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1921. 異常聴覚と取り留めもない思考 

日本に戻ってきてからの初日は、早朝の四時過ぎに起床した。昨夜は九時過ぎに就寝し、途中に

何度も目を覚ますことがあったが、起床直後の心身の状態は良好であるように思われる。ただ、何

度も目を覚ますことに並行して、私は何かに取り憑かれたかのように、昨日と同様の主題について

考えさせられていた。 

昨日は、フローニンゲンからアムステルダム、アムステルダムからフランクフルト、フランクフルトから

成田へと大きな移動をしたが、フランクフルトから成田に向かうまでの間に取った30分だけが昨日

の睡眠であった。成田に到着した頃には睡眠不足のためか、知覚認識に少しばかり異常が現れ始

めた。睡眠をきちんと取らないと、私の場合はとりわけ耳の感覚認識に影響が出てくるようだった。

端的には、周りの小さな音がやたらと大きく聞こえたり、背中や後頭部など、耳以外の感覚器官を

通じて音を認識するような事態に見舞われた。そして、そのような形で認識された音は、時に幻聴と

なって現れた。 

突然の睡魔に襲われたため、成田空港から滞在先の品川へ向かうバスの車内では、目を閉じて仮

眠をすることにした。品川に到着する頃には、仮眠のおかげもあり、聴覚認識の異常は治まった。 

あれは一体何だったのだろうか？普段私は食事と睡眠にはとりわけ気をつけており、昨日のような

現象は滅多に起きない。睡眠を取らなかったことにより、自分の聴覚認識の生々しい原型を見たよ

うだった。音が増幅し、聞こえるはずのない身体感覚から音を掴まえることができるという体験は、自

分の身体感覚の持つ不思議な側面を映し出していた。 

これまでのところ、取り留めもないことをつらつらと書き留めているように思う。昨夜から自分の中で

蠢いている思念について書き留めなければならないことを知っているが、それがまだできない。そう

した思念をどのように言葉として把捉し、どのように言葉の形として外に表現すればいいのか思い

悩んでいる。 

私は、この冬は過酷さを感じることはないと以前の日記の中で述べていた。欧州の実存的に過酷な

冬を、今年は容易に乗り越えられると思っていた。仮に欧州に留まっていたらそうだったのだろう。

だが、日本に帰ってきたことが、そうではない可能性を浮上させることになった。 
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昨日、世界のいろいろな場所で遭遇した人たちを眺めていると、彼らには彼ら固有の人生があり、

一人一人が自らの固有の生を生きているということに対して、激しい感動に包まれた。同時に、人

生は一人一人異なったものであるということが、激しい物寂しさを生み出した。一人一人が固有の

人生を生きているという、このシンプルな気づきの中に相反する二つの感情が同居するのはなぜな

のだろうか。その問いに対する回答など一切望んでおらず、その先の問いも一切望んでいない。ま

た、考えを深めるなどということも一切したくない。 

自分を捉えて離さない主題から目を背けて逃げ出したいような思いになる。 

結局、今日も今日がやってきた。もう明日は来ないかもしれないという恐怖はなく、明日を待ち望む

ような希望もない。 

一つの日が全てその日に完結し、完結の瞬間が次の日へと連続的な流れを生み出している。私の

存在は、もうそうした連続的な流れに溶け出しているのだと思う。 

「流れの中で生きる」ということほど馬鹿げた言葉はないように思える。そんな生き方などない。私た

ちは流れの中で生きることなどできないのだ。 

私たちは流れの中にことごとく溶け込んでいく。自己そのものが流れそのものに他ならないというこ

とがわからなければ、「流れの中で生きる」ということほど浅薄な言葉はないように思える。 

始まりも終わりもない流れが、またそこにあり続けている。2017/12/22（金）04:47 

No.566: Embodiment of Buddhism in My Music 

I hope my music to be colored with eastern philosophies someday. In particular, if my music 

embodies Buddhism, I’ll not wish anything else. Of course, I want to manifest the essence of 

western philosophies in my music. However, that is not my contribution to this world.  

I’ll devote myself to incorporate both western and eastern philosophies about human nature into 

my music. So as to accomplish it, I’ll practice music composition today as usual. 09:25, Sunday, 

12/31/2017 
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1922. 実在感 

結局、昨日から取り憑かれている複数の主題の輪郭をなぞるようなことを今もまだやっている。昨日

は、列車や飛行機での移動の 中、日本語で日記を書くことを避けていた。その代わりに、英語で

日記を書くことを頻繁に行っていた。そうした自分の行動の背景にあるのは、結局恐怖なのだという

ことが昨日の段階から分かっていた。 

日本語を紡ぎ出し、また新たに自己の認識世界を拡張・深化させていくことほど恐怖を伴うことはな

い。もう終わりにしたいと何度も思うことがある。 

自己の内側から自分の言葉を日本語で紡ぎ出し、自己を成熟の方向へと向かせることほど不毛な

試みはないのではないか、と思うことがある。端的には、そうした試みは辛いのである。 

日本語を自己の内側から紡ぎ出し、紡ぎ出された言葉が新たな認識世界を開拓していく様子をもう

見てはいられないと思うことがある。日本語を母国語として持ち、日本語を紡ぎ出すという行為その

ものが、一つの宿命であり、呪縛だと感じたことはないだろうか。 

昨日、オランダから日本へ向かう様々な場所で、私はこの地球上に存在する様々な国籍を持つ人

たちの姿を見た。彼らもまた、宿命を背負い、呪縛された存在なのだと知る。人はそうした宿命と呪

縛にどのように向き合っているのだろうか。 

「他人は他人である」ということなど間違っても言えない。私が取り憑かれているのは、人間に普遍

的な一つの大きな問題だと思うからである。 

ここ 近私は、絶望と希望を混合し、その混合物を超越した感情が存在していることに気づいた。

昨日はとりわけ、その感情によって随分と心が動かされていた。それは文字どおり、心を動かし、あ

る種の感動を伴っていた。私はこの感動に見舞われるたびに、場所に関係なく、目頭が熱くなるこ

とがある。昨日は何度も何度も、そのような体験をしていた。全くどうでもいいような事柄が奇跡に思

え、とても愛おしく思えることが頻繁に起こるのだ。 

言葉に出すこともためらわれるような些細な事柄に対して、私は逐一感動してしまう。 
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昨日、成田空港内で荷物が機内から流れてくるのを待っている時、アジア人の一人の男性が自分

の荷物がベルトコンベヤーで流れてくるのに気づくのが遅れ、それを小走りで追いかけたが結局そ

れは再びベルコンベヤーの機械の奥へと流れ去っていった。そのアジア人男性の後を小さな女の

子が追いかけていた。どうやら二人は家族のようだった。 

結局荷物をそこでは受け取ることができず、次のベルトコンベヤーの流れを待つことになったようだっ

た。その父親と娘は一瞬残念そうな表情を見せていたが、二人は笑顔で何か会話を交わしていた。

私はその光景を見たとき、とても微笑ましくなり、心を動かされた。 

このベルトコンベヤーに来る直前に、私はロビーのフロアで突然片足を滑らせた。下を見ると、大量

の液体がフロアーに溢れていた。ベルトコンベヤーに向かう 中からアルコールの匂いがすると思っ

ていたが、どうやらそれはウィスキーのようだった。 

足を滑らせた私の横に空港の職員の方がいて、今からそれを拭き取ることを私に告げた。私は片

足を滑らせたが、転倒することもなく、自分が持っている運に感謝をした。フロアーに溢れていたウィ

スキーを踏めたという奇跡と全く転倒することもなかったという奇跡が、無性に自分を笑わせた。 

人間として生きるということは、もしかするとそのようなことを指すのかもしれない。生きるということは、

絶え間ない現象と連続的に向き合っていくことであるが、私たちはそうした無数の現象の向こう側に

あるものを見失ってはならない。いや、それを見なければならないのである。そうでなければ、私た

ちは日常の無数の現象に飲み込まれ、生を見失い、人生を見失う。 

一つ一つの現象を超えた先にあるものを見るとき、そこには絶望と希望を超えた感動があるように

思えるのだ。絶望など 初から存在しておらず、希望など 初から存在していなかったのだ。ある

のはただ、絶望と希望を超越したこの感情であり、この実在感なのだ。 

空港から外に出たとき、東京の夕焼けが感動的なほどに美しく見えた。私はそこで初めて、日本の

夕焼けの音を聞いたのだと思う。2017/12/22（金）05:25 
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No.567: Paragon of Beauty 

Aesthetics, aesthetics, and aesthetics. It captures me in an existential and spiritual way. I’ll shift 

my research theme in my near future to aesthetics.  

My irrepressible interest lies in how we develop our sense of beauty, which would be relevant with 

the development of our intelligence. Beauty captures us, and each of us is a paragon of beauty. 

We are equally the embodiment of beauty. 10:19, Sunday, 12/31/2017 

1923. 連続的な至福時間 

起床してから二時間半が経ち、少しばかり自分の思考も落ち着き始めたように思う。早朝の六時半

の東京は、すでに夜明けを迎えており、もう辺りが明るい。この素朴な自然現象が、どれほど自分の

心を落ち着けることだろうか。オランダではまだこれから二時間ほど真っ暗闇が続き、九時を迎える

頃になってようやく、今私が東京で見ているような空模様となる。 

幸いにも東京に滞在中は天気に恵まれる。今日はこれからホテルで朝食をゆっくり摂り、八時過ぎ

にホテルを出発しようと思う。 初に向かう場所は、上野のTOHOシネマズである。 

実は昨日、六本木のTOHOシネマズで『ゴッホ： 後の手紙』を鑑賞しようと思っていたのだが、バ

ス停を見つけることがなかなかできず、自分が乗るべきバスが目の前を去っていくという事態に見舞

われた。そのため、昨夜は映画を見ることを断念し、ホテルでゆっくりすることにした。 

今日はこれから上野のTOHOシネマズでこの作品を鑑賞する。オランダで事前に予告編を見たとき、

非常に斬新な撮影をしていることに感銘を受け、ぜひとも本作を見たいと思った。というよりも、オラ

ンダのクレラー・ミュラー美術館を訪れて以降、ゴッホは私にとって多大な意味を持つ存在になり始

めており、この映画と巡り合ったこともきっと何かの理由があるのだと思う。 

昨日見逃した映画は日本語字幕のものであり、今日見る予定のものは日本語吹き替えのものであ

る。私はあまり日本語吹き替えが好きではないのだが、今日の鑑賞はそうした毛嫌いを払拭してく

れることになるかもしれない。 
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映画を見終えた後、歩いて行ける距離にある国立西洋美術館を訪れる。ここでは、「北斎とジャポ

ニスム」の展覧会を見る。昨年も北斎の作品を見るために、あえて数日ほど東京に滞在したという経

緯がある。昨年は非常に残念ながら、すみだ北斎美術館が閉館しており、作品を見ることができな

かった。今回は開館日を確認し、明日は母方の叔父と共にこの美術館を訪れる。国立西洋美術館

で展覧会を鑑賞した後は、丸善丸の内本店に足を運び、作曲に関する良い書籍があれば購入し

たいと思う。 

あと何回私は自分の足で東京を歩けるかわからないため、上野から秋葉原を経由して東京駅まで45

分ほどゆっくりと散歩したい。 

今日は映画鑑賞から始まり、絵画作品の鑑賞、そして書籍巡りをするという至福な時間の連続とな

るだろう。ゆっくりと本を選んだあとは、丸善に足を運ぶ際にはお決まりのように、エムシー・カフェで

特製のハヤシライスを食べたい。2017/12/22（金）06:46 

No.568: The Study Of Fugue (1987) 

I think I don’t grasp the gist of combining more than two melody lines. I need to learn the art of 

fugue. I’ll purchase “The Study Of Fugue (1987)” written by Alfred Mann. Once I can 

comprehend the essence of fugue, I’ll be able to open a new door for diary-like music 

composition. 11:09, Sunday, 12/31/2017 

1924. 滑稽さに満ちた品川での朝 

日本に一時帰国してからの二日目の今日も笑いと感動に溢れていた。今日は早朝の四時に起床

し、滞在先のホテルでもオランダでの生活とほぼ同じような形で早朝の時間を過ごしていた。 

普段は朝食に果物しか食べないが、どこかに旅行に出かけた際には、宿泊先のホテルでしっかりと

朝食を摂ることにしている。七時を少し過ぎた頃に朝食を済ませ、八時半前にホテルを出発した。 

品川駅に到着し、忘れずにオランダから持ってきたSuicaを改札口に通すと、ブザーが鳴り、「係員

までお申し付けください」という表示が出た。何の表示かわからなかったが、私はその指示に素直に

従って係員のところに行き、Suicaを手渡した。 
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私：「おはようございます。Suicaがうまく使えないみたいで」 

係員：「あぁ、一定期間使われていないようだったのでロックがかかっていました」 

私：「そうですか」 

係員：「はい、今ロックを解除しました」 

私：「ちなみに、今おいくらチャージされていますか？」 

係員：「・・・7円！」 

私：「7円！（笑）」 

そこまでお互いに丁寧語で会話をしていたのだが、金額が表示された瞬間に、係員は「（7円）です」

という丁寧語を喪失し、「7円！」と叫んだ。私はチャージされていた金額のあまりの少なさと、係員

が「です」を付け忘れるぐらいに驚いていた姿に思わず笑ってしまった。 

係員：「はい、7円です（笑）チャージしてください」 

私：「はい、チャージします（笑）」 

日本で滞在する二週間強のために、財布には2300円ほどの現金が入っている。そのうちの1000円

をSuicaのチャージに充てた。 

一年振りにSuicaに現金をチャージした際にも、昨年のようにSuicaを差し込む場所がなく、Suicaを特

定場所に置く形で現金が補填される仕組みになっていたことには少々戸惑った。早朝から、Suica

一枚でこのような笑いと驚きが得られることを有り難く思った。 

係員の方とのやり取りを思い出しながら改札口を抜けた時、思い出し笑いがまだ止まらなかった。「7

円！」という係員の方の表情と丁寧語の失念はとても愉快だった。同時に、この世界には7円と7億

円が異なるものだと思っている人が無数に存在していることもまた滑稽であった。 
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日本はインフルエンザのワクチンが足りず、東京都内の人混みではマスクを着用したほうがいい、と

父から帰国前に連絡があった。ちょうど行きのフライトのアメニティにマスクがもらえることを知ってい

たため、そのマスクを品川駅の構内で着用することにした。しかし、これまでの人生においてマスク

など付けたことがほとんどないため、着用のコツを掴んでいないのか、マスクを着用すると眼鏡がや

たらに曇り始めた。辺りを見渡すと、マスクを付けている人が散見されたため、彼らのマスクの付け

方を観察してみた。 

初はマスクというものは鼻を隠すのか否かについて考え、隠さなければ意味がないと判断し、鼻

を隠した。その後、マスクが平坦だから眼鏡に熱気が上がってくるのかと思い、マスクの形状を変え

てみた。でも上手くいかない。周りの人のマスクの付け方を観察してみたが、私の付け方は間違っ

ていないはずだった。それでも眼鏡がやたらに曇るため、結局熱気が眼鏡に上がってこないように、

鼻の上からマスクを手で押さえる形で移動することにした。 

マスクを付けて道行く人を観察している自分、そしてマスクから立ち込める熱気の対応に朝から思

考を働かせている自分がとても滑稽だった。この世界で生きるということは滑稽であり、愉快である

からこそ、究極的に真剣だと思えないだろうか。2017/12/22（金）21:33 

No.569: Study of Fugue 

I’ll download music scores of Bach’ fugues through MuseScore to analyze how to compose a form 

of fugue. Although I already know that a fugue is an advanced topic for me, my interest is 

captivated by the technique. I hope that a form of fugue provides me with another possibility for 

music composition. 11:17, Sunday, 12/31/2017 

1925.『ゴッホ： 後の手紙』 

昨日は一日中動き回っていたため、日記を書き留めておく余裕がなかった。今朝は五時に起床し、

ようやく昨日についての日記を書き留めておこうという気持ちになっている。昨日はまず 初に、上

野のTOHOシネマズに行き、『ゴッホ： 後の手紙』を鑑賞した。公開されてからすでに時間が経っ

ているためか、館内で入場の放送があった後、すぐに上映ルームに向かうとそこには誰もいなかっ

た。 
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だだっ広い上映ルームに私は一番乗りとなった。スクリーンを真正面に眺めることのできる中段の

席を確保し、しばらく席に座っていると、少しずつ客が入ってきた。ネクタイを締めたサラリーマン風

の中年男性もちらほら見られ、金曜日の朝九時から仕事をすることなく映画鑑賞をするというという

のは、とても真っ当かつ関心させられることだと思った。しかも映画の内容がゴッホの死の謎に迫り、

芸術家として生を燃焼させたゴッホの生き様に関するものであるから、仕事の合間にこうした映画を

見ることのできる心のゆとりと感性は持ってしかるべきだと思う。 

そのようなことをぼんやりと考えていると、上映が始まった。この作品は期待通り、いや期待している

以上の内容であった。総勢125人名の画家たちが作った油絵が動くという新しい感覚の作品であり、

斬新な映画体験がこの作品へと深く私を引き込んで行った。 

この作品の外形をいくらなぞっても意味はないであろう。とにかく私はこの作品に感動していたとい

うことだけを書き留めておきたい。どうやらそうした感動を味わっていたのは私だけではなかったよう

だ。その証拠に、この作品のエンドロールが終わった後、その場にいた全員が妙な静寂さに浸って

いたからだ。私も、この作品を見てすぐに外の世界に戻ることが随分とためらわれた。 

良質な映画というのは、私たちに非日常体験をもたらす。そのようなことを思わずにはいられない。 

私は随分とゴッホの生き様に肩入れをしているように思う。というのも、私は自分の生き方をオランダ

生まれのこの画家に自然と投影してしまうからである。 

28歳から筆を取り、その後37歳で亡くなるまでの9年間を一心不乱に絵画創作に打ち込んだゴッホ。

この世界に産み落とした800にも及ぶ作品のうち、生前中に売れたのはたったの一作品であったと

言われている。 

早朝の八時から夕方の五時まで絵画を描き、夜は弟のテオに向けた手紙を書き続けた。真の孤独

さの中でこのような生活を毎日送り続けていたゴッホ。 

今の私にとって、ゴッホはあまりにも大きな存在であるがゆえに、ゴッホについて文章を書くことがま

まならない。いやその理由は、ゴッホについて文章を書くということが自分について文章を書くことを

意味しているからかもしれない。 
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映画館を後にした私は、自分の中で起こっているゴッホ体験と今後どのように向き合っていけばい

いのだろうか、と考えを巡らせていた。 

上野の空は冬晴れであった。私は空だけを、空の向こう側だけを眺めていたい気持ちだった。2017/

12/23（土）06:21 

No.570: Curtain of Light 

I’m currently staying at my parent’s place in Yamaguchi prefecture, which is located in the west 

of Japan. While walking on the beach after lunch, I thought this place embodied a concealed 

aspect of beautiful Japan.  

Probably, foreigners don’t——or cannot——recognize it because this place is not on a guidebook 

for travelers. I came across a beautiful “curtain of light” from the sky. The sea and clouds were 

glorified by the halo. I felt as if I were in a museum of nature. 15:44, Sunday, 12/31/2017 

1926. 旅の疲れ 

昨日の早朝から胃腸が悪い。移動の疲れが突如として現れたのかもしれない。 

行きの機内の中ではほとんど睡眠を取ることがなく、欧州から日本に来る時は時差の都合上、少し

ばかり睡眠を取っておいた方が良かったのかもしれないと今頃になって思う。 

もう一つ大きな気づきとしては、人が密集している場所にいると随分とエネルギーが消耗するという

ことだった。東京とオランダでは人口密度が全く異なり、おそらく私は東京の人混みに酔い、そこで

エネルギーをかなり消耗してしまったのだと思う。今回の一件を通じて、東京で再度生活をすること

は勇気のいることだと思った。 

一昨日はホテルの朝食をおいしく食べることができたが、昨日はそうではなかった。食事がほとんど

喉に通らず、ベーコンを一口かじった際には吐き気を催した。 

今日はこれから実家に戻る。朝食はフルーツ類など軽いものを食べようと思う。 
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昨日は体調が悪いながらも、叔父に会いに両国駅まで向かった。叔父にあったのはおそらく三年

振りだろうか。かねてから訪れたいと思っていた、すみだ北斎美術館に足を運び、二人で北斎の作

品を鑑賞した。当初の予定では、北斎美術館の直ぐ近くにある有名な温泉に行き、その後に夕食

を共にする予定だった。しかしながら、私が体調不良であったため、温泉と夕食を取りやめ、北斎

美術館を訪れた後は近くのカフェでゆっくりと話をした。 

「やり残したことがあるというのはいいことだ」という叔父の言葉が心に響く。また数年後、叔父と会い、

今度は温泉と夕食を共にしたいと思う。2017/12/24（日）06:22 

【追記】 

改めて、何気なく叔父の言葉を読み返してみると、いろいろと考えさせられることがあった。「やり残

したことがあるというのはいいことだ」という言葉は、実に深い意味を持っているように思う。それはも

しかすると、私たちの誰もが避けることのできない死を絶対的に肯定するようなものに思われたの

だ。　 

私たちは、誰もが皆、いつかは違う世界に旅立つ。その際に、誰しもが、この地上においてやり残し

たことを抱えているのではないかと思う。なぜなら、私たちの日々の諸々の営みは完結することなど

ないからである。唯一完結する時というのは、まさに死の瞬間なのではないかと思う。いや、もしかし

たら私たちは、あちらの世界で、この地上でやり残したことに再び従事し始めるのかもしれない。「や

り残したことがあるというのはいいことだ」という叔父の言葉から多くのことを考えさせられる。 

No.571: Fugue-Like Writings 

I’m thinking about the possibility of fugue-like writings. In other words, my main interest is how 

to write a couple of sentences with different meanings in a melodious way. Each sentence seems 

to deal with a different theme, but an invisible coherence exists in various sentences. That is 

fugue-like. I gradually perceive a horizon between both writing and music composition. 20:34, 

Sunday, 12/31/2017 
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1927. 禅病 

昨日から今朝にかけて頭痛がひどかったが、今は随分と落ち着いている。今この日記を東京から

山口県に向かう新幹線の中で書いている。 

今朝方、頭痛と相まって、激しい幻聴に襲われた。全身が巨大な音に包まれ、その音に私は怯え

ていた。それは快音では決してなく、不快かつ恐怖を煽るような激しい音であり、それが全身を包み、

私はその音に震え、怯えていた。今はもうそうした幻聴は聞こえない。 

東京で二日ほど過ごすことによって、私は一つ極めて重要なことに気づいた。なぜそれに今まで気

づかなかったのかと思うぐらいに重要なことだ。それは、私が「禅病」を患っているかもしれないとい

うことだった。 

今から七年前に日本を離れて以降、私は数々の超常的な経験をしてきた。それは神秘体験と形容

することもできるかもしれないが、私はこれまで一度も自分の体験に「見性体験」という言葉を当てた

ことはなかった。だが、私は昨日ハッとした。 

この七年間経験してきたことの幾つかは、紛れもなく悟りの体験であり、見性体験と呼ばれるものだっ

たのではないか思ったのである。東京に戻ってきてからも、自分が夢遊病者のような感覚に陥って

いることがよくあることに気づく。今朝もホテルで朝食を摂っている時、これは夢の中の世界なのか

もしれないと思っていた。夢の世界の中に自分がいて、見知らぬ無数の人たちもそこで生を営んで

いる。そんなことを呆然と考えていた。 

見性後の残滓に囚われる我。以前、ある知人の方が、悟りの体験は悟りの体験によって超克されて

いかなければならない、というようなことを述べていたことを思い出す。 

悟りの体験は、間違いなく私たちの認識の枠組みを変容させる。しかし、それはまた新たな認識の

枠組みを構築することを意味している。 
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私は長らく、悟りの体験によって得られた認識の枠組みに固着していたのではないだろうか。見え

なくてもいいものが見えることに対する強烈なまでの苦痛を長らく経験していた。これは禅病を患っ

ていた、もしくは「魔境」に私が入り込んでしまっていたと言えるかもしれない。 

日本に戻ってくるたびに、私は辛くなる。今回の一時帰国も改めて、なんとも言えない辛さが自分の

中にあった。 

もうこの国に住むことはないのかもしれないという思いが頭をよぎる。だが、上記のような極めて個人

的な問題が問題として認識されない形で溶解していくためには、いつかきっと母国で生活を営んで

いかなければならないのだと思う。母国を思う気持ちと母国で生きることの過酷さの折り合いをどの

ように付ければいいのだろうか。今の私には何もわからない。2017/12/24（日）09:59 

No.572: Active Practice 

Thinking back to my recent music composition, I notice that it has lacked active 

practice. Although I have reproduced some actual examples of music scores in a textbook, it has 

seemed passive.  

From tomorrow, I have to engage in music composition more deeply. The best way would be 

creating actual music by myself with theoretical and aesthetic reflection. 21:09, Sunday, 

12/31/2017 

1928. 自他一如 

不思議なことに、日本に到着して以降、英文日記を執筆する気力がそれほど湧かない。英語を書

こうとする意思は弱く、英文を読もうとする意思も弱い。 

オランダで生活をしている時は、日本語で日記を書く意思はあっても、日本語を読もうとする意思は

それほどないことを考えてみると、今は逆の状況にある。私の内側の何かが変わったのだと思うが、

それを生じさせているのはやはり外的な環境にあると言えそうだ。 
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日本に到着して気づいたのは、全く当たり前だが、この国の言語空間が日本語だということだ。道

行く人たちの言葉や表示板など、ほぼ全てが日本語で構築されている。そうした中に身を晒すと、

自分の思考空間も日本語優位になる。今は英語など全く読みたくない気分である。 

一昨日、丸善丸の内本店でいくつかの書籍を購入した。その中でも、運命的な出会いをした一冊

がある。私は丸善の音楽関連の棚で、『禅の作曲家 佐藤慶次郎：こころの軌跡とその作品』という

書籍を見つけた。事前にいくつか購入しようと思っていた書籍があったのだが、この書籍はそのリス

トにはなかった。 

偶然手にしたこの一冊に、私は心を打たれた。気づけば私は、この書籍を読みながら涙を滲ませて

いた。一旦書籍から目を離し、我を忘れたように、私はしばらく天井を仰ぎ見ていた。そこに自己は

なく、ただ世界だけがあった。 

自己は世界ではないのかもしれない。自己はこの世界にあるのではないのかもしれない、と振り返っ

てみて思う。なぜなら、あの時の私の自己は完全にこの世界に溶け出していたからだ。自己がこの

世界に溶け込むということ、それがすなわち「自他一如」と呼ばれるものなのかもしれない。 

滞在先の品川のホテルを拠点にし、私はこの数日間東京都内で足を運んでみたい場所を訪れた。

国立西洋美術館やすみだ北斎美術館などである。そうした場所に足を運んでいる 中に街の様子

を眺めていると、この世界には無数の仕事が存在しており、それらの仕事によって私たちの生活が

成り立っていることに深く感銘を受けた。 

私は自分の仕事に関してまた振り出しに戻ったかのように、仕事の内容とその意義に関して悩みを

抱えることがある。だが、この世界で各人の役割を担いながら懸命に働く人々の姿を見て、私は自

分にできることを自らの仕事にしようと改めて誓った。 

私の自我はよくこんなことを述べる。「仕事に貴賎はなく、どのような仕事も無くてはならないものな

のだ」と。これはまさにそうなのだが、それは偽善的な発言だと思う。今回の東京滞在で感じていた

ことは、そうした偽善的な発言を超えたものであった。「仕事に貴賎はない」と述べた瞬間に、それ

は貴賎という境界線を引いている。東京滞在中に私が体験していたのは、それを超越したものだっ

た。 
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「世界がそれとしてそのように動いている」という気づきは、静かな隕石のようだった。「人はその人と

して働き、そして生きている」という気づきに打たれた時、少しだけ希望の光が見えたような気がし

た。 日本の天気はなんて素晴らしいのだろうか。2017/12/24（日）10:24 

No.573: Quasi-New Year’s Resolution 

This is not my New Year’s resolution, but I’ll focus on aesthetics and human development this 

year. Particularly, I’ll explore developmental processes of aesthetic experience of music.  

Beauty is omnipresent at every moment in our reality. We tend to overlook it. We can always find 

“seeds” anywhere that evoke aesthetic experience.  

Can you see such a seed at this moment? I hope you can. 06:39, Monday, 1/1/2018   

1929. 家族の一風景 

今朝は四時を少し過ぎた頃に起床し、そこから読書を始めた。日本に帰ってきてから四日目の朝を

迎えたが、日本に戻ってくると、無性に日本語を読みたくなる自分がそこにいた。 

日本語への飢え。そのようなものが自分の中にあったのは間違い無いだろう。 

作曲関係の英語の書籍を何冊か持参したが、実家に滞在中にそれらをどれほど読むかは不明確

である。それ以上に、とにかく日本語の書籍を滞在中に読めるだけ読んでおきたいという思いが強

い。 

昨日の午後に実家に到着し、このところ父も哲学や心理学、そして歴史に関する読書にのめり込ん

でいることを改めて聞いた。その話を聞くや否や、父から何冊か和書を借りた。 

読書に関していくつか嬉しいことがあった。父が今から40年ほど前に大学を卒業した時に、卒業記

念に合わせて日本文学の名著集を購入していたそうである。それは卒業記念として購入したもので

あり、一度も読むことなく祖父母の家に預けておいたそうだ。それを改めて実家に送ってもらい、昨

日それを両親と一緒に開いた。 
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二つの段ボールを開けると、40年前を思わせるような復刻版の小説が顔を覗かせた。私は生まれ

て初めて、書物のページをナイフで切りながら読む類の書籍を目にした。 

その名著集の中には、夏目漱石の直筆原稿などもあり、私はひどく興奮していた。両親を含め、私

たち三人にとって、名著集が詰まった段ボールは宝石箱のように見えていたに違いない。 

段ボールの中にしまわれていた名著集の中でどれが自分のお気に入りかを各々が同時に好き勝

手に述べ始めた時は、思わず全員で笑った。段ボールの中にしまわれていた一冊一冊の和書は、

私にとって財宝に思えた。 

数ある名著の中から、私は堀辰雄氏の『風立ちぬ』を手に取った。正直なところ、段ボールに入って

いた名著を全て読みたいという思いを抑えることは難しいが、まずは堀辰雄氏の小説から読み進め

ていきたい。 

大学の卒業記念に貯めたバイト代を使って、当時の価格で20万円ほどしたというこの全集を購入し

た父は、やはり私の父だと思う。こうした文化資本を残してくれた父にひどく感謝をした。 

父は「いつか読もうと思って購入した」と述べていた。結局、この40年間一度もそれらの全集を読む

ことはなかったそうだが、その「いつか」は今やってきたのだと思う。いつか自分が読もうと思って購

入した書物が、子供と共に読む日が実現したことに、私は深く感動していた。2017/12/24（日）

05:55  

No.574: Peculiarity 

Why do we often avoid listening to music with a peculiarity or oddity even though we have such 

an idiosyncrasy? Picking up only great famous music is tasteless, and it looks as if we lived in a 

desert island. 09:38, Monday, 1/1/2018  

1930. 体調の回復とこれからの二週間 

一昨日は久しぶりに体調を崩した。やはり長旅の疲れがあり、さらには東京の人混みが体調を崩す

ことを招いたように思う。 
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幸いにも昨日の朝は少し体調が戻り、今朝はほぼ完全に体調が回復した。今日からはまた、オラン

ダで行っていたのと同じ探究リズムで一日を過ごしていく。 

昨日、新幹線の窓越しに景色を眺めていた時、自分が生まれた国は も近いようでいて、 も遠い

国であることを強く実感した。その国で生まれたことが、その国との近接性を表すのでは決してない。

個人が真に内面的成熟を遂げていくことが、自らが生まれた国との近接性を高める。そうした観点

において、私はまだまだ日本との間に埋めることのできないほど大きな距離があるのだと痛感して

いる。 

異国の地から母国に一時帰国するたびに、日本との近接性が年々高まっているのを感じるが、今

回の一時帰国もまた、両者に存在する大きな溝に気づかされ、それはまた一つの課題として大きく

自分の眼の前に立ちはだかっている。 

実家に戻ってきたことにより、自分の心身が極めて安定したものになっていることに気づく。心身に

調和が保たれており、全てにおいて調子が良い。これはやはり、私が自分の魂の故郷に戻ってきた

ことに起因しているだろう。 

実家に滞在するのはこれから二週間ほどであり、その期間はいつもと変わらず規則正しく調和の取

れた生活をしようと思う。おそらく朝は五時過ぎに起床し、そこから一日の探究活動を始め、夜は十

時ぐらいに就寝する。そのような生活をこれから二週間ほど行う。その先には、また新たな欧州生活

が待っているような気がするのだ。 

日本から欧米に帰る時はいつも、不思議な感情が芽生える。それは日本を離れたことによる一抹の

寂しさであり、同時に本来の生活拠点に戻って再び生活を営んでいくことに対する気概に満ちた気

持ちである。この二つの感情は今回も芽生えるに違いない。こうした感情はいつまで自分の中に存

在するのだろうか。いつか、それらの感情は変容を迎えるかもしれない。それがいつなのかはわか

らない。積み重ねていく日々の先に、そのいつかはきっと待っているような気がするのだ。2017/12/

24（日）06:44 
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No.575: Contiguity 

It seems invincible that my composition skill goes beyond my English writing skill. Yet, I’ll devote 

myself to attain my purpose to express my inner world as freely as possible by music.  

I’m curious about whether my composition skill is closer to Japanese or English. Although music 

language is different from natural language, both are interdependent. The latter affects the 

former, whereas the former does the latter.  

Once I cultivate my composition skill, which natural language does it become contiguous to? 

10:26, Monday, 1/1/2018  

1931. 永遠に導く言葉 

昨日、母が演奏するバッハの前奏曲第一番を近くで聴いた。とても見事な演奏だった。また、ピアノ

の演奏技術が一年前よりも高度なものになっていることにも驚いた。毎日数時間でもいいので実践

を続けていくことの意義を、母の演奏は私に教えてくれたように思う。 

日本に一時帰国する数週間前に、バッハの前奏曲第九番を一日に数百回ほど異常なぐらいに繰

り返し聴いている日があった。いつか母の演奏する第九番を聴く日が来ることを願う。 

実家に戻ってくると、自分の仕事や探究は普段と比べて進まない。それはある意味嬉しいこともで

ある。なぜなら、自分の仕事や探究に従事するというよりもむしろ、家族と対話する時間を十分に持

てているからである。今日は朝の四時に起床していたにもかかわらず、読書や作曲実践がそれほど

進まなかったのは、日中に母と様々な話題について随分と話していたからである。 

夜、父が仕事から帰ってくると、家の中はまた賑やかになった。昨日は父から、埴谷雄高著『不合

理ゆえに吾信ず』という書籍を借りた。まさか父が埴谷氏の書籍を持っているとは思っておらず、こ

れはとても嬉しいサプライズであった。というのも、この六年間の欧米生活の中で、日本のアマゾン

から国外の居住地に送ってもらった書籍は埴谷氏の『死霊』一冊のみであり、埴谷氏の思想には感

銘を受けるものがあるからだ。 
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先ほどはまた新たに、国語学者の金田一春彦氏の『日本語』を父から借りた。そのお礼として私は、

辻邦生先生の書籍を二冊ほど父に貸した。 

瀬戸内海の波音が自室にまで優しく響き渡ってくる。耳を澄ませば澄ますほど、波の音は様々な表

情を見せる。寄せては返す波の音。それは私の知らない時にも常に鳴り続け、私が生まれる遥か

太古から鳴り続ける永遠の音。 

私は改めて、自分の家族の関係性について大きな感謝の念を抱く。この関係性そのものは、生の

有限性ゆえに、いつか終わりを告げる日が必ずやってくる。だがそれは、自分の言葉としてこの世

界に生まれ出た瞬間に永遠のものとなる。そうではないだろうか。 

今聞こえてくる、寄せては返す瀬戸内海の穏やかな波の音が永遠性を宿しているのも、魂の言葉と

してそれが把捉されたからに他ならないのではないだろうか。魂の言葉は永遠を体現している。 

瀬戸内海の波の音も、自分の家族の関係性も永遠であることがそれを真理として証明している。

2017/12/24（日）21:37 

No.576: “Ohs” 

Oh, is my role to integrate both western and eastern philosophy in the form of music?  

Oh, probably so.  

Oh, is it possible for me like the person who has no music background?  

Oh, that is why it is possible for me. 10:39, Monday, 1/1/2018  

1932. 一時帰国後の初夢 

日本に一時帰国してからの四日目の朝を迎えた。昨夜からようやく熟睡ができるようになり、日本に

戻ってきて初めての夢を見た。夢の中で私は、テーマパークの敷地がそのままサッカーの練習場

に変化したような場所の一角にある、綺麗な芝生で作られたサッカー場で友人たちとサッカーをし
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ていた。 初私は試合に積極的に参加することをせず、二つのチームの動きを何気なしに観察し

ていた。しばらく観察を続けた後に、そろそろ自分もプレーに加わろうという意思が芽生え、試合に

積極的に参加し始めた。 

一人の友人が右サイドを駆け上がり、グラウンダーのクロスを私に送った。いや、その友人の姿勢か

ら察するに、本来はグラウンダーではなく、緩やかにカーブを描くような浮いたクロスを上げようとし

ていたに違いない。そのようなことを一瞬思った時には、グラウンダーのクロスが自分の足元に来て

いた。おそらくそのような雑念が頭をよぎったからだろうか、ちょうど自分の左足の方に来たクロスを

私はトラップミスをした。 

クロスの速度が速かったこともあり、トラップミスをしたボールは勢いよくゴールキーパーの方に向かっ

ていった。すると、相手チームのゴールキーパーもそれに驚いたのか、勢いよく飛んできたボール

の処理を誤り、キーパーにぶつかったボールが再び私の左足に戻ってきた。そして、跳ね返ってき

たボールを私は利き足ではない左足で難なくゴールに入れた。積極的に試合に参加しようと思って

から一分以内に点をあっさり決めたことに私も少し驚いたが、ゴール裏で試合を見ていた友人の何

人かも驚いているようだった。 

すると突然夢の場面が変わり、試合後の汗を流すために、そのテーマパークのようなサッカー施設

の中にある大浴場の脱衣場の中に私はいた。脱衣場でロッカーに荷物を置こうとした時、友人も含

め、かなり多くの人が大浴場から脱衣場に引き上げてきた。サッカーで疲れた身体を湯船で癒し終

えた大量の人たちが脱衣場に溢れていた。 

私はそうした人混みを避けるように、脱衣後、すぐに大浴場の方に向かった。大浴場のドアを開ける

と、一人の友人しかそこにいなかった。あれだけ大量の人たちが大浴場にいたため、湯船の汚れが

気になっていたが、湯の質は未だ良さそうであった。それを確認した後、私は体を洗っている友人

の横の席に座り、自分も体を洗おうとした。 

友人も私の存在に気付き、「お疲れ」と声をかけけてきた。私も「お疲れ」と一言述べ、シャワーを浴

びながら、先ほどの試合に関する話をしようと思った。だが、シャワーの方に右手を伸ばそうとした

瞬間、目の前にネズミの死骸が転がっていることに気づいた。その死骸は、刃物のようなもので背
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中からお尻が切り開かれており、頭の部分も脳髄のようなものがはみ出ていた。それを見た瞬間、

私はギョッとした。とても気持ち悪く、その場から逃げるようにして立ち去ろうとした。 

横にいた友人はネズミの死骸に気がついていないようであり、私はそれについて告げることができ

ず、足早に大浴場から引き揚げた。そこで夢の場面がまた変わった。 

昨夜はそのような夢を見ていた。その他の夢の場面についてもいくつかの断片を覚えている。 

日本に一時帰国してから体調が悪かった理由として、上質な睡眠を取ることができていなかったか

らではないかと今朝ふと思った。この三日間は睡眠中、頻繁に目覚めることがあり、睡眠の質が低

かったように思う。昨夜上質な睡眠を取ることによって、体調がさらに回復したように思う。今日から

再び少しずつ、自分のペースで探究活動を開始させようと思う。2017/12/26（火）07:42 

No.577: Tchaikovsky’s Harmony 

I was very astonished by the beauty that Tchaikovsky created in an example of harmony. It was 

just an example in a text book, but it was really a crystallization of beauty. Tchaikovsky showed 

me the immense possibility of harmony. I want to horn my composition skill of harmony. 14:36, 

Monday, 1/1/2018  

1933. 漢字の表意力と造語力について 

今日は午前中より、昨日父に借りた書籍を読んでいた。まず読み進めていたのは、金田一春彦氏

の『日本語』の上下巻である。下巻は国語学に関心を持つ人でなければなかなか読み通すことが

難しいと思われるが、上巻に関しては国語学の専門外の者にとっても得るものが多いだろう。上巻

を読み進めながら、日本語、とりわけ漢字の持つ表意力について改めて立ち止まって考えることに

なった。 

漢字の一文字一文字がイメージを想起させる特性を持っていることは誰しもが知っていることであろ

うが、改めてその性質は非常に奥深いと思う。欧州での日々の生活は、常に西洋語空間の中で営

まれており、西洋語にはそうした表意力を感じることはほとんどなく、それとの比較から、漢字の固有

性を再度実感している。 
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もう一つ、漢字の持つ特徴的な性質がある。それは造語力である。もちろん、他の外国語にも造語

力は備わっているだろうが、漢字は他の漢字との組み合わせによって新たな語を次々と生み出して

いくことが容易である。 

私が漢字の持つ造語力に着目したのは、私自身の内面的成熟に応じて、現象を把握する際に出

てくる言葉が既存のものではないことを度々目にしてきたからである。 

無配慮かつ無秩序に新たな言葉を生み出していくことは無意味であろうが、自分の内的現象を表

現する際に、既存の言葉では把捉しきれない状況に直面した場合には、どうしても新たな言葉を生

み出さざるをえない。というよりもむしろ、新たな言葉が自発的に生まれてくるのである。もしかすると、

ここに存在と言葉の接点があるのかもしれない。 

存在も言葉も自己生成的な特徴を持っており、存在が変容を経て新たなものになった場合には、

言葉も変容し、新たな言葉が自然と生み出され得る。存在と言葉の不可分性については随分と以

前から考えていたような主題のように思えるが、今日再びこの主題と巡り合うことになった。仮に存

在を内面領域に属するものとし、言葉を外面領域に属するものだとしたら、やはり両者は相互依存

関係にあり、お互いに影響を与え合いながら深まっていくことが見て取れるだろう。 

母のピアノ練習の時間となり、どこかで聴いたことのある音色が流れてきた。母に聞くと、イタリアの

作曲家ルイジ・ボッケリーニのメヌエットとのことであった。 

存在、言葉、音楽。この世界の内面外面全現象。 

どこか目的論的に響くかもしれないが、どうも私には、それら全ての現象が、ある場所に向かって絶

えず深まっていくような運動をしているとしか思えない。2017/12/26（火）17:34 

No.578: Music and Consciousness 

While walking on the beach, I suddenly realized that it was significant to grasp the nature of 

human consciousness because music emerges in our consciousness. What kind of music can 

liberate us from the prison of our perception? Furthermore, how can I compose such music?  
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Although I learned the nature of consciousness in my first master’s degree, I’ll study it again. 

15:18, Monday, 1/1/2018  

1934. 不思議な自己否定について 

——自然がそこに憩っているような静謐。それは「変貌」と呼ばれるものであった——埴谷雄高 

ここ数日間を通じて気づいたが、日本で生活をすることが非日常体験として知覚されている。 

品川のホテルに滞在中に一度丸善丸の内本店に行き、そこで和書を数冊購入して以降、実家に

戻ってきてからも和書をかなりの量読み続けている。日本語を読んでいることは間違いないのだが、

日本語とは別の文字を読んでいるかのような感覚がずっと身体にへばりついている。 

文字として認識した日本語を本来身体のどこに落とし込めばよかったのだろうか？そのようなことを

考えさせられる。 

行き場のわからぬ日本語群が自分の身体の中を漂う。日本語が身体の中を彷徨う感覚は決して不

快なものではない。ただそれが非日常的な感覚として知覚されているだけだ。この非日常体験と相

まって、自分の内側からそれほど多くの日本語が出てこない。 

欧州で生活をしていた際には、日本語空間から離れているはずであるのに、不思議と日々の日記

の量は増えるばかりであった。しかし、いざ日本に一時帰国してみると、日記の量はさほど多くない。

言葉が淀みなく流れていくという感覚もなく、言葉が次々と紡ぎ出されていく感覚もない。これこそ

が、まだ私が乗り越えることのできていない得体の知れない現象であり、この現象があるからこそ、

日本で生活をすることを避けようとする自分がいるのだろう。 

夕方、食卓から穏やかな瀬戸内海が輝いて見えた。季節の折々、そして日々表情を変える瀬戸内

海。このような表情豊かな海を眺めながら、日々を過ごすことができて、今はとても幸福な気持ちで

満たされている。 
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夕方から夕食にかけて、父から借りた埴谷雄高著『不合理ゆえに吾信ず』を読んでいた。本書の中

で、「人間とは不思議な自己否定へ向かって絶えず進みゆくところの不思議な運動体」という記述

を見かけた。これは以前から私が繰り返し日記に書き留めていたことと全く同一のことでありながらも、

埴谷氏が、「自己否定」という言葉の前に「不思議な」という形容詞を付けている点に関心の目が向

かった。 

「不思議な自己否定」とは一体何であろうか。本書の前半部分で、人間に備わる自己破壊衝動に

ついての言及があった。おそらくそれと何かしらの関係があるだろう。 

不思議な自己否定と自己否定の不思議さ。単なる自己肯定からは生まれぬ自己肯定が自己否定

の先にはある。それもまた一つ興味深い点だろう。 

今日は父から借りた三冊の書籍を読み終えたため、夕食後から就寝に向けては作曲実践に取り掛

かりたい。作曲に関しても毎日少しずつの歩みで進んでいる。2017/12/26（火）18:13 

No.579: The Arts and Human Development (1973) 

Yesterday, I purchased several books, most of which were about music. One of the books is 

Howard Gardner’s “The Arts and Human Development: A Psychological Study of the Artistic 

Process (1973).”  

My academic interest has been seized by art in education. Particularly, I want to focus on music 

education. Although I have an intention to explore developmental processes of aesthetic 

experience and specific knowledge and skill of music for children, my central interest is around 

those for the aged.  

I suppose that we, humans, acquire or develop unique aesthetic senses as we come close to the 

end of our life. What kind of aesthetic senses do they have? How do they develop? The topic 

does not lack interest at all. 06:05, Tuesday, 1/2/2018  
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1935. 船旅への思い 

今朝は快眠と共に四時半に起床した。実家での生活リズムもオランダでのものと基本的にほぼ変わ

りはなく、自分の納得するペースで探究を進めることができている。 

五時半を迎える前であるためか、さすがに今の外側の世界は闇に包まれている。だが、欧州での

闇の深さとは異なり、もう三十分ほどすれば朝日を拝めるだろうという展望が開けている。 

実家での生活をさらに心豊かなものにしてくれるのは、何と言っても自宅から見晴らせる景色であろ

う。とりわけ、自室、浴槽、食卓、バルコニーから見晴らすことのできる瀬戸内海は大変素晴らしい。

海を見ながら食事を含めた諸々の活動をするだけで、心はますます平穏になり、小さな自我からの

囚われが溶解していくかのようだ。瀬戸内海の寄せては返す緩やかな波のリズムに合わせて、心が

ゆったりとした速度で拡張していくかのようである。 

数週間前に何かのきっかけで船旅に関心を持ち始めた。大型客船で世界中をゆっくりと巡りながら、

船の上、そして滞在先のそれぞれの国でしか喚起されえぬ感覚を日記と音楽として形にしたいとい

う思い。可能であれば、五、六年後に一度、100日間ほどの船旅に出かけたい。それ以降も、たとえ

同じ航路であったとしても、各年代の節目ごとに世界一周の船旅に出かけることをしたいという思い

が募る。5年、あるいは10年ごとに世界一周の旅に出かけ、過去の自分が捉えられることのできなかっ

た感覚は何であり、今の自分は何を見て何を感じるのかを再び日記と音楽として形に残したい。5

年ごと、10年ごとに自分はどのような日記と曲を書くのだろうか。 

瀬戸内海を眺めていると、空想も大きく広がるようだ。いつか私は本当に、今目の前に見える海の

上にいるかもしれない。そんな予感的確信がするのである。2017/12/27（水）05:35 

No.580: Modulation 

I asked my father to listen to my new piano work, and he pointed out that a key in the work 

suddenly shifted. Based on his feedback, I realized the importance of the technique of 

modulation. It would be the next topic that I’ll explore. 20:10, Tuesday, 1/2/2018  
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1936. 瀬戸内海よりも大きな創作物へ 

自室の窓から見える瀬戸内海が、早朝の太陽光に照らされて光り輝いている。冬の風が海面を駆

け抜け、静かな波が立っている。砂浜には散歩をしている人が散見される。 

夢の中にいるかのような感覚が、もう随分と長い間続いている。一方、生の実感は紛れもなくある。

それどころか、生の強烈な実感が血液のごとく、自然なものとして静かに自分の存在に脈打ってい

る。だが、それを超えた形で、自分の上には常に観察的自己が存在しており、その観察的自己の

虚偽性すらも把握している自己がいる。さらには、観察的自己を捉える超越的自己すらもが、もは

や自己が存在しえない無空の世界に存在していて、私はその無空の世界にいる感覚をここのとこ

ろ長らく持っている。この感覚は一体何なのであろうか。 

日本に一時帰国してからも、相も変わらず自らのなすべきことについて時折考えている。日記を書

き続け、曲を作り続ける生活。書く文章も曲も、どちらも共に一つの分量はごくわずかである。決して

一つの大きな創作物を残さまいとする決意。 

そうではなく、一つの小さな創作物を無数に生み出し、その集積体が結果として一つの巨大な創作

物になっていくことを想像する。今目の前に見える瀬戸内海のように、毎日、大海の一滴を生み出

す。それを人生の 後の瞬間まで続けて行った時、生み出し続けた一滴は大海になるだろう。それ

でいいのだ、という言葉を私は自分に投げかける。 

日記のような論文、日記のようなエッセイ、日記のような作曲。日々の一瞬一瞬が学術的であり、芸

術的な生活。真の学者や芸術家は本来そのような人物のことを指すのではないかという思いが日

増しに強くなってくる。 

また、学術論文を爆発的に執筆することを妨げていたものがおぼろげながら見えてきた。学術論文

の形式を採用することによってしかなしえぬことがあったとしても、その形式を採用することによって、

自らが表現したいと思う事柄の幅と深度が著しく制限されてしまうことに気づき始めている。だから

私は、毎日水を飲むように学術論文を書かないのだ。その代わりに、毎日呼吸するかのように日記

を書いているのは、日記という表現形式こそが自らの表現したいものを外側に形として残すことを可

能にしてくれるからなのだ。 
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それでは作曲についてはどうだろうか。一般的に作曲というと交響曲や協奏曲をイメージしがちだ

が、私がそれらの曲を書くことはないだろうと思っていることも、上記で述べた学術論文に対する感

覚と同じである。私が望むのは、とにかく文章として曲として日記を書き続けることだけである。それ

が自分の仕事であり、生きることである。 

一つの日記と曲が物理的な次元で留まっていてはならない。それらの一つ一つが精神的な次元に

参入し始めれば、いつかそれらの巨大な総体は間違いなく、今目に映る瀬戸内海よりも大きな創作

物となるだろう。2017/12/27（水）10:36 

No.581: A Moonlight Night 

I’m on a moonlight night that makes me go for a short stroll. The beauty of nature has something 

intrinsic that drives us in a silent way. 20:35, Tuesday, 1/2/2018  

1937. 相互互恵的社会の中で 

自己を知ることは、自己を含んで超えることであり、現象を知ることは、その現象を自己の内に含ん

で超えることである。そのようなことを思う。 

今日の山口県は晴天であり、この一年間、三日連続で雨を見ない日はなかったように思う。この冬

晴れの空を見て、私はどのような言葉を紡ぎ出したらいいだろうか。 

相変わらず、瀬戸内海が穏やかな太陽光に照らされて光り輝いている。波の音、そして波の光に自

己が洗われていき、浄福感を覚える。 

一昨日、税金という概念について考えていた。とりわけその意義について考えを巡らせていた自分

がいる。世間では、節税をいかにするかに神経を尖らせている人をたくさん見かけ、私自身も日本

で事業を営んでいた時は節税を心がけていたことがある。母国に帰ってきてはたと気づかされたの

は、いかに自分のこれまでの人生が他者に支えられ、とりわけ各種税金による恩恵を受けてきたか、

ということだった。 
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この社会は、一人一人の尊き労働と税によって相互互恵的に運営がなされている、ということに改

めて気付かされたのである。ちょうど一昨日、母と年金について話をしており、仮に自分が一千万

円ほどの税金を納めれば、それだけで50人ほどの高齢者の一月の年金支給額になり、彼らの生活

の支えになることを知った。 

現在、燃え尽き症候群を患ってしまった、オランダでお世話になっていた美容師が、以前私に彼の

税金観を語ってくれたことがある。彼の考え方も上記の私の考えと同様のものであり、税金の適正

な徴収と分配によってオランダ社会はうまく回っている、ということを彼は教えてくれた。 

節税のための交際費として、腹が満たされた状態でさらにもう一杯飯を腹に押し込む愚かな者はこ

の世にいるのだろうか。そのような人は確かにいるのだろうし、そうした人々はまだ眠り続けているの

だ。いつになったら目覚めるのだろうか。 

税金という概念を含んで超える必要があると思うのだ。そうすれば様々なことが見えてくるだろう。 

ここまで自分が生きてきたことも、そして今このように日々を生きていられるのも、本当に、目には見

えないところで働いている数多くの他者の存在のおかげなのである。社会という織物の中で、メッシュ

ワークを作ることに参画していくことが重要なのだ。その手段として、自分の仕事があり、納税がある

のだと思う。 

バルコニーから見える瀬戸内海の上空には、広大な青空が広がっている。その広大かつ透き通る

青空は、どこか父方の祖父の清貧な生き方を象徴しているように私には思えた。2017/12/27（水）

12:30 

No.582: Research Proposal 

I finalized my research proposal yesterday. Taking into consideration my supervisor’s feedback, I 

revised my proposal. I deleted some sentences and added new ones to solidify my argumentation.  

I had not planned to use the cognitive load theory, but I determined to use it because it would 

support the quantification in my research. I’ll read my proposal tomorrow again and submit it to 

my supervisor. 06:57, Wednesday, 1/3/2018 
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1938. 書籍の選定 

今日も一日中晴天に恵まれ、四六時中瀬戸内海の輝きを眺めていた。明日も晴れるようであるから、

久しぶりに砂浜でも走ろうかと思う。 

午後から私は、書籍がしまわれているダンボール箱から哲学書と心理学書を引っ張り出す作業を

少しばかり行っていた。というのも、ここ 近父が哲学書と心理学書を熱心に読み始め、今後の執

筆活動に向けて思索的な準備をしているため、少しでも父の今後の活動に有益な書籍を見つけよ

うと思ったからである。 

数百冊ほど背表紙と中身をざっと確認し、およそ40冊ほど書籍を選別した。父は金曜日から休暇に

入るらしいので、その時にでも40冊の書籍を詰めたダンボールを手渡そうと思う。貸し出そうと思っ

ているそれらの書籍は、今の私にとっても大変面白い内容であり、明日明後日のうちにできる限り

重要な箇所を再読したいと思う。先ほども少しばかり幾つかの書籍に目を通していたところ、自分の

思考が欧州の時には体感できないであろう形で刺激されていることがわかった。 

確かに、久しぶりに大量の和書を読むことを行っているため、日本語空間への深い参入がもたらす

ことによる特殊な刺激かもしれない。しかし、仮にそうだとしても、欧州では経験できない類の感覚

が自分を襲っていることがわかる。今夜も夕食後から和書を読み続けたいと思う。 

今日は午前中と昼食後に作曲実践を行っていた。今日の作曲実践を終え、しばらくしてから、一つ

大きな気づきを得た。作曲技術を高めるというのは、曲のあるべき形が瞬時にして心眼で捉えられ

るようになり、それを即座に形にすることができるようになることである、という気づきだった。 

常に今の自分には見えない作曲パターンが存在している。今の自分に見えるパターンが何であり、

隠れたパターンが何なのかを常に発見する意識を絶えず持つ。そうした意識を伴った絶え間ない

実践が、心眼による一曲全体のあるべき姿の把握と具現化を実現させる力を育んでいくだろう。 

太陽が西の空に沈んでいく。夕日の足が、瀬戸内海の上をゆっくりと歩いている。 
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夕食前にかけて作曲実践を行い、夕食後からは再び集中的な読書を行う形で今日を終えて行きた

い。2017/12/27（水）17:10 

No.583: Aging and Development 

I’m curious about the relationship between aging and development in various domains. Of course, 

my interest exists not in objective developmental phenomena such as brain growth but in 

subjective developmental phenomena, for instance, development of aesthetic experience. I’ll 

examine such phenomena by both narrative and quantitative approach. 07:23, Wednesday, 

1/3/2018 

1939. 感性を開く理論学習 

また一夜が明け、新しい一日を迎えた。今朝はここ数日間よりも幾分遅く、五時半過ぎに起床した。

これはおそらく、昨夜少しばかり普段の就寝時間を過ぎる時間帯まで読書をしていたからだろう。今

日も集中的な読書をし、それに並行して作曲実践を行っていく。 

実家に置いていた和書の哲学書を読み続け、読書と作曲を繰り返し行っていく形で、今日も内面

世界を歩いて行くことになるだろう。 

日本に一時帰国する直前あたりから、いったん自分の曲を作ることを熱心に行うよりも、手を動かし

ながら作曲理論を学ぶことにしている。ほとんど理論のない状態、あるいは学びたての理論をすぐ

さま活用してみるという形でこれまで20曲ほど作ってみた。今直面しているハーモニーの課題は、こ

れまでの課題よりも大きなものであり、それを実践だけを通じて解決することはできないだろうと判断

したため、理論を集中的に学ぶ決意をした。 

理論というのは不思議なもので、当然ながら実践を深めてくれるのだが、感性までも開いてくれるか

のようだ。作曲に関して言えば、作曲理論を探究することは、曲作りにおける感性を開く。それのみ

ならず、既存の曲を聴く際や分析をする際にも、鑑賞的・分析的な感性さえも開いてくれる。作曲理

論が自分の中にあることによって、曲を聴きながら、作曲者の意図や思想などが見えてくる。楽譜を
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分析する時も同様に、楽譜から作曲者が適用した理論が浮かび上がったり、楽譜の中に作曲者の

思想を見て取ることができるようになってくる。 

理論というのはつくづく奥深いものだと思う。時折、「理論を学ぶことによって感性が滞ってしまう」と

いうような発言を耳にするが、それはおそらく、理論の価値を理解しておらず、理論の学び方を誤っ

た人の言葉だろう。とりわけ、理論の学び方に関して言えば、理論のみならず、学ぶというのは徹頭

徹尾、身体と存在を通じてなされるものであり、そのような形でなされる学びが感性を閉ざすというこ

とは本質的にありえないことである。むしろ、理論というものを身体と存在を通じて探究していけばい

くほどに、身体と存在が開かれ、感性が磨かれるはずなのだ。仮に理論を学んでそのような現象が

起きなければ、自身の理論との向き合い方を一度考えた方がいいかもしれない。 

瀬戸内海は、まだ夜明け前の表情を見せている。これから少しずつ夜が明けていく。今日もまた、

読みながら書き、読みながら作るという日になるだろう。2017/12/28（木）06:31 

No.584: To the Firmament 

Have you ever had a feeling that you want to dissolve into the blue sky or have you experienced 

uniting with it without any intentions? The Inland Sea of Japan, which is very close to my 

parents’ place, is shining under the beautiful firmament. 08:38, Wednesday, 1/3/2018 

1940. 対象との合一と真の自由が歌う声 

昨日もあれこれと雑多な事柄を考えていたように思う。一つは、対象に向き合うということについて

である。例えば、「音楽作品に向き合う」という表現を私はすることがあるが、果たしてそれは正しい

表現なのだろうか。表面的な言葉上は正しいと言えるだろう。しかし、自分の内的感覚に照らし合わ

せた身体的な意味で言えばどうだろうか、という点について少しばかり考えていた。 

例えば、優れた曲の楽譜を眺めている時、はたから見れば、それは楽譜と向き合っているように思

えるかもしれない。ところが、当の本人にしてみれば、楽譜にのめり込み、楽譜の中に没頭している

ことがあるのだ。そうした場合において、「楽譜と向き合っている」というのは、ひどく不誠実な表現で

はないだろうか。 
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真に対象と向き合っている時、そこは言語矛盾的に、向き合うという概念が成り立たない。なぜなら、

向き合おうとする主体も向き合わされる客体もそこにはないからである。そこにあるのは、主体と客

体との合一のみである。向き合おうとするものと向き合わされるものとの区別が溶解し、見るものと見

られるものは一つになる。そのように考えてみると、「音楽作品と向き合う」というのは、あまり納得の

いかない表現だということがわかる。深い鑑賞体験においては、そもそも作品と自己が一体となって

いるはずであろうから、そのような表現はひどく不的確なのだ。 

ここから少し考えを拡張し、毎日行っているありとあらゆる活動にその考えを適用してみたい。例え

ば、作曲実践の際において、作曲実践をする者と実践対象は別なものではなく、本質的には両者

は一つである。読書においてもそうだろう。読む者と読まれるものとの間には、区分など本質的には

存在しないのである。仮に何かしらの区分が生じているのであれば、それは道半ばの実践である。 

行為への没入からの自己解放。自己解放からの対象との合一。今日の諸々の活動において、対

象との合一はどれほどなされるだろうか。 

昨日、もう一つ考えていたのは、何者にもなろうとしないという意思すら手放すことの重要性だった。

人は何者かになろうとする。実は、何者かになろうとし、何者かになったかのように思った後でやっ

てくる発達課題が、何者にもなろうとしないことである。そこからさらに新たな課題が生じる。それは、

何者にもなろうとしないという意思すらも手放す課題である。 

おそらく私は、今その課題の中にいる。課題に直面しているわけではない。課題の奥深くにいるの

だ。だが、少しずつ、自己は徹頭徹尾、 初から何者でもなかったということに気づき始めている。

自己は何者でもないという諦念から、真の自由が歌う声が聞こえ始めている。2017/12/28（木）

06:57　 

No.585: Attractiveness of a Dark Night 

A dark night has a mysterious attraction. It sometimes takes us to the edge of a dark underworld, 

and it sometimes provides us with catharsis. How about today’s dark night for you? 10:09, 

Wednesday, 1/3/2018
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