実はレンガではなかったことに気づ

いたり、レンガにひびが入っていたりすることもしばしばである。積み上げては修正し、積み上げて

は修正し、というプロセスを通じて、少しずつ知識と技術を血肉化させているのが日々の自分の姿

だろう。学習や発達とは、そのようにしてしか進んでいかない。フローニンゲン：2019/2/6（水）18:05 

3785. 書くことと発達：テクノロジーの進化と人類の平準化・家畜化 

時刻は午後の八時に近づきつつある。つい先ほど、夕食を摂り終えた。 

今は雨も止み、静けさの佇む世界が広がっている。そんな中、書斎にはバルトークのピアノ曲が鳴

り響いている。 

夕方から、バルトークの音楽を聴き始めた。そうした音楽に加えて、ギリシアのデルフォイのアポロン

神殿の入口に刻まれた言葉、「汝自身を知れ」という言葉が聞こえてくるかのような感覚があった。

そして、画家のエドヴァルド・ムンクに多大な影響を与えた、ノルウェーの著述家ハンス・イェーガー

の「汝自身の人生を著せ（しるせ）」という言葉が聞こえてくるかのようであった。 

今日も随分と雑多なことを日記として書き留めていたように思う。だが、そうした雑多なことも、自らの

人生を著述し、人生を刻んでいることに他ならない。言い換えれば、日記を執筆することは、自らの

人生を創造することである。いやもっと言えば、日記の執筆は、自らの人生を生み出す根源とつな

がることを促す実践だと言えるだろう。 

日記を書くことの意義については、これまで何度も様々な観点で書き留めていたと思う。先ほどは、

夕食を食べている時に、食卓の窓越しに外を眺めながら、その意義について改めて考えていた。

あまり多くの観点をここで繰り返すことはしないが、一つには、言語哲学的な観点から考えると、言
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語の分節化機能を活用する形で自己を記述していくことによって、発達的な差異化が起こるという

ことだ。 

言語を用いてある対象を記述した瞬間に、それは記述されなかったものとの境界線が引かれること

になる。それは確かに二分法的な特質を持っているが、それは言語が内包する不可避の性質であ

るから如何ともしがたい。しかし、発達というのは差異化と統合化のプロセスであるから、言語を用い

て自己を著述することによって差異化を促していくというのは、書くことの一つの意義だろう。そして、

文章を書くことによって思考や感情、さらには身体感覚が整理されるような感覚を味わったことは誰

しもがあるだろう。 

それはまさに、言語には分節化の機能のみならず、思考や感情、そして身体感覚すらも統合して

いく機能があることを表している。自己を深めていく際には、必ず差異化と統合化を経験していかな

ければならず、文章を書くことは——今回は触れないが、いかなる内容をいかに書くかということも実

は極めて重要である——、そうした差異化と統合化を促進するという意味において、自己を涵養し、

人生を深めていく手段となりうる。 

そしてもう一つ、ロバート・キーガンが述べるように、発達とは主体・客体のプロセスであり、これは上

述の言語の特性から考えると分かりやすく、自己を対象にして文章を書くことは、主体を客体にして

いくことに他ならない。ここで主体とは、これまでの自分が気づけていなかった自己の側面だと考え

るとわかりやすいだろう。そうした側面に認識の光を与え、それについて言葉を当てていくことは、

客体化を行っていることに他ならない。自己を対象に文章を執筆していくことが、自己変容的な作

用があるというのは概ねそのような理由による。 

夕食を摂りながら考えていたもう一つの雑多な事柄は、テクノロジーの進化と人間発達に関すること

だ。世間一般には、テクノロジーの進歩が人間の進化を促進すると思われているようだが、私はそう

した側面も認めながらも、同時に正反対の側面についても考えている。テクノロジーの進歩は下手

をすると、人間をますます平準化し、家畜化していく方向に活用されていくのではないかと思ってい

る。実際にそれは、ソーシャルメディアの普及によって顕在化している問題であり、そこに既存のマ

スメディアという愚民化・家畜化の仕組みがあるのだから、人間の平準化と家畜化は、今後ますま

す加速化されていくのではないだろうか。しかも、そうしたテクノロジーを通じて、この世界はますま
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すグローバル化されているのだから、人間の平準化と家畜化は局所的に進行するというよりも、グロー

バルに展開されていくように思えてしかない。そしてこれは、もうどうしようもないほどに起こってい

る。  

そしてたちが悪いのは、現代人の大半はすでに平準化・家畜化された存在に成り果てているのだ

が、ここでも巧妙に、そうした事実が隠蔽される仕組みがテクノロジーを通じて構築されており、人々

は自らがもはや人間らしい生を営んではいないことに気づけなくなっているのだ。 

日々刻々と、人間が物質化され、平準化され、家畜化されていく。現実にそのようなことが起きてい

るがゆえに、私はテクノロジーの進歩を手放しに喜ぶことはできないし、テクノロジーの進化を通じ

て人類の進化を謳うような馬鹿げた論調にも賛同できない。フローニンゲン：2019/2/6（水）20:09 

3786. 背徳者としての現代人：内側の蝶の舞いと変容 

たった今日記を書き留めたにもかかわらず、まだ何かを書こうとする自分がいる。今夜は、執筆衝

動が幾分激しい。いや実際には、昨夜もそうであった。しかし昨夜は、執筆をする代わりに、40分ほ

ど独り言をつぶやいていた。結局そのような独り言をブツブツと述べるようになった背景には、日記

を書き足りなかったことが挙げられるだろう。 

確かに私は日々日記を書き、それを共有しているが、誰かに読まれることは一切期待していない。「誰

かに読んでもらうために書くのが文章というものだろう」という声が聞こえくる。確かにそれは一理あ

る。私も、この世界のどこかの誰かに向かって無意識的に文章を書いているという側面は必ずある。

だがその人がこの時代に生きているかどうかということは関係なく、自分がこの世を去ってからの時

代の誰かに読んでもらえればそれでいいと思っている節も多分にある。 

誰かのために文章を書くというのは確かに尊いことである。直近に出版した書籍はまさに、それを読

んでくださる方のために書かれたものだ。だが、自分にとって本当に重要な事柄、一切譲ることので

きない事柄というものを、読み手を意識したり、他者に迎合したりする形で書いてしまった瞬間に、

それは極度につまらないものになってしまう。実際に私はそうした文章を長らく書いてきた。だが、も

はやそのようなことはしない。 
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そうした意識の芽生えは、欧州に来る前年に日本で一年間ほど生活していた時の最中に起こった。

たとえ誰も読んでいなくても、誰も見ていなくても、自分は自らの声を発し続け、それを文章という形

にしておく。 

人間が人間であるというのは、自らの声を外に表明することなのではないだろうか。それは物理的

に声を発するということではなく、自らの内側にある声を外側に表現するということである。 

自分に固有の人生があるということ、自らに固有の命があるというのは、自らの固有の声があることと

同義なのではないだろうか。そうであるならば、自らの人生を生きるというのは、そして自らの命を生

きるというのは、自分の声を外側に表現することなのではないだろうか。であれば現代人は、全くもっ

て自らの人生を生きておらず、自らの命を生きていないことがわかる。自らの人生と自らの命に対し

て背徳的に生きることを自らに許していいのだろうか。現代人は、自らの人生と自らの命に対する背

徳者であり、罪人である。 

窓の外を眺めると、真っ暗闇の中に、オレンジ色の街灯の光が輝いている姿が目に入った。街灯

の周りには蛾が集まっている。 

蛾と蝶の違いについて考えてみる。すると、自分の内側では、絶えず蝶が羽ばたいていることに気

づく。オランダにいる自分の内側で羽ばたいている蝶は、いつかこの世界のどこかで蝶以外の存在

に変容する。そして、今この瞬間の蝶の羽ばたきは、そこに向けて自分を運ぶ極めて重要なものだ

と言えるだろう。 

日々四六時中、自分の内側には蝶が舞っており、その舞いに自覚的になれるかどうか。そうした舞

いに自覚的になれる時、真の変容が始まるだろう。その舞いは、後々の自己に大きな影響を与える。

いかなる舞いが自分の内側に起こっているのか、そしてそれにはどのような意味があるのかについ

て、絶えず自覚的になること。それこそが変容の第一歩だと言えるのではないだろうか。フローニン

ゲン：2019/2/6（水）20:30 
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3787. 今朝方の夢 

今朝は六時前に起床し、六時半から一日の活動を始めた。パソコンを立ち上げてみると、なぜかイ

ンターネットに接続することができず、今、少々困っている。パソコンはインターネット回線を認識し

ているのだが、なぜかオフライン表示になるという事態が続いている。パソコンをリスタートしたり、ネッ

トワーク設定を確かめたりしたが、まだ事態は改善していない。 

少し時間を空けて、また何かしらの手を打っておきたいと思う。携帯はインターネットに接続すること

ができるので、パソコン上の何かしらの問題ではないかと思う。 

時刻は午前七時に近づきつつある。起床直後より雨が降っており、小雨が窓ガラスに付着している。

今はインターネットがつながっていないので、今日の天気を確認することはできないが、昨日予報

を見たときの記憶を辿れば、今日は一日中雨が降るわけではなかったと思う。日中のどこかで雨が

止むことを期待しながら、まずは今朝方の夢の振り返りを行いたい。 

夢の中で私は、おそらく日本であろう国の山中にいた。厳密には、山中にある旅館のような場所に

宿泊していた。そこでは何人かの見知らぬ男女たちと合宿のようなものを行っていた。日暮れ前に、

私は旅館の外に出て、外の手洗い場に向かった。 

するとそこで二、三人の男性たちが何かを話していた。彼らの足元を見ると、美味しそうなポテトが

茹でられていた。一人一人の足元には、それぞれ別の種類のポテトが茹でられており、私は一人の

男性が作っていたポテトを食べさせてもらうことにした。実際には、その方が場を離れている時に、

私がポテトに近寄ると、「どうぞ召し上がってください」とその方がその場に戻ってきて述べたのであ

る。 

私はお礼を述べ、一つポテトを食べてみた。するとそれはとてもホクホクしており、まぶされた塩加

減などが最適であり、実に美味であった。その後もいくつかポテトをいただき、しばらくしてから旅館

の中に戻った。すると、一人の女性が私に声をかけてきた。 

女性：「そういえば、あの方を見ませんでしたか？」 
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私：「あの方？あぁ、あの男性なら外にいましたよ」 

女性：「えっ！そ、そうですか・・・」 

私：「どうかしましたか？」 

女性：「い、いえ何も」 

そのようなやり取りをその女性の方としていた時に、私はあることにとっさに気づいた。それは、この

女性はある男性を殺害しようと計画していたということである。 

その予感を裏付けるかのように、大きな座敷部屋に戻った私は、そこで一つの袋を見つけ、中を見

ると、銃弾でくり抜かれた防弾チョッキを二つ見つけた。それを見たときに、彼女は一度その男性の

殺害を試みたが、どうやら失敗したのだとわかった。そして私は、もう一つの防弾チョッキを眺めな

がら、「これは誰が着ていたのだろうか？」と考えた。すると、なんとそれは私が着ていたものだとわ

かったのである。 

これは幾分謎なのだが、男性と私はそれらの防弾チョッキを着ており、どこかのタイミングで彼女に

発砲されたのだが、それを着ていたおかげで無事だったのだ。私の命がなぜ狙われているのかは

わからなかったが、おそらく彼女の主たるターゲットはその男性であり、偶然近くにいた私のことを

彼の親友だと思い、二人同時に命を狙ったのかもしれないと察した。 

先ほどの女性とのやり取りを思い出すと、彼女は彼が生きていたことを驚いただけではなく、私が生

きていたことにも驚いていたのだ。そのようなことを考えていると、座敷部屋の隅にもう一つ袋があっ

た。幾分その袋は重たく、私がそれを持ち上げた瞬間に、中から赤ん坊の泣き声が聞こえた。なん

と、その袋には赤ちゃんが詰められていたのである。そこでも私は、あの女性はこの赤ちゃんを袋に

詰めて殺害しようとしているのだと察した。私がその袋を持って座敷を出たところで、夢の場面が変

わった。フローニンゲン：2019/2/7（木）07:15 

No.1654: Silent Delight in the End of a Day 

I’m feeling silent delight in the end of today. Groningen, 21:07, Thursday, 2/7/2019
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3788. 自発的な課題の解決：夢の続き 

つい先ほど、突然パソコン上に立ち上げていたSpotifyから、バルトークのピアノ曲が流れ始めた。

見ると、オフライン表示からオンライン表示に変わっており、つい先ほどまで抱えていたインターネッ

トの接続の問題が解決したようである。 

オランダの今の自宅においては、時々ネットワークの接続が不具合を起こすことがあり、それは原

因不明かつ解決方法も不明であり、いつも少し待つと問題が解決しているということが何回かあっ

た。確かに今回は、いつも以上に待っている時間が長かったが、30分ほど何もせずに待っていると、

勝手に問題が解決されていた。これはどこか、私たち人間の課題の解決プロセスに似ている。 

よく言われるように、課題というのは私たちがそれを解決していくのではなく、課題が課題を解決し

ていくという特性がある。ある時、ふとした時に課題が自発的に解決されていたことを経験したことは

誰しもあるだろう。これはもちろん、一切何もせずに課題が解決されるということを示しているのでは

なく、おそらく私たちの深層意識や、個人的な深層意識を超えた次元での集合意識の空間内で、

課題が徐々に紐解かれていき、課題が課題を解決する方向にゆっくりと運動を続けており、気がつ

けば課題が解決されていたという現象が起こるのだと思う。今日のインターネットの接続の不具合を

通じて、そのようなことを改めて考えさせられていた。 

インターネットが無事に接続されたおかげで、早速天気予報を確認してみると、今日の午前中一杯

は雨が降り、午後は止んで、再び夕方に雨が降るようだ。ここ最近は、気温はそれほど低くなく、比

較的過ごしやすい。今年の冬は、もしかすると暖冬なのかもしれないと思う。 

先ほど、今朝方の夢について振り返っていたが、あの夢の後にもう一つ夢を見ていた。夢の中で私

は、実際に通っていた小学校の体育館の中にいた。そこは確かに小学校時代の体育館だったの

だが、なぜかそこには中学校時代のバスケ部の顧問の先生と部活のメンバーがいた。私は部活の

キャプテンであり、夢の中でもその役割を担っているようだった。 

これから練習を始めようとすると、数名のメンバーが部活に遅れてやってきた。彼らに対して先生は

叱責をしたのだが、その叱責が少々理不尽なように思われたため、その点について私は先生に指

摘した。別に私は先生と口論しようと思っていたわけではなく、至って冷静に自分の考えを述べた。

© YOHEI KATO 2019 !15



しかし、先生はあまり私の言い分に納得していないようであり、これ以上話をしていてもしょうがない

と思った私は、練習をスタートさせるのではなく、なぜか副キャプテンの友人に練習を仕切ることを

任せ、体育館の外に出て行ってしまった。 

すると、そこにはやはり、実際に通っていた小学校の校舎があった。目の前に建っていたのは、小

学校高学年用の教室だった。不思議なことに、四年生の教室は低学年用の校舎の方にあったは

ずなのだが、目の前の校舎には四年生の教室が一階にあり、五年生の教室は二階、六年生の教

室は三階にあった。 

ふと後ろを振り返ると、部活の顧問の先生が私を追いかけてきていることに気づき、私はスッと宙に

浮いた。なぜだか私の荷物は、四年生の教室から六年生の教室にかけて、各階に一つずつ置か

れているようであり、それらを全て拾ってから帰る必要があった。 

私は先生に捕まらないように、宙に浮かんでまずは二階の五年生の教室に向かう素振りをした。す

ると先生は、私が二階に向かっていると思い込み、急いで階段を駆け上がろうとしていた。それはま

さに私の狙い通りであり、私は高度を下げて、まずは一階の教室から自分の荷物を取り、今度は二

階の教室に向かった。そこでも荷物をさっと取り、最後に三階の教室の荷物を取り終え、再び教室

の入り口から外に出ようと思った時に、先生がちょうどその場にやってきた。 

私は一瞬、「まずい」と思ったが、別に入り口から外に出る必要はなく、瀬戸内海が見える教室の窓

から外に飛び降り、再び宙に浮かんで校舎から離れていった。今朝方はそのような夢を見ていた。 

昨日の日記で書き留めていたように、この夢もまた、一つは師弟関係をテーマとしている。より具体

的には、師と対峙することがテーマになっている。こうした夢をいつまで見るのかわからないが、この

テーマに関する夢を見た都度、それを書き出し、夢と向き合っていれば、いずれこうしたテーマの

夢を見なくなるのではないかと思う。まさに、冒頭で述べたように、課題が課題を自発的に解決して

いくかのように、夢の中に現れる課題というのも自然と解決されていくものなのではないかと思う。そ

してそれが起こった時、そのテーマに関する真の治癒と変容が実現されたと言えるだろう。フローニ

ンゲン：2019/2/7（木）07:44 
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No.1655: A Song of Time 

Humans can sing. So can time. Groningen, 08:43, Friday, 2/8/2019 

3789. 進歩する進歩 

時刻は正午に近づきつつある。起床直後は小雨が降っていたが、この時間帯は青空が広がってお

り、非常にすがすがしい気分になる。 

午前中、今年一年間協働させていただいている方々とミーティングを行い、それをもって一年間の

ミーティングが全て終わり、開発していたサービスが無事に世に送り出せそうで何よりである。来年

度の協働もまた非常に楽しみである。 

ミーティングが終わった後に、ウォルター・ピストンが執筆したハーモニーに関する書籍“Harmony 

(1978)”の続きを読もうと事前に計画していたのだが、青空が広がっていたため、読書をするのでは

なく、外にランニングに出かけた。 

先日の日記で書き留めたように、この季節は晴れの日が少なく、太陽の光を拝むこと、そしてそれ

を浴びることは貴重であるから、迷わず外に出かけて行った。今日はかなり風が強かったが、近所

の運河沿いのサイクリングロードを心地よく走ることができた。 

ミーティング後の意識を整理する意味でも、そして太陽の光を少しでも浴びる意味でも、先ほどのラ

ンニングは実に有益だったように思う。身体を動かすことによって、意識の状態は本当に変わるの

だ。ここに、身体と意識の密接なつながりを見出すことができるだろう。 

もう少しで昼食の時間となり、昼食を摂ってからは、まず過去の日記を編集する。その後、上述の書

籍を読み返していきたい。ピストンの書籍から得られることは本当に多く、午後は、セカンダリードミ

ナントに関する章を読み込んでいこうと思う。簡単に述べると、セカンダリードミナントとは、ハーモニー

の機能を残しながらも、色を拡張させる働きを持っている。おそらくこの方法を発明した当時の作曲

家は、曲として使える色を増やしていくことを目標に掲げていたのだろう。いやもしかすると、どの作
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曲家も、自分の曲で使える色を拡張させることを大切にしていたのではないかと思う。作曲家は一

様に、自分の内側で知覚された音楽的絵画を表現するための色を必死に探していたのではない

か。彼らは自分の内的感覚に最も合致する色を真摯に追い求めていたのではないか。そのようなこ

とを思わされる。 

上述のピストンの書籍を購入したのは随分と前のことになる。購入当時の私は、この書籍の内容が

あまりにも難しく、内容をほとんど理解することができなかった。だが今は、そこで書かれていること

を理解し始めている自分がいることに驚く。もっと言えば、一年半前の私は、楽譜上、「ド」の音がど

こにあるのかわからないところから作曲実践と音楽理論の学習をスタートさせたのであるから、そこ

から現在に至るまでの進歩には驚かされる。当然この進歩もまだ微々たるものだが、それでも進歩

があったという事実には変わりない。こうした小さな進歩を見逃さずに把握し、進歩そのものを育ん

でいくことが重要だろう。 

進歩という現象もまるで生き物であるかのように、絶えず自発的な運動を続けており、その運動を支

えていく試みが重要になる。それがまさに、進歩そのものに気づくということであり、絶え間ない学習

と実践を行うことだと言えるだろう。 

進歩も量子と同じように、気づきの意識を与えることによって振る舞いを変え、進歩はそれとしてさら

に進歩していくのだ。こうしたことを思うと、午後からの小さな学習と実践がますます楽しみになり、こ

こから一年後の自分がいかなる場所に立っているのかも楽しみだ。フローニンゲン：2019/2/7（木）

12:02 

No.1656: A Hymn for Metaphysics 

In a word, our thinking is a song which always encapsulates metaphysical elements. Groningen, 

11:31, Friday, 2/8/2019 

3790. セカンダリードミナントに関する進展 

時刻は四時半を迎えた。天気予報とは異なり、この時間はまだ雨が降っていない。先ほど曲を作り

ながらふと、いかなる季節にも固有の味があり、冬の味を最大限に味わうことの大切さを思っていた。
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昼食前にランニングに出かけた時と同様に、今もまだ風が強い。裸の街路樹が強風に煽られてい

る。この裸の街路樹が新緑をつけるまでもう少し時間がかかるが、それは必ずやってくる。 

先ほどまでハーモニーに関する理論書を読んでいた。曲というのは人間と同じく、水平・垂直方向

の性質を持っており、ハーモニーはまさに垂直方向の性質を司っている。一つの曲を発展させてい

くときに、水平・垂直の二つの軸からその方法を考えていくことが重要になる。 

一昨日から昨日にかけて、理解したと思っていたセカンダリードミナントの使用に関して、実践上少

し迷いが生じることがあり、再度ハーモニーに関する理論書の該当箇所を読み進めていた。それが

功を奏して、先ほどようやく、その曖昧だった箇所の理解がはっきりした。具体的には、これまで私

はドミナントモーションを活用する先のキーをメジャーキーとマイナーキーを混同する形で理解して

おり、基本的にVのドミナント機能が強いのはメジャーキーであるから、セカンダリードミナントの使用

先の音も基本的にはメジャーキーとして扱った方が良いということがわかった。 

もちろん、セカンダリードミナントの使用先の音をマイナーキーのIとみなすこともできるが、その場合

には、導音をしっかりと作らなければならない。というのも、マイナーキーのVはドミナントの機能が弱

いからである。 

これにて、なぜ時々理論書内の具体例における変化記号の付け方に理解できないものがあったの

かが理解できた。早速、新しく獲得された理解を元に、これからバッハの四声のコラールを参考にし

て、セカンダリードミナントを積極的に活用したい。 

作曲実践がひと段落したら、理論書を再び読む前に、“The Tao of Music: Sound Psychology 

(1997)”の再読を行おうと思う。音楽を霊性の観点から探究するのはもちろんのこと、音楽を心理学

的な観点からも探究していきたい。例えば本書は、そうした探究の支えになるだろう。 

読書を終えたら、ちょうど入浴と夕食の時間がやってくるだろう。ゆっくりと入浴をし、その際はしばし

無の状態になる。その後夕食を摂り、日記を一つ執筆した後に、本日最後の作曲実践を行う。その

際は、モーツァルトに範を求めようと思う。この時には、特に何か新しいことを試すというよりも、モー

ツァルトの美しいメロディーを参考にしながら、メロディーの綺麗な曲を作るように心がけたい。本日
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を締め括る作曲実践を終えたら、今夜はターナーの画集を眺めたい。フローニンゲン：2019/2/7

（木）16:45 

No.1657: The Interstice between Illusion and Reality 

The interstice between illusion and reality is thin and thick. Groningen, 17:45, Friday, 2/8/2019

3791. 本日の振り返り 

時刻は午後八時を迎えた。本日を締め括る日記を書き終えたら、最後に作曲実践をもう一度行い、

時間が余れば音楽理論に関する書籍を読んだり、ターナーの画集を眺めたりしようと思う。 

先ほどまで小雨が降っていたようだが、今は雨が止んだようだ。静かな闇の世界が外に広がってい

る。 

今週は月曜日から今日にかけて、協働者の方たちと毎日何かしらのオンラインミーティングが一件

入っていた。すでに四日ほどそうした日が続いていたとわかった時に、今日は水曜ではなく、木曜

日であることに気づいた。今日綴っていた英文日記の曜日をどうやら一日間違えてしまっていたよ

うであり、しかも昨日分の日記も全て間違えていたようであったから、つい先ほど全て修正をしてお

いた。オランダで生活をし始めてから、曜日感覚が消失していき、こうしたことがよく起こるようになっ

た。日記の曜日を修正するのは面倒だが、おそらくそれは良い兆候なのだと思う。毎日が、自分の

内側の時間感覚を通じて流れていく。明日もまたそうした一日になるだろう。 

夕方にふと、私は毎日浴びるように音楽を聴いていることに気づいた。様々な楽器が鳴るような交

響曲ではなく、基本的にピアノ曲を聴くことがほとんどであり、毎日ピアノ曲の音の中で生活をして

いると言える。 

音楽の世界の中で日々を生きていると、自分が随分と音楽の恩恵を受けていることに気づく。とりわ

け、音楽が持つ治癒と変容の力の恩恵を毎日受けているように思えてくる。音楽が持つ治癒と変容

の力に関しては、それほど本格的に探究をしているわけではないが、実体験として、音楽が自らの

魂に安らぎを与え、それをさらに育む形で作用していることがわかる。 
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今日はこれからモーツァルトに範を求めて作曲実践をする。その際には、基本的にはメロディーに

最も意識を集中させたい。しかしそれだけではなく、やはりここ数日間学習しているセカンダリードミ

ナントを活用していきたいと思う。これから参考にする曲が短いことを考えると、それを一、二回ほど

適用することができればと思う。 

今日もバッハの四声のコラールを参考にし、改めて思うのは、バッハのコラールを参考にして作曲

をするときは、とにかくハーモニーに関する様々な技術を試すようにする。ウォルター・ピストンの書

籍を読みながら、あるいは他の書籍を読みながら、新しい観点が得られるたびに、その観点を適用

した実践を行う。 

バッハのコラールを参考にすることは、ハーモニーの技術を高める訓練の場であるとみなしたい。

そうした実践を継続していけば、使える色がよりいっそう増えてくるだろうと確信している。それはす

なわち、作曲による表現の幅が広がることを意味している。明日もそうした意識を持ちながら、可能

であれば、教会旋法を試した曲も作ってみようと思う。フローニンゲン：2019/2/7（木）20:24

3792. 数式解の向こう側に広がる海を見る夢 

今朝は六時過ぎに起床し、六時半から一日の活動を始めた。起床直後に洗面を済ませた後に行う

ヨガの実践を今日も行っていた。それは時間としては極めて短いが、本格的な座禅の代わりに数分

ほど静かに座り、そしてそこからヨガのいくつかのアーサナを行う。座る時間やアーサナの種類に変

化はあるが、気がつけば、この一連の実践をかれこれ八年ほど続けているように思う。旅先におい

てもそれを実践しているところを見ると、こうした実践は完全に習慣になっているようだ。こうした継続

的な実践があるおかげで、日々が水のごとく進行しているのだろう。そして何より、一日を生きる気

力を得ることにも繋がっている。 

今朝方の夢について少し振り返っておきたい。夢の中で私は、欧州のどこかの国のある街の森林

公園にいた。ちょうどそこには休憩所のような施設があり、私はそこで休憩をすることにした。中に入

るとすぐ目に飛び込んできたのは、五歳ぐらいの外国人の男の子とその父親の姿だった。 

施設の中にはその他にも人がいたのだが、なぜか私はその親子だけに視線が向かった。ちょうど

彼らの前を通ると、お互いに目が合い、挨拶を交わした。すると、その男の子が手に持っているノー
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トに私の意識が向かった。なにやらその子は、ノートに数式をびっしりと書き込み、笑顔でそれらの

数式群と向き合っている。 

私がその子に英語で話しかけてみると、彼は流暢な英語で返答した。彼の英語は流暢ではあった

が、この親子は英語圏の出身というよりも、北欧諸国の出身のような気がした。 

私は自分が日本人であることを伝えると、その子が、「何か日本語を教えて欲しい」と述べた。私は

自分のノートにいくつか漢字を書いて、それをその子に見せた。すると驚いたことに、彼は私が書い

た漢字を見事に自分のノートに書くことができたのである。このちょっとしたやり取りから、彼には何

か特別な才能があるのかもしれないと思った。 

こうしたやり取りを男の子としている最中、その子の父親は終始にこやかにしながら黙っていた。男

の子が向こうのテーブルで数学の問題に取り組みたいと父親に述べ、父親はそれを快諾した。 

私はその子がどんな問題に取り組んでいるのか気になったので、その子と一緒に向こうのテーブル

に向かった。早速その子はノートを広げ、なにやら難解そうな数式を解き始めた。しかし、その数式

をよくよく見ると、それは二次方程式のようにも見えたため、もしかすると、それを解くのはそれほど

難しいことではないのかもしれないと思った——もちろん、五歳の子供には難しいだろうが。 

ふと、その男の子の後ろを見ると、そこには中学生ぐらいの日本人の女の子が二人いて、彼女たち

もノートを広げて、なにやら難解な数式と格闘していた。私の目の前の男の子は楽しそうに数式と

向き合っており、それは数式と戯れていると言ってもいい。一方、その子の後ろに座っている女の

子たちは、文字通り、数式と格闘しているようだった。 

彼女たちのノートもこちらから見ることができ、どうやら一人の女の子は、ダークマターに関する問題

と向き合っているようだった。再び目の前の男の子のノートに目を向けると、どうやら数式を解くこと

ができたようだ。それに対して、その子は相当喜んでおり、満面の笑みを浮かべていた。その喜び

が伝染するかのように、私はその子とその数式について話をしていた。その中で、「ここからは解の

場合分けが必要だね」と私が述べたのを覚えている。それを述べた瞬間に、一つ一つの解の向こう

側に特殊な空間が広がっていて、そのうちの一つの解の領域が、どこかの国の海岸を想起させた。
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綺麗な砂浜と穏やかな海が、一つの解の向こう側にイメージとして広がっていた。フローニンゲン：

2019/2/8（金）07:16 

No.1658: A Folding Fan of Satan 

A strong wind is blowing, which looks as if Satan were using a folding fun. Groningen, 11:58, 

Saturday, 2/9/2019 

3793. 自然言語と音楽言語との深層的な出会い 

辺りは静かな闇に包まれている。もう三十分ほどすれば、夜が明けてくるだろう。 

先ほど今朝方の夢について書き留めていたが、実際にはもう一つ場面の異なる夢を見ていた。だ

が、その夢については残念ながらほとんど覚えていない。見知らぬ日本人の女性と話をしていたの

を覚えているが、その時の周りの様子などについては覚えていない。ただし、その女性との会話に

花が咲いていたのだけは覚えている。 

普段何気なく夢を書き出し、夢の内容について少しばかり考えを巡らせることが、実に良いシャドー

ワークになっているように感じる。当然ながら、話をしながらシャドーと向き合っていくトークセラピー

にも有益性はあるが、夢と向き合うことはかなり深いシャドーワークであることを実感する。そもそも

夢というものが、自己の深層的な意識から生み出されたものであるのだから、それと向き合うことは

ほぼ必然的に深いシャドーワークになるのだろう。 

今日は協働関係の仕事がないため、一日を通して探究活動と創造活動に十分な時間を充てること

ができる。それらの活動に付随して、今日もまた雑多な事柄を日記として書き残して行こうと思う。 

とにかく書くという実践をここ数年間特に意識して行ってきたことにより、この一、二年における、自

然言語に対する認識と接し方に変化が見られるように思う。おそらく欧州にやってきた最初の年は、

自然言語の持つ深層的な価値とその限界についてそれほど明確な認識を持っていなかったので

はないかと思う。当然ながら、井筒俊彦先生の言語哲学に関する書籍や、発達理論に関するテキ

ストを読む中で、自然言語の価値と限界、そして発達段階と言語認識の関係性については頭では

理解していた。そうした理解が、真に経験を通じて深まっていったのは、ここ一、二年のことだろう。 
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おそらく私は、自然言語で自己及びリアリティを記述する価値を体験を通じて深く知ってしまったが

ゆえに、毎日このようにして日記を書き続けているのだろう。一方で、自然言語の固有の限界を幾

度となくまざまざと体験することが積み重なることによって、自然言語以外の言語、特にその一つと

して音楽言語に関心が向かったのだと思う。そして実際に、自然言語で綴られる日記だけではなく、

音楽言語で綴られる日記、すなわち日々の作曲実践が不可欠な日常実践になった。 

まだ欧州に住んでいる自分が、欧州にやってきたことに対する意味付けをするのは時期尚早かもし

れないが、見逃すことのできない意味の一つは、自然言語の価値と限界に対する明確な認識を得

たことであり、同時に、音楽言語という自然言語以外の表現手段と出会ったことだと言えるだろう。

端的には、自然言語と音楽言語の双方と深層的な出会いを果たしたことが、欧州にやってきた意

義だったように思う。 

今日もまた、音楽理論を積極的に学習していく。音楽理論の書物を読む際には自然言語を介在さ

せるが、音楽言語そのものは自然言語とは異なる言語であり、作曲中の所々では、自然言語を介

在しない意識が働く。自然言語を用いて自己及びリアリティを記述することの限界に絶望するような

自分はもはや存在しておらず、そうしたことが実現されたのは、音楽言語との出会いによるものだろ

う。 

今日もまた、自然言語と音楽言語の双方を持って、形を生み出し、その形が生まれる場所に還って

いくための実践を行う。フローニンゲン：2019/2/8（金）07:38 

No.1659: Colorful Invitation 

This reality always sends us a letter of colorful invitation. Groningen, 16:31, Saturday, 2/9/2019 

3794. ⼼⽿・魂⽿ 

時刻は午前10時を迎えた。天気予報の通り、少し前から小雨が降り始めた。それは決して激しい雨

ではなく、天から静かにしたたり落ちてくるような雨である。雨滴の付着した窓を前景として、裸の街

路樹、さらには鬱蒼とした薄い雨雲が広がっている光景は、どことなく趣深い。こうした景色に趣を

感じられるほどに、自己涵養が進んでいることがわかる。そしてそれは、単に趣を感じられるだけに
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留まらず、趣を起点にしてさらなる自己発見につながる思考や感覚が生み出されていく様子を確

認することができる。今日もまた、北欧にほど近いフローニンゲンという街で、心満たされた一日を

送る。これからも、絶えず心が満たされた、心が豊かな生活を送っていこうと思う。そうした生活を送

ることは至上の幸福感をもたらし、それ以上に大切なことはないだろう。 

今日はこれから、バッハの四声のコラールに範を求めて作曲実践を行う。本来は、コラールを参考

に作曲をする時には対位法を含めて、諸々の理論的な側面に気をつけなければならないと思うの

だが、今の私はそうした知識をまだ深く獲得しておらず、現状においては、ハーモニーに関する様々

な観点を試すために、バッハのコラールを参考にしている。 

今から曲を作る際には、曲の前半部分に教会旋法の一つの手法を適用し、後半部分でセカンダリー

ドミナント、さらにはサブドミナントマイナーを活用していこうと思う。とりあえず、キーはメジャーキー

を選択したい。 

「コラール」というのは、そもそも賛美歌を指しており、人が歌うものである。ここでふと、人は歌を歌う

が、時も歌を歌っているように最近感じられることについて考えを巡らせていた。時も歌を歌ってい

るということに気付けるかどうか、これもまた人間として真に生きているかどうかを示す指標だと思う。

時は絶えず異なる音色の音楽を奏でており、それは絶えず変化している。ゆったりとした音楽の時

もあれば、早い音楽の時もある。時が相対的であるという特質は、まさに時が奏でる音楽に注目をし

てみるとよく分かる。 

時が奏でる音楽を聴くためには、物理的な耳を働かせるのではなく、心の耳を働かせることが大切

である。心には眼だけではなく、耳まであるということに気づいたのは比較的最近のことであった。

そこからさらに、魂の眼だけではなく、魂の耳があることがわかる。シュタイナーの音楽思想に関す

る書籍を読んでいると、シュタイナーはおそらく、魂の耳の存在を提唱し、音楽を魂の耳で聴く重要

性を説いていたのだと思う。ここからは、心の耳、さらには魂の耳の感覚を養っていく。 

先日の日記で書き留めたように、日々綴っている日記は、誰かが読んでいようがいまいが全く関係

なく、絶えず書き続けられるものとして存在している。それと全く同じことが、日々の作曲実践にも当
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てはまる。私は、誰かが聴いていようが聴いていまいが全く関係なく、これからも音楽を作り続けて

いく。 

早朝に、過去に作った曲をMuseScoreのオンライン上にアップロードしていたところ、一人の外国人

から以前作った曲に対してコメントが付されていた。私はこうしたコメントには一切反応しないように

しているのだが、それは非常に好意的なコメントであった。そうしたコメントのあるなし、聴く人の有無

にかかわらず、絶え間なく曲を作り続けていく。そのようにしてこの世界を生き、この世界に何かしら

の貢献を果たしていく。フローニンゲン：2019/2/8（金）10:27 

3795. 外国のように感じられる日本 

時刻は午後の九時を迎えようとしている。夕食後から雨が強く降り始め、窓に付着した雨滴のせい

で、外の世界が見えなくなっている。街灯のオレンジ色の明かりだけが、かろうじて外に見えるぐら

いだ。 

先ほど、ひょんなことから、北海道について調べていた。私はまだ一度も北海道に行ったことがなく、

近い将来に日本に一時帰国することがあれば、ぜひとも北海道に一度足を運んでみたいと前々か

ら思っていた。そのため、函館や札幌の両都市において、いろいろと観光地を調べていた。これは

幾分奇妙な感覚なのだが、日本に行くことはもはや母国に戻るというよりも、外国に行く感覚がす

る。  

とりわけ、日本国内でまだ自分が一度も足を踏み入れたことがない場所に関しては、異国性がより

いっそう強まる。これは不思議かつ大変興味深いのだが、先ほど札幌について調べていると、旅の

高揚感、さらには旅に伴う独特の緊張感があった。 

欧州での三年間の生活の中で、オランダを拠点にして、欧州の様々な国に訪れたが、その時も当

然ながら旅の高揚感はありながらも、緊張感などほとんどなかった。一方、日本に一時帰国すること

や、日本でまだ訪れていない場所に足を踏み入れることにはどことなく不思議な緊張感がある。こう

した感覚については、またその出所を含めて考察をしていきたいと思う。いずれにせよ、近い将来

北海道を訪れてみたいと思う。 
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今日はこれから、普段行っている就寝前の作曲実践の代わりに、過去の日記の編集を行いたい。

ちょうど本日20本分の日記を書き終えたため、まとめて編集するタイミングとなった。今から一、二週

間前に未編集の日記の編集をすべて終え、そこからは20本分の日記が溜まったら、その都度編集

するようにしている。これを習慣化させれば、もう未編集の日記があれほどまでに溜まることはない

だろう。日記の編集をしたら、少しばかり早いが、今日はもう就寝し、明日に備えたいと思う。 

明日は、本日届いた、“Analyzing Schubert (2016)”の初読を始めようと思う。今回は初読であるから、

細部まで読み進めていくのではなく、まずは全体像を把握することに努めていく。その際に、掲載さ

れているシューベルトの楽譜に対する分析の中で、関心を引く部分についてはゆっくりと読む。ま

ずは自分の関心を強く弾く箇所だけをさらうようにして読んでいけばいいだろう。 

明日の作曲実践としては、スクリャービンが発明した神秘和音を実験してみることや、ストラヴィンス

キーやラヴェルも活用していたペトルーシュカ和音を実験してみようと思う。その際には、おそらくバッ

ハのコラールを参考にしてみるのが良いだろう。それらの和音をこれまでまだ一度も活用したことが

ないため、実験の課題レベルを下げるために、わかりやすいCメジャーキーを選択して曲を作ろうと

思う。 

今週も気がつけばあっという間に週末を迎えた。二月は本当に早く過ぎ去っていく感じがする。フロー

ニンゲン：2019/2/8（金）21:16

3796. コンサート会場に向かう夢 

今週も気がつけば週末がやってきて、今日から土曜日が始まった。今日は七時前の起床となり、い

つもより一時間ほど遅い起床だった。昨夜の就寝時間はいつもと同じであったから、より多くの睡眠

を取り、そのおかげか今朝の調子は大変良い。ゆっくりと本日の活動を始めていきたいと思う。 

ここ数日間は天気の悪い日が続いていたが、今日は晴れ所々曇りのような天気になるようだ。今朝

改めて気づいたが、七時半あたりにはすでにうっすらと外が明るくなってきており、随分と日の出の

時間が早くなったと思う。八時半を迎えた今は、もう辺りは明るくなっており、幸いにも青空が広がっ

ている。 
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忘れないうちに、今朝方の夢について振り返っておきたい。夢の中で私は、日本ではない国のある

街に滞在していた。その街のホテルから、音楽を聴きにコンサートホールに行く計画を立てており、

二人の友人に一緒にコンサートを聴きに行かないかと尋ねた。一人は、インドネシアからフローニン

ゲン大学に留学していた友人であり、もう一人はフローニンゲンで知り合った日本人の友人だっ

た。  

偶然にも三人とも同じホテルに宿泊しており、ホテルの目の前のバス停からコンサート会場までは

バス一本で行ける。二人と一緒にコンサートに行くことができるだろうと勝手に思っていたのである

が、インドネシア人の友人は用事が入ってしまったようであり、当日に無理だと述べた。また、もう一

人の友人は、今回の演奏曲がとても古典的なものであり、プログラムの構成としてあまり面白くない

という理由でコンサートには行かないと述べた。二人に断られた時は少々残念に思ったが、私はそ

のコンサートには一人でも行くつもりだったので、ホテルを出発し、バス停に向かった。 

そのバス停には、いくつか番号の異なるバスが停車するため、違う番号のものに乗らないようにする

必要がある。コンサート会場に向かうバスの番号は「101」であり、しばらくバス停で待っていると、そ

のバスがやってきた。 

実はその前に、インドネシア人の友人はつい先ほどコンサートには行かないと述べたはずなのに、

やっぱり行きたいというメッセージが携帯に届き、私は再びホテルに引き返していた。だが、結局彼

女は再び考えを変えて、やはり行かないと述べた。そのようなやり取りをしていると、101の番号のバ

スがバス停に到着する姿が見え、そのバスはすぐに発車してしまった。時間に余裕をもたせていた

ため、次のバスに乗ればなんとか間に合うものの、コンサートに行くのか行かないのかを何度も変え

られることは少し迷惑であった。結局、私は再び一人でバス停に向かい、無事に101のバスに乗り

込むことができた。バスの乗車口は、運転席近くではなく、バスの胴体の真ん中にあった。 

乗車口からバスの中に入ると、アメリカ人の女性の中年運転手がにこやかに、「カードを通してくだ

さい」と述べた。カードを通す場所がどこにあるのかわからず、おそらく運転席の近くにあるのだろう

と思った私は、運転手の方に向かっていくと、運転席の横にいた、運転手の補佐役のような男性が、

「カードの通し口は、乗車口の所にあります」と親切に教えてくれた。すでにバスは発車していたた

め、揺れで歩きにくかったが、再び乗車口まで戻って、カードを通した。バスの中には、客がまばら
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に座っていたが、彼らは全員アメリカ人であり、しかも皆一様に、一人が一つ以上の席を使ってい

た。  

そのため、客がそれほど多くないにも関わらず、空いている席を見つけるのが意外と困難であった。

するとすぐに、バスがあるバス停に到着し、何人かの客が降りていったため、私は席に座ることがで

きた。席に腰掛けた時、夢から覚めた。フローニンゲン：2019/2/9（土）08:49 

No.1660: Everyday Full of Riddles and Mysteries 

Everyday is rife with riddles and mysteries. Today was so, too. Groningen, 21:20, Saturday, 

2/9/2019 

3797. ハーバード大学教育大学院の面接の招待 

時刻は午前10時を迎えた。早朝から青空が広がっており、今もとても穏やかな空を眺めることがで

きる。風は幾分強いが、ランニングがてら、昼食前に近所のスーパーに立ち寄りたいと思う。 

今朝起床直後、まだ半覚醒意識の状態にあった時、知人の日本人の方が自分に何か重要なメー

ルを送ってくれたように直感的に感じた。そのため、今日は珍しく、一日の活動を始める際にまずは

メールを確認した。すると、ハーバード大学教育大学院（HGSE）から一通のメールが届けられてい

た。 

昨年より、HGSEの芸術教育プログラムに関心を持ち、私は昨年末にそのプログラムに出願をして

いた。過去にHGSEの博士課程に二回不合格になっており、仮に今回良い知らせが届き、HGSEに

進学することになれば、今回は四つ目の修士号となる。 

昨年の秋にHGSEの芸術教育プログラムのコースに参加したり、プログラム長と話をする中で、この

プログラムは今の自分の関心に合致したものであると思っていた。すでに欧米の大学院で三つ修

士号を取得し、昨年以降、学術機関での学びに対してかなり疑問の目を持っているのだが、この芸

術教育プログラムは、他ではなかなか探究を深めていけないような作りになっている。実際にHGSE

に足を運び、関係者の話を聞いたり、クラスに参加することによって、履修することのできるコースを
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含め、多くの探究機会がこのプログラムにはあると思うようになった。そのような背景から、昨年の年

末にこのプログラムに応募していた。 

正直なところ、今の私は、シュタイナー教育をより深く探究したいという思いがあるため、スイスのド

ルナッハにある精神自由科学大学に行くことも考えている。この大学は、学位を授けることは行って

いないのだが、シュタイナーの思想をゆっくりと体系立てて学ぶことのできる一年間のプログラムが

ある（もう一年延長することも可能とのことである）。また、音楽理論の探究と作曲実践、そして日本

企業との諸々の協働プロジェクトを進めていくことを考えてみたときに、仮にどちらのプログラムにも

受け入れられた場合に、どちらを選択するかはまだ決めていない。どちらも今の自分にとって重要

であり、甲乙つけがたい。生活地としての魅力は間違い無く、ボストンよりもスイスのドルナッハの方

に軍配が上がる。 

話を元に戻すと、今朝方、HGSEのアドミッションから一通のメールが届けられた。そのメールの冒

頭には、有り難いことに、私に関心を持ってくれた旨の記述があった。このメールは、さらによく私の

ことを知るために、スカイプでの面接を行いたいという招待メールであった。 

HGSEは、英語圏以外の国籍を持つ者に対して、TOEFLの合計スコアを最低104点、各セクション26

点を要求している。私は合計スコアとしては要求を上回っているのだが、スピーキングのセクション

だけそれを下回っている。そのため、出願に際しては、おそらくここ数年から取り入れられたであろ

うオーディオリコーディングも合わせて提出した。過去に博士課程に出願した際には、オーディオリ

コーディングは取り入れられていなかった。TOEFLのスピーキングセクションの最初の設問のような

問いが一題だけ出題され、準備の時間と回答時間はTOEFLよりも多く確保されており、一応問題

なく回答し、それを提出していた。 

これまで出願した際には、一度も面接に招待されることはなかったため、この機会を嬉しく思う。もち

ろん、面接の機会を得られたことが受け入れを保証されたわけでは全くない。修士課程に関しては

データが公表されていないが、博士課程に関しては、毎年600人ほどの出願があり、そのうち45~50

人ほどに面接の招待があるとのことである。そのデータを踏まえると、過去の私は、面接の前で拒否

されていたことになる。繰り返しになるが、修士課程においては、各プログラムで受け入れる人数が
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異なり、面接の有無も異なるようであるから、面接への招待が合格を保証しているわけでは全くない

が、私に関心を持ってもらえたことは有り難い。 

面接の候補日を三つほど与えてもらい、来週の木曜日の午後（オランダ時間の午後三時：ボストン

時間の午前九時）に、アドミッションのエミリーという方と、10〜15分ほど話をさせてもらえるように

なった。面接だからといって、かしこまる必要はなく、それは面接というよりも、単なる顔合わせと、

ちょっとした雑談によってお互いを知るというプロセスだと見なしている。 

その日の午前中には、新しく動きだす協働プロジェクトに関するオンラインミーティングがあるが、当

日のどちらのミーティングも、普段通りに相手と対話をしようと思う。フローニンゲン：2019/2/9（土）

10:57 

No.1661: The Winter Wild 

I can feel kind of élan vital this morning. Groningen, 08:12, Sunday, 2/10/2019

3798. 今年の夏の北海道生活 

時刻は午後の二時を迎えた。早朝より吹いていた風が強さを増し、強風が辺りを吹き抜けていく様

子が見える。 

つい今しがた仮眠から目覚めた時、今日も一日がとても速く流れていることに気づく。確かに今朝

はいつもより一時間ほど遅く起床したが、それを差し引いても、一日の時間の流れの速さは驚くほ

どである。特に二月に入ってからは、本当に毎日が光のように素早く過ぎ去っていく。 

今年の夏にオランダを離れ、アメリカかスイスに行く前には、ビザの都合上、一度日本に戻る必要

がある。突然だが、その際には、一、二ヶ月間ほど北海道で生活をしようと思う。 

実は昨夜と今朝は、北海道のマンスリーマンションをあれこれと調べていた。日本の首都圏、さらに

は本州の大都市にはできるだけ近づかないようにしたという思いがある。それらの場所に近づき、そ

れらの場所で生活をしてしまうと、自分がどうしても鈍らせたくない感覚が鈍ってしまうように思うから
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だ。そうしたことから、仮にこの夏に日本に一時帰国することになったとしても、本州の大都市には

足を踏み入れないようにする。 

もちろん、欧州から日本に戻る際には、成田か関空に行く必要があるので、一日、二日ほどは、空

港近くのホテルに宿泊するかもしれないが、滞在はその程度に留める。今の私は、確かに諸々の

感覚に対して敏感になりすぎているのは承知だが、そうした感覚を大切にして生きていくことは極め

て重要であるがゆえに、感覚を鈍磨させないためにも、本州の大都市での生活は極力避ける。そう

したことから生活候補地に挙がったのが北海道だった。もし仮に、この秋からアメリカで生活をする

ことになるのであれば、アメリカのビザを取得する必要があり、ビザ面接は札幌でも受けられる。 

今から八年前にジョン・エフ・ケネディ大学に留学した際には、大阪でビザ面接を受けた。行き先が

アメリカの場合は、北海道で生活をしながらにしてビザ面接を受けることができそうだ。一方で、この

秋からスイスで生活を始めることになった場合、ビザ面接をどこで受けられるのかを確認したところ、

日本にあるスイスの領事館はアメリカのそれと比べて少なく、大使館はもちろん東京にあり、領事館

はどうやら大阪にしかないようだった。しかも、大阪の領事館ではビザ等の発行は行われいないよう

であり、東京でビザ面接をする必要があるらしい。しかし、そういえばオランダで生活を始めるにあ

たって、日本とオランダで締結されている条約上、オランダに入国する際には、ビザが不要であっ

た。 

それと同じことがスイスにも当てはまらないかどうかを確認してみたところ、なんと同じことが当てはま

るようだった。つまり、スイスの入国に際しては、日本人であればビザは不要であるとのことだった。

ただし、長期滞在の場合は、オランダで生活をした時と同様に、滞在許可書を得る必要があるらし

い。滞在許可書の申請書を確認してみたところ、2ページほどの非常に簡潔なものだった。 

まだアメリカに行くともスイスに行くとも決まっていないのだが、今朝は色々な調べ物をしていた。確

かに第三の選択肢として、オランダに残るというものもあるが、アメリカかスイスに行くことになれば、

この夏は一、二ヶ月ほど札幌で生活をしようと思う。残念ながら函館にはあまり良いマンスリーマン

ションを見るけることができず、今のところの生活地の第一候補は札幌である。フローニンゲン：

2019/2/9（土）14:44 
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No.1662: Flowers in a Wasteland 

Flowers can bloom even in a wasteland. It implies that we can make our flowers bloom wherever 

we are in this reality. Groningen, 11:08, Sunday, 2/10/2019 

3799. この夏からの生活 

時刻はゆっくりと午後三時に近づきつつある。午前中の青空はどこかに行ってしまい、薄い雲が空

を覆っている。そして、木枯らしがフローニンゲンの街を吹き抜けている。 

先ほど仮眠を取ったので、これから午後の活動に入っていきたい。具体的には、バッハのコラール

に範を求めて作曲実践をし、昨日届いた、“Analyzing Schubert (2016)”を読み進めていこうと思う。

本書は、ケンブリッジ大学出版から出版されているだけあって、非常にしっかりとした内容を持つ書

物である。今回が初読であることを考えると、細部に入り込むのではなく、まずは全体を把握するよ

うな読み方を心がけたい。 

今朝方の日記で書き留めたように、昨年の年末に、ハーバード大学教育大学院（HGSE）の芸術教

育プログラムに出願をした。仮にこのプログラムに受け入れられたら、教育大学院のコースを履修

することも確かに楽しみだが、実はそれ以上に楽しみなのは、ハーバードの音楽科と哲学科のコー

スを履修することだ。 

仮に渡米を果たしたら、そこでのプログラムの期間は一年であるから、その一年でできる限りの学び

を得る必要がある。ただし、プログラム終了後に、OPTを活用してもう一年アメリカに残ることができ

ることも忘れてはならない。OPTとは、アメリカで学位を取得した外国人がアメリカで一年ほど働くこ

とを許可するものであり、あるいは職を探すことを目的に一年間ほど滞在を許されるものだ。私はそ

れを活用して、一年目では履修しきれないであろう音楽科と哲学科のコースを可能な限り全て履修

しようと計画している。 

当然ながらこの計画は、芸術教育プログラムに受け入れられればの話であり、さらに、受け入れら

れたとしても、スイスではなくアメリカを選んだ場合に限った話である。とにかく、仮にハーバードで

学ぶ機会を得ることができたら、学部レベルから大学院レベルにわたって、音楽理論と作曲理論の
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全てのコースを履修したい。また、哲学科のコースに関しては、時間と空間の哲学に関するコース、

マルセル・プルーストの『失われた時を求めて』の一冊を精読する中で、プルーストの思想を理解し

ていくことに焦点を当てたコース、ハイデガーの思想に関するコースを履修する予定だ。 

音楽科と哲学科のコース以外では、戦争と組織犯罪に関する社会学のコース、宗教と資本主義の

誕生に関する経済学のコースを履修しようと思っている。ビジネススクールやケネディスクールには、

残念ながら関心を引くコースは一つもないようなので、教育大学院以外のコースにおいては、音楽

に関するものを中心に、上記のようなコースを二年かけて履修していくことになるだろう。それらの大

半は、単位の取得を目的にしたものではなく、聴講という形になるだろう。仮にハーバードに受け入

れられ、アメリカに行く選択をしたら、二年間の中で旺盛な探究をしたいと思う。 

ふと先ほど、これまでの留学した時期を振り返っていた。最初に西海岸の大学院に留学をしたのは、

25歳の時であった。そしてオランダに留学をしたのは30歳の時であった。それらの留学を振り返っ

てみると、年齢ごとに留学を通じて体験されることが異なり、留学に持たせる意味が異なっているこ

とに気づく。今回アメリカにせよ、スイスにせよ、そこで学びを得る際には、留学とみなされるのだが、

私の中ではもはやそれは留学のようには思えない。というのも、学術機関で学ぼうが学ぶまいが、

継続して学習することが常態化されている現在においては、どこの国で、どのような形で学んでい

たとしても、その本質が変わらないがゆえに、留学をするという感覚はもはや自分の中に全くないの

である。受け入れ先の国が私のことを留学生とみなすだけであり、それに付随する諸手続きが存在

するだけだ。 

この夏からどこで何を学んでいるのかは不確定だが、どの国にいたとしても、私は何かを学び続け

ているだろう。そして、どこで生活をしていたとしても、その学びをこの社会に還元する試みを継続さ

せていくだろう。フローニンゲン：2019/2/9（土）15:08 

No.1663: A Sweet Taste of Death 

From now, I’ll read again one of Ernst Becker’s magna opera, “The Birth and Death of Meaning: 

An Interdisciplinary Perspective on the Problem of Man(1971)” and “The Denial of Death(1973).” 

© YOHEI KATO 2019 !34



3800. ハーバード大学教育大学院の面接に向けて 

今朝方の日記で書き留めたように、来週の木曜日には、ハーバード大学教育大学院（HGSE）のア

ドミッションの方と面接を行うことになっている。時間としては、10~15分程度とのことであり、それは

本当に顔合わせのようなものだと思う。もちろん、彼らの意図は、私自身をより知ることであり、私の

コミュニケーション能力に関して知ることを挙げることができるだろう。実際に、それら二点について

知りたいという言及がメールの中にあった。 

今回の出願で提出したTOEFLの結果は、二年前に自分の英語力を確認するためにユトレヒトで受

験したものである。欧米で既に七年間ほど生活をしているのだが、スピーキングのセクションに関し

ては、26点を取得することができたことがない。実際のところは、スピーキングの対策をしっかり行う

ことを怠っていたため、26点を獲得できていないことも納得できるのだが、TOEFLのスピーキングは

かなり特殊であることは間違いないだろう。そもそも、アカデミックな英語力を試す試験であるはずな

のに、小難しい単語を使ったり、少しでも書き言葉のような英語になったりすると、採点官の心象を

悪くし、点数が減点されてしまうというのは困ったものだ。 

そうしたことを嘆いていても仕方ないのだが、今回、アドミッションの方に自分のアプリケーションに

興味を持ってもらえたことは幸いだ。当日に何を聞かれるのかは未知だが、面接時間の短さを考え

ると、非常に簡単な事柄をいくつか質問されるか、カジュアルな会話を通じてコミュニケーション能

力と人柄を確かめられるぐらいだろうか。形式上は面接だが、それを重く捉える必要はないだろう。

面接を担当してくださる方との会話を楽しみ、その中で、こちらからいくつかの質問を投げかけてみ

ようと思う。当日までにまだ時間があるので、いくつかこちらからの質問を考えておくことにする。 

今朝方HGSEから送られてきた面接の招待メールには、面接の候補日時と誰と面接をするかの案

内があった。もちろん、誰に関しては、ファーストネームしか記載されておらず、誰と話をするかのよっ

て何かが変わるわけではそれほどないと思ったが、覚えやすい名前、かつ発音しやすい名前のエ

ミリーという方を選択した。その他にも二人ほど面接担当がいたのだが、一人はエナード、もう一人

はアリシアという名前であり、どちらもそれほど難しい名前ではないのだが、エミリーという名前が一

番覚えやすく、発音がしやすいと思ったのでその方を選択することにした。 
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再三述べているように、自分のアプリケーションに関心を持ってもらえ、面接の招待を受けたからと

いって受け入れられることが保証されているわけでは全くない。いかような結果になったとしても、欧

州での三年間の生活に一旦区切りをつけ、再び新しい挑戦をするために、別の国で生活をするこ

とは今から楽しみである。今年の夏前から、少しばかり身辺が慌しくなりそうだ。フローニンゲン：

2019/2/9（土）15:27

© YOHEI KATO 2019 !36


