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1781. 作曲理論の学習について 

昨夜も作曲実践を一時間ほど行ってから就寝しようと思っていたが、知らず知らずのうちに一時間

以上の時間が経っており、就寝時間がいつもより少し遅れてしまった。創造行為に固有の、対象へ

の没入感に包まれていると、時間が経つのをついつい忘れてしまう。 

昨夜の実践においても、自分の小さな進歩を実感した。メロディーから曲を作り出していく自分なり

の方法を徐々に掴み始め、その感覚をより確かなものにするために作曲にのめり込んでいる自分

がそこにいた。ここ 近は作曲する際に、これまで活用したことのない一つの調を意図的に選ぶよ

うにしている。さらには、その調に固有の鍵盤の位置を身体に染み込ませるために、キーボードを

用いながら、何度もその調に固有の音を演奏するようにしている。 

これまではランダムに調を選んで曲を作曲していたが、その際にその調に固有の鍵盤を随分と無

視していたように思う。つまり、その調で主に用いられる白鍵と黒鍵の位置を全く確かめないままに

作曲をしていたのである。その結果として、いつものように白鍵だけを用いて作曲ソフト上に音を打

ち込んでいったにもかかわらず、なぜだかシャープやフラット、時にはナチュラルの臨時記号が現

れることがあり、不思議に思っていた。こうしたことが起こるのも、その調に固有の鍵盤があるからだ

ということにはたと気づいたのは、数日前の夜に食器を洗っている時だった。 

この発見をして以降、また新たな視界が開けた感覚がしている。一つの気づきや発見は、世界の見

方を一変させうる力を持っている。そのようなことを思わせられる体験だった。 

夜の作曲実践に並行して、日中も学術研究の合間合間に作曲理論の学習を進めている。先日書

き留めていたように、作曲理論のテキストを用いて、作曲に必要な概念と理論の習得に努めている。

ジョナサン・ピーターズという米国の作曲家が執筆した一連のテキストが実に秀逸であり、作曲に関

する三部作のテキストに沿って学習を進めている。 

三冊の書籍の一読がすでに完了しており、このテキストを購入した者だけがアクセスできる無料の

オンラインコンテンツを活用しながら二読目を現在行っている。一読目は、細かな知識を習得する

ことを目的にするのではなく、作曲理論の全体像を掴むことを意識していた。一方、数日前から開

始した二読目においては、オンラインコンテンツの中のクイズに回答することによって、細かな知識
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項目に対する理解を深めることを意識して学習を進めている。さらには、そうした知識項目を単に

頭で理解しようと思っても大きな限界に直面するため、ある概念が実際の曲の中でどのように活用

されているのかを示すオーディオファイルも合わせて聴くようにしている。それに加えて、各章に掲

載されている課題に取り組むことも極めて大きな意味を持つ。一つの章で習得した知識を真に我

が物にするためには、具体的な課題に取り組むことが何より大切である。 

作曲理論の学習に関しては、クイズによって知識の確認を行い、具体的な事例を耳で掴んでいく

ためのオーディオファイルの視聴を行い、そして具体的な課題に取り組むということを今後も継続さ

せていく。この三冊の書籍は、作曲初心者の私にとっては秀逸であったため、同著者の音楽理論

に関するテキストも購入した。こちらは少々分量が多いが、非常に取り組み甲斐がある。 

四冊の書籍を 初から 後まで三回か四回ほど読んだ後に、作曲理論に関する応用的な書籍に

移っていきたいと思う。学術研究と作曲実践の両方に取り組むことによってもたらされる充実感と幸

福感を常に感じている日々に感謝をしなければならないだろう。2017/11/14（火）07:29 

No.426: Pattern Recognition for Music Composition 

I notice that music composition requires pattern recognition. I have a propensity for detecting 

patterns, so music composition may be suitable for my uniqueness.  

I was seeing one of Chopin’s music scores, writing down my findings and questions. I will closely 

pay attention to explicit patterns in a work. Furthermore, I will write down any questions on the 

music score. Trying to detect manifest patterns and to ask myself is crucial for cultivating my 

skills of music composition. 15:56, Sunday, 11/26/2017  

1782. 絶え間ない創造⾏為と絶え間ない失敗 

昨日、ある論文をきっかけとして、創造行為を通じた学習の意義について考えを巡らせていた。私

たちは、単に実践に従事する中で学びを深めていくだけではなく、それ以上に、実践を通じて何か

を創造する過程の中で喜びや楽しさを感じ、それが私たちの学びを深めていくのだと思う。 
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創造行為の中には、人間に本質的な感情や感覚が内包されており、それらが顕現される際に、私

たちは喜びや充実感を覚えるのかもしれない。そして何より、こうした喜びや充実感は私たちの人

生に意義をもたらし、人生を深く味わうことにつながり、その結果として人生の質がさらに深まってい

く。やはり人が生涯を通じて学ぶというのは、感謝の念を絶えず抱きながらこの人生を享受するため

であり、人生そのものを深く味わいながらそれをさらに深めていくことにあるのだと思う。 

創造行為を通じた学習について考えを先に進めようとしていると、ふと、私は日々創造行為に伴う

喜びや充実感のみならず、創造行為に不可避に伴う失敗から多くのことを学んでいるように思えた。

学術論文の執筆にせよ、作曲にせよ、まさに日々失敗から多くのことを学んでいることを疑うことが

できない。実際に昨日も、論文アドバイザーのミヒャエル・ツショル教授から指導を受けた際に、自

分の論文の至らない点をいくつも自覚することになった。 

それらの点を即座に失敗とみなすことはできないが、より完成された作品から見た時にそれは不完

全な試みによって生み出されたものであるから、失敗と言えなくもない。一方で、作曲に関しては失

敗の連続だと言えるだろう。日々の作曲実践の中で、自分の仮説や直感に基づいて様々なことを

試みているが、それらのほとんどは失敗に終わる。しかし、一つ一つの失敗の中には学習機会が豊

富に潜んでおり、それらに焦点を当てると、自らの学びが数珠つながりに深まっていくのを実感して

いる。 

そこから私は、人が学びを深める際に重要になるのは、絶え間ない創造行為とそれに伴う無数の

失敗だと思うようになった。とにかく多くのものを創り、多くの失敗を経験し、そこから学びを深めて

行くこと。創造行為は失敗のためにあり、失敗は創造行為のためにあり、両者は学びをさらに深め

て行くためにある。そのように思えて仕方ない。 

創造行為と学習の関係、失敗と学習の関係、創造行為と失敗の関係については、今後も自らの体

験を通じて考えを深めていきたい。それほどまでに、それらの項目は学びを深める際の核になるも

のだと実感している。 

本日の創造行為を通じて、どのような失敗をするだろうか。そして、失敗から何を学び、次の創造行

為にそれをどのように繋げていくことができるだろうか。 
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今日一日が、絶え間ない創造行為と絶え間ない失敗で埋め尽くされた日であってほしい。2017/11/

14（火）08:06 

No.427: Maria João Pires’ Concert in Groningen 

I attended Maria João Pires’ Concert in Groningen. It gave me profound inspiration. 

Since I have already written the details of my experience in a couple of Japanese diaries, I will not 

delve into what I experienced yesterday. Pires, Julien Libeer, and Deutsche Kammerphilharmonie 

Bremen’s music bestowed a new meaning and purpose of my life. 13:46, Monday, 11/27/2017 

1783. ある夢の断片 

今朝は幾分青空が広がっている。早朝の空に鳥たちが舞っている姿が見える。 

時刻は八時半を回り、11時から行われるクラスに向けて課題論文をこれから読み返そうと思う。今日

から履修するコースは、システマティックレビューの執筆方法に特化したものであり、システマティッ

クレビューを執筆する理論と技術を習得していくことを目的にしている。これは何も、複数の科学論

文を定量・定性的に包括的なレビューをしていく際に有効な手段であるだけではなく、今後何らか

の一般書を執筆する際にも有益であり、日々の文章の書き方にも何らかの肯定的な影響を与える

ことになるだろうと考えている。 

本日のクラスで取り上げられる論文を読み、10時半あたりに自宅を出発したい。論文に取り掛かる

前に、昨夜の夢について書き留めておく。昨夜は夢の中で、ある米国人の家族に招待され、彼らの

家で食事を摂っていた。その家族には子供が一人おり、彼は高校生ぐらいの年齢だった。 

私は、その家族の主人と食卓で立ち話をしていた。印象としてとても大柄な男性でありながらも、話

の節々から繊細かつ優しい側面を持っていることが伺える。 

主人との話に盛り上がっている 中に、夫人はキッチンで料理を作っており、時折私たちの話に加

わり、三人で話を楽しんでいた。しばらく経ってから、長男が帰宅をし、キッチンに姿を現した。 
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その長男と私たちはお互いに挨拶をした。挨拶を通じて、彼は好青年であるかのような爽やかな印

象を私に与えた。 

長男の彼はキッチンにいる夫人に話しかけ、食事の前にシリアルを食べたいということを告げてい

た。そして、彼は自分でシリアルを皿に盛り、牛乳をかけてそれを食べようとした。すると、夫人が何

気なく一言つぶやいた。 

夫人：「あら、シリアルを自分で皿に盛ったのは生まれて初めてなんじゃない？」 

その言葉を聞いた時、私は少しばかり驚いた。何やら、長男の彼は、生まれてこのかた一度もシリア

ルを自分で皿に盛ったことがないらしい。夫人の発言に対して、長男は特に反応することもなく、自

分で盛ったシリアルを食べ始めた。シリアルを食べている彼と私は再び会話を交わし、彼が野球部

のキャプテンであることを知った。 

夫人が料理を作り終えるまで、主人と息子の三人でたわいのない話を続けていた。料理が完成間

近となったところで、主人と投資の話をした。話の流れがよく分からないが、私は投資利益が五百万

ドルになったら、百万ドルを主人に分配するという口約束を交わしていた。主人は納得の表情を示

し、その表情を見たところで夢の場面が変わった。 

早朝のこの時間帯の空は晴れているが、今日は午後から雨が降るらしい。偶然にも午後からのコー

スが別の日に変更となり、午前中のクラスが終わった時には雨に見舞われなくて済むかもしれない。

日程が変更になったコース、そして今日から始まるコースには大きな期待を寄せている。2017/11/

14（火）08:48 

No.428: The Art and Science of Portraiture 

I finished reading “The art and science of portraiture (1997).” Of course, this time of reading was 

not thorough, but I could obtain a sense of the overview of portraiture. Although the examples in 

the book are paintings, I can apply this research method to musical works. I expect to use it for 

my future research on music. 14:54, Monday, 11/27/2017 
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1784. 少人数のクラスの始まり 

今日は午前中に、「システマティックレビューの執筆方法」のコースの初回のクラスに参加するため

に、フローニンゲンの街の中心部から少し外れたところにあるキャンパスを訪れた。自宅を出発して

みると、随分と気温が下がっていることに改めて気付き、日中の外出の際には手袋が必要であると

思わされた。 

基本的に教育科学のコースの多くは、自宅から近くの社会科学キャンパスで行われるため、街の中

心部から少し外れた場所にあるこのキャンパスへ行くことはそれほど多くない。このキャンパスを時

折訪れる際には、キャンパスまでの景色を楽しむようにしている。 

自宅を出発してしばらくすると、オランダの街に固有の運河に突き当たる。アムステルダムや昨年訪

れたデン・ハーグにせよ、オランダの多くの街は運河で囲まれている。フローニンゲンもオランダの

他の都市と同様に、運河が街中に張り巡らされている。私は運河を横に見ながら、石畳風の道を歩

いていた。寒さのためもあり、少し早歩きをしていたように思う。 

秋の深まった朝のフローニンゲンの街の様子は、気温の低さとは打って変わり、どこか活気があるよ

うに思われた。しばらく運河沿いを歩いていると、どこからともなく鐘の音が聞こえてきた。 

鐘の鳴る一つ一つの音が、街全体に広がっていく。おそらく、この鐘の音の主は、街の中心部にあ

るマルティーニ塔だろうか。 

鐘の音にしばらく耳を傾けながら、私はあと何回この道を歩き、この鐘の音を聞くことができるのだろ

うかと考えていた。鐘の音を背にしながら、私は目的地に向かって歩き続けた。 

目的地に向かって歩き続けるというのは、今この瞬間に限ったことではなく、自分の人生全体につ

いて言えることだと思わされた。しかも、人生の目的地は往々にして明確なものではないという点を

考慮してみると、歩き続けるということが自分の人生の宿命であるとすら思えてくる。 

キャンパスに到着すると、一つ前の時間帯に行われていたコースを終えた学生たちが建物の外に

出てくる光景を目にした。建物の外に出てくる学生の波とは逆の方向に進みながら、建物内に入る
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と、私の名前を呼ぶ声が聞こえた。声の方向を見ると、これから参加するクラスを担当するマイラ・マ

スカレノ教授とマヨレイン・デウンク教授の姿がそこにあった。 

オランダ人は世界で も身長の高い国民であり、大学に所属しているオランダ人の学生や教授人

は背が高い人が非常に多い。 初私を呼ぶ声がした時、私は思わず視線を少し上げたのだが、そ

こには声の主はいなかった。少し視線を下げたところに、小柄なチリ人のマスカレノ教授がいた。そ

して、その横に180cmを越すオランダ人のデウンク教授がいた。今回のコースは、この二人の女性

教授にお世話になる。 

私はあやうく間違った部屋に行きそうであったため、その場で偶然二人に出会うことができたことは

幸運であった。どうやら二人は部屋の鍵を受け取りにこの建物に来たようであり、クラスが行われる

のは隣の建物であったため、三人で話をしながら教室に向かった。 

事前の情報では、このコースに参加する受講者は私を含めて三名ほどである。非常に少人数であ

ることを私は有り難く思っており、その他の受講者はどのような人たちなのかをマスカレノ教授に質

問してみた。すると、一名が受講を辞退し、結局二人の履修者しかいないとのことである。もう一人

は、東欧の大学院から交換留学で来ている女性とのことである。 

教授二名、受講者二名の小さなクラスであるため、教室に到着すると、私たちは机の配置を変えた。

クラスの準備をし終えると、ちょうどクラス開始の時間となった。だが、もう一人の受講者が姿を見せ

る気配はなかった。交換留学生にとって、この教室を見つけるのは容易ではないであろうから、デウ

ンク教授が建物の外に行き、もう一人の受講者がいないかどうかを確認しに行くために教室の外に

出た。 

結局、もう一人の受講者は姿を現わすことなく、非常に贅沢なことに、受講者は私だけとなり、 初

のクラスが始まった。 初に三人でお互いの自己紹介をし、その後、システマティックレビューの概

要について、終始対話をしながらクラスを進めていった。 

多くのクラスは、どうしても人数の都合上、教授からのレクチャーを聞く時間が圧倒的に多いが、今

日は三人で終始ディスカッションをしながらクラスが進行していった。二人の教授と絶えず対話をし
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ながら、システマティックレビューの執筆に関する理論と方法を一つ一つ学べることは非常に有り難

く思う。 

来週と 後のクラスには、異なるゲストレクチャーが来てくれるようなのだが、仮に受講者が私一名

となった場合、それは少し申し訳ないような気持ちになるが、受講者が一名であるという恩恵を存分

に享受したいと思う。2017/11/14（火）16:25 

No.429: Meeting for Research 

I had a meeting with my supervisor and a friend in the same research group. The meeting moved 

my research forward.  

I had an issue of how to quantify the data I have, but both my supervisor and friend provided me 

with very insightful comments. I convince myself that I can quantify the data successfully. 17:23,  

Monday, 11/27/2017 

1785. 論文の修正 

昨日は夕方から、来年の六月にロンドンで開催される学会に応募するための論文を執筆しており、

それに就寝前まで取り組んでいた。そのため、作曲理論の学習や作曲実践を行うことができず、昨

日は学術研究のみに従事しているような日であった。 

論文の大枠はすでに執筆しているのだが、アドバイザーを務めるミヒャエル・ツショル教授からの助

言もあり、細かな点を修正していると想定以上に時間がかかってしまった。論文の内容について考

えを巡らせるというよりも、論拠を堅牢なものにするための先行研究の調査や論文内の図表の修正

といった作業的なものに取り掛かっていると、時間が次々に過ぎて行ってしまった。 

今日の夕方までにツショル教授に再度ドラフトを送る予定になっているが、午前中にある日本企業

との協働プロジェクトのミーティングがあり、午後からは「応用研究手法」の 初のクラスがある。その

ため、論文の執筆に割ける時間は少ない。とりあえず、昼食前後に取り組むべきことを書き留めて

おきたい。 
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昨夜の段階で、図表の修正が終わり、新たな文章を補足するための先行研究をいくつか見つける

ことができたので、それらについてはもはや時間をかける必要はない。まず取り組むべきことは、ツ

ショル教授からの助言にあったように、今回の実験において、オンライン上のクラスの受講者がクラ

スにどれだけ貢献しているのかの分布を明らかにしたい。 

今回の研究は、オンラインを通じた成人学習を扱っており、講師と受講者のインタラクションに焦点

を当てている。これは昨年の研究に引き続いたものであり、今回の調査でも受講者一人一人を取り

上げるのではなく、全ての受講者をひとまとめにして取り扱う。研究手法に関しては、昨年から使い

慣れている状態空間分析を用いていく。そのアウトプットとして、講師と集合としての受講者のインタ

ラクションのパターンが時間の経過に応じてどのように変化しているのかがわかり、さらにはどのよう

な種類のインタラクションを多く行っているのかを掴むことができる。 

今回の調査では受講者をひとまとめにしているが、各オンラインクラスにおいて、一人一人の受講

者がどれだけクラスに貢献をしているのか、つまり発言回数の分布を明らかにしておくべきであると

いう助言をツショル教授から受けた。この分析に関しては、それほど複雑な方法を採用するわけで

はなく、各クラスの受講者の発言回数に関する標準偏差を算出する。その算出が終われば、今回

の研究手法について補足する文章を追加で執筆する。 

とりわけ、データの定量化のプロセスについてはもう少し丁寧な説明をしていく必要がある。今回の

論文の分量が極めて短いものであるという都合上、多くのことを盛り込むことはできず、ツショル教

授から助言のあった、その他の研究手法との比較については、文章を追加していく余裕はないだ

ろう。 

昼食前後に、主に上記の二つに関する文章を執筆したいと思う。今週はその他にも取り組む必要

のあることがいくつあるため、少しばかり慌ただしい週になりそうだ。2017/11/15（水）08:16 

No.430: Research Hypothesis 

I was thinking about how to investigate MOOCs from complexity science perspectives. More 

specifically, I was contemplating how I can contribute to the research field of MOOCs by using 

nonlinear dynamics techniques.  
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I want to clarify the idea and significance of my research. For instance, I have to answer a 

question like: “Why is it important to investigate the variability of sentence length of lectures?” 

“Why is it important to examine the variability of the number of concepts in a lecture?”  

I hypothesize that the variability of both sentence length and the number of concepts in a lecture 

affects that of learners’ online comments and discussions. To put it differently, my hypothesis is 

that there is correlation between them. However, I have to think about the meaning and 

significance of the correlation. 18:29, Monday, 11/27/2017 

1786. 三つの協働プロジェクトから思うこと 

今日は早朝に、現在協働プロジェクトを進めている方々とオンラインミーティングを行った。日本の

企業社会においてこれからリーダーシップを発揮していく年齢層を対象とし、彼らの成長支援を行

うことを目的にしたプログラムの開発に従事している。 

基本的に隔週で行われるミーティングはいつも何かしらの大きな気づきを私にもたらしてくれる。そ

れらの気づきについては、今後折を見て日記に書き留めていくことになるだろう。そうした気づき以

上に、今日のミーティングは改めて、他者との協働を通じた創造の意義について考えるきっかけと

なった。 

おそらく私はまだ、自身の年齢や古典的なエリクソンの発達段階モデルに照らし合わせてみても、

後世に向けて何かを伝達・伝授していくような発想を実感として持ちにくいような段階にいるような

気がしていた。しかし昨年あたりから、直接的に後世の存在を意識せずとも、何かを創造しようとす

ることの背後には、常に後世の存在があるのではないかという気づきが生まれていた。 

今回のプロジェクトに関しても、それに参画し、実際にサービスの開発に携わろうと思わせてくれた

のは、創造を通じた後世への関与がそこにあったからに違いない。先日から、「創造」と人間発達や

学習との関係について考えていると、創造の持つ意味の射程は広く、その深さも非常に深いもので

あることに気づかされる。人間の営みは、意味を構築する過程の中で創造行為に従事し、その行

為の産物を次の世代に伝えていくプロセスなのかもしれない。 
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気づけば知らぬ間に、異なる協働者の方たちと共に、現在三つほどのサービスの開発に着手して

いる。一つはすでにサービスの形がほぼ出来上がり、年内にトライアルが行われる。もう一つのもの

は来月からトライアルが始まり、それはこれから数年間にかけて育んでいくような大きなプロジェクト

の一端を担う。そして 後に、来年度からサービスの提供開始を行うプロジェクトがある。 

日本から遠く離れた場所で生活をしていながらも、学術論文の執筆や作曲という比較的閉じられた

創造行為のみならず、社会的に開かれた三つのプロジェクトに従事することができていることに多

大な感謝をしなければならない。それらの三つのプロジェクトが日本との唯一の接点であるかのよう

に思われるほどに、それらは私にとって、他者との協働を通じた大事な創造行為である。 

論文の執筆や作曲と同様に、絶えずこのようなプロジェクトに従事する機会を得ながら、引き続き何

とか母国と繋がっていたいと切に思う。2017/11/15（水）16:38 

No.431: Thought on a Quantification Issue in My Research 

The best direction in my research on MOOCs would be to focus on course relevant 

concepts. The initial idea was to count words in a sentence, but this idea may tell nothing. The 

next idea was to count concepts in a sentence, and this idea was better than the initial one. Yet, I 

came up with another idea to focus on course relevant concepts in a sentence of a lecture or a 

learner’s comment. By focusing on course relevant concepts, I may be able to discover a more 

meaningful finding. I will continue to think about the implication of the last idea. 18:41, Monday, 

11/27/2017 

1787. おとぎの国のような世界の中で 

おとぎの国のような光景が目の前に広がっている。時刻は夕方の五時前だが、辺りはすっかり暗く

なり始め、うっすらと霧が立ち込めている。その様子を見て、私はなぜだかおとぎの国のようだと思っ

た。 

人生においてつくづく私は幸運に恵まれており、ここ数日間においても自分の身に降りかかった幸

運について考えさせられていた。日々が充実感と幸福感とで構成されているのみならず、その外縁

© YOHEI KATO 2019 !13



には幸運が取り巻いているのだということをこの瞬間に思う。そうした日々はまるで、おとぎの国のよ

うな生活だと言わなければならないかもしれない。 

日々の生活は夢の中の出来事なのだろうか。この夢の外には一体どのような世界が広がっている

のだろうか。人は自分独自の夢の世界の中で絶えず生きている。私が生きている夢の世界は、どう

も幸運に包まれた充実感と幸福感で満たされたものらしい。それは も覚めて欲しくない夢だと言

えるかもしれない。一方で、もしかすると今の私は、これまでの夢の世界から真に目覚めたと言える

のかもしれないと思う。 

これまで見ていた夢、それは自分で作り上げた夢ではなく、他者や社会によってこしらえられた夢

である。そこでの充実感や幸福感というのは、その根源が自分の内側になく、外側にあるがゆえに

虚構の産物であった。その夢の世界は実に深く、そこから目覚めることは容易ではない。 

米国での生活を始めたあたりから、徐々にそうした夢の世界から目覚めていく方向に自分が向かっ

てきたことがわかる。おそらく決定的に大きな影響を与えたのは、欧州での生活を始めたことだろう。

米国での四年間を通じて何かが根底から覆させられるような経験をし、欧州での生活を始めて、再

びそれと同じようなことが姿や性質を変えて起こっている。それらはどれも夢から覚める一連の過程

に過ぎないと言えるかもしれない。 

私たちは、今自分が見ている夢に自覚的になれるだろうか。その夢の世界の作り手は一体誰だろう

か。 

私が日々の生活に充実感や幸福感を見出し、幸運に見守られているように感じるのは、おそらく既

存の夢の世界から脱却し、別種の夢の世界に参入したからであろう。二つの夢の世界の差は極め

て大きい。一方から他方への夢の世界への移行は連続的ではなく、間違いなく非連続的である。

両者の間の隔たりと別の夢の世界に参入する際の飛躍の度合いを考えてみると、そのようなことが

言えるだろう。 

五時を迎え、辺りは鬱蒼とした闇に包まれ始めた。その鬱蒼とした様子は全く否定的なものではな

い。この感覚をうまく表現するにはどうしたらいいのだろうか。今日も昼過ぎに外出をした際に、雲に

覆われた空を見ながら思わず笑いが込み上げてきた。ここまで晴れの日が少ないと、曇り空を見て
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人は笑えるのだということに気づいた。爽快に晴れた日の空ではなく、曇り空を見て笑えるというの

は、とても幸福なことではないだろうか。 

こうした笑いの根源は一体なんなのだろうか。それはもしかすると、幸福な日々の生活が根底に横

たわっていることと関係しているかもしれない。日々の生活が幸福感に満たされたものであれば、一

向に晴れの日がない日々そのものが幸福なものとなる。そして、鬱蒼とした雲ですらも笑顔を生み

出す貴重な存在となるのだ。 

午後五時の深遠な闇の世界。それはこの夢の世界の中では、幸福感をもたらす不可欠な存在とし

てそこにある。2017/11/15（水）17:03 

No.432: Beneficial Systematic Review Course 

I attended the third lecture about systematic review. This course has only two participants 

including me. The situation is ideal for me to augment the learning effect. In fact, I can always feel 

free to ask the professor.  

Today’s lecture was also beneficial. Before starting the class, I had some questions about how to 

conduct a better search for literature. I could solve my puzzles by virtue of the lecture and 

comments from the professor.  

Since this course directly has a positive impact on my literature review in my research, I always 

have vigorous intellectual curiosity about the contents of the course. Taking into account what I 

learned today, I will re-examine my search procedure in the afternoon. 13:54, Tuesday, 

11/28/2017  

1788. ミヒャエル・ツショル教授との師弟関係から 

今日も四六時中、ラヴェルの音楽を聴き続けている。玉虫色のラヴェルの曲と窓の外に広がる濃い

闇は、奇妙なほどに親和性があり、曲と景観が不思議な協奏曲を生み出している。 
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今日も一日が終わろうとしている。今日は予定通り、昼食の前後の時間を活用して、来年の六月に

ロンドンで行われる学会発表用の論文のドラフトを無事に完成させることができた。 

昨夜は一つ興味深い思考回路が自分の頭の中を走った。 

ロンドンの学会について参加を勧めてくれた、論文アドバイザーのミヒャエル・ツショル教授は、学会

への発表を単に口頭で勧めてくれたのではなく、発表に向けた論文の執筆に関しても実に親身に

支援をしてくださる。自身の研究時間を割いてまで私の支援をしてくれることに対して、恐縮した思

いにならざるをえない。 

ツショル教授は一風変わった研究者であり、初対面の時に気付いていたが、高度な知性を持つ人

の独特な社交性がツショル教授にもあるように思われた。そうした側面は、私がツショル教授に強い

親近感を覚える所以である。 

先日、大学の校舎から外に出て、校舎の裏道を歩いていた際にツショル教授に出くわした。社会科

学キャンパスの横には、子供が遊ぶための砂場と滑り台のようなものがある。ツショル教授は、寒空

の下、滑り台の横でコーヒーカップを片手に休憩をしているようだった。その姿を見たときに、思わ

ず笑みがこぼれたが、ツショル教授は砂場を眺めながら何かを考えているようだったので、一声挨

拶をする程度にとどめて、そっとしておくことにした。そんなツショル教授から、今回の学会発表に

関する論文へ様々なフィードバックが送られてきた。 

昨年の研究アドバイザーを務めてくださっていたサスキア・クネン教授は、私が執筆する論文に対

していつも本質的な部分での指摘をすることに留め、基本的には私の自律性に任せて研究を進め

させてくれる教育方針を取っていた。一方、ツショル教授は、私の自律性を尊重するのと同時に、

それがいかに細かな点であろうが、私の盲点になっているような箇所を常に指摘してくださる。研究

者を育成する方針に関して、この二年間において随分と異なる指導を受ける機会に恵まれている

のが現状だ。 

昨日自分の中で立ち現れた奇妙な思考回路は、ツショル教授の助言に従ってデータ解析を再び

行ったことに起因している。いや、データ解析のみならず、論文のストーリー展開をさらに流れのあ

るものにすることにも従事せざるをえなかったため、それら二つの問題が絡み合って奇妙な思考回
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路を生んでいたように思う。奇妙な思考回路というのは、データ解析がなかなか進まず、焦燥感の

ようなものが生まれた時に、この焦燥感を生んだ要因をツショル教授の助言に責任転嫁しようとした

る発想のことを指す。まさか自分のデータ解析がうまくいかない時に、その要因を親身に支援をし

てくださっているツショル教授の助言に結びつけるとは思ってもいなかった。 

先学期に履修したコースを通じて、いかに私たちは因果関係を見誤り、正しい因果関係を見出すこ

とがいかに難しいかを学んでいたが、まさに歪な因果関係を見出す自分がいることに気づかされた

のである。そうした歪な因果関係の誤りを修正しながら、昨夜はデータ解析をやり直し、昼食後にな

んとかまとまりのある論文になった。 

ツショル教授と私はふた回りぐらい年齢が異なるが、妙な親近感が相まって、不思議な師弟関係が

醸成されつつあるような気がする。ツショル教授には、これから新たに着手する研究のアドバイザー

にもなっていただいているため、今年一年間でどれだけ多くの学びをツショル教授から得られるか

は、今年の学術生活の中で非常に大事なことだと思う。2017/11/15（水）17:53 

No.433: A New Habit 

In the morning, I analyzed one of Chopin’s music scores that is a waltz form. Since I swore by 

myself that I would make a new habit in the morning to closely examine great composers’ music 

scores. The central purpose of this practice is to grasp and digest implicit composition theories 

underlying music scores.  

Only two days have passed since I began the practice, but I convince myself of the effectiveness 

to enhance my composition skills; to foster my cognitive and somatic understanding of musical 

works. Finding out some patterns that encapsulate theories is an intellectually pleasurable 

exercise. 14:05, Tuesday, 11/28/2017 

1789. システマティックレビューの理論と方法の意義 

昨日に行われた、システマティックレビューの執筆に関するコースは、もう一人の受講者が姿を現さ

なかったため、結局受講者は私一人だった。贅沢なことに私は、マイラ・マスカレノ教授とマヨレイン・
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デウンク教授の二人から個別指導を受ける機会に恵まれた。もう一人の受講者は、おそらく東欧の

大学からの交換留学生であり、現在のところその受講生との音信が途絶えているそうであり、残りの

クラスにおいても、受講者は私一人だけの可能性がある。 

システマティックレビューの中身については、これから詳しく学んでいくことになるが、端的には、多

数の研究論文に対して体系的なレビュープロセスを採用し、特定のテーマやトピックについて包括

的な知見を抽出していくことがシステマティックレビューの大きな特徴である。似たような手法として、

メタアナリシスがあるが、こちらはより統計的な手法を活用し、多数の定量的な研究成果から統計的

な知見を抽出していくことが大きな目的になっている。 

医学の分野においては、システマティックレビューにせよ、メタアナリシスにせよ、随分と前からそれ

らの手法が活用されており、医学の領域におけるそれらの手法の歴史は随分と長いと言える。一方

で社会科学の世界、とりわけ教育科学の領域においては、それらの手法はまだまだ洗練された形

で活用されているわけではない。もちろん、教育科学の領域においても、システマティックレビュー

やメタアナリシスを活用した研究論文はいくつもあるが、医学論文におけるシステマティックレビュー

やメタアナリシスと比較すると、教育科学のそれらの論文の質はそれほど高くない。 

今回のこのコースの目的は、教育科学の文脈において、いかに厳密な方法を採用してシステマ

ティックレビューを執筆していくかの理論と方法を習得することにある。担当している二人の教授曰

く、教育科学の世界において、システマティックレビューの執筆方法を学べるようなコースはほとん

ど無い。実際に二人の教授は、システマティックレビューを執筆するという具体的な実践を通じて、

その理論と方法を学んできたとのことである。こうした状況は、教育科学のみならず、発達科学の世

界においても当てはまる。 

発達研究においては、その学問領域の性質上、教育研究以上にシステマティックレビューやメタア

ナリシスの研究は少ない。実際に、発達的介入手法に関するシステマティックレビューやメタアナリ

シスの論文を読んだことはこれまでほとんどないように思われる。 

このコースの意義に関しては、単にシステマティックレビューの執筆理論と方法を学ぶことだけでは

なく、理論と方法を学ぶことによって、今後システマティックレビューを採用した論文を読む際に、そ
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の論文の限界や盲点、そして論文の質を正しく見極めていくことにつながると考えている。第二回

目のクラスに向けた課題はまさに、教育科学の世界において優れているとみなされている代表的な

二つのシステマティックレビュー論文を取り上げ、医学論文におけるシステマティックレビューでは

常識となっている27個の基準を活用し、それら二つの論文の盲点を指摘することが課題として要求

されている。 

コースの受講前から、まさにこうした観点を獲得したいと思っていたため、初回の課題から自分の関

心に合致するものであることを嬉しく思う。私からしてみると、どのような分野の科学者であっても、

研究論文を書く際には必ず他の論文をレビューする必要があり、そうした際にもシステマティックレ

ビューの理論と方法は実に有益だと思うのだ。とりわけ、教育科学においては、研究の性質上、シ

ステマティックレビューの理論と方法を習得しておくことは極めて重要であるように思われる。しかし、

蓋を開けてみると、今回のコースの履修者は私だけであった。 

このコースのタイトル名について関心があったため、マスカレノ教授に質問をしてみた。というのも、

コース名の前半に、“capita selecta”というラテン語が付されていたからだ。マスカレノ教授曰く、医

学部におけるシステマティックレビューのコースには、大抵そのラテン語が付されているようであり、

それを踏襲したとのことであった。覚えている限り、“capita”というのはトピックを指し、“selecta”とい

うのはレビューを表すそうだ。 

ラテン語のタイトルによって、一見すると難しそうなコースだという印象を与えてしまったのかもしれ

ない、と私たち三人は笑いながら話していた。来週はゲスト講師を迎え、体系的な論文検索の方法

について学ぶ。来週のクラスも非常に楽しみである。2017/11/15（水）20:15 

No.434: Literature Search 

I searched articles on MOOCs in order to find out some literature that is useful for my 

research. Once I set a term of MOOCs, it hit approximately 500 peer-reviewed articles. I took a 

brief look at the overview of each article, and I obtained seven relevant articles with my study. I 

will do the same search about my research method that is fractal analysis. I already obtained 

several articles on the method, but I hope to extract other beneficial articles to write a 

methodology section in my paper. 18:41, Tuesday, 11/28/2017 
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1790. ルールの中で生きる人々 

今朝は六時過ぎに起床し、六時半を過ぎた頃に今日の仕事を開始させた。昨夜はいつも以上に

良質な睡眠を取ることができたようであり、起床から仕事の開始までの流れが非常にスムーズであ

る。 

書斎の窓の外には小鳥が鳴いており、通りを走る車の音が聞こえる。今日は普段より、世界が動き

出すのが早いように感じる。一台の車が通りを走り去って行った時、水しぶきを上げるような音が聞

こえたため、昨夜は雨が降ったのだと思う。 

昨夜は夢の中で、自分の脳を刺激するような音を聴いていた。夢の中で私は、ショッピングモール

のような建物の中にいた。建物内の真ん中に位置する横幅の広い階段の中腹に、一見すると何の

変哲も無い一台の機械が置かれていた。それは音楽を聴けるような機械のようだった。私は、何気

なくその機械のヘッドフォンを手に取り、そこから流れてくる音を聴いていた。 

それは音楽に違いないのだが、心地よい音の流れというよりはむしろ、脳を刺激することを意図して

作られたような人工的な音だった。しばらくその音を聞いていると、自分の脳の側頭葉が随分と刺

激されていることがわかった。奇妙なことに、側頭葉が刺激され始めると、その部分の血行が良くな

り、頭の側部にかゆみが生じ始めた。私はヘッドフォンを元の場所に置き、刺激された側頭部をか

きながら、建物内の別の場所に向かって歩き始めた。 

まだ脳が刺激されているような感覚があり、そうした感覚の余韻に浸ったまま歩いていると、少しば

かりめまいがした。体が少しふらついたところで一度立ち止まり、呼吸を落ち着かせた。一瞬まぶた

を閉じ、再び目を開けると、自分の脳がこれまでとは違う速度で動き始めていることに気づいた。具

体的には、視界に入る現象を生み出す因果関係や論理の奥の奥が見え始めたのである。例えば、

今私の目の前を通り過ぎていった一人の青年の姿や歩き方などの数少ない情報から、彼がなぜ今

のこの瞬間にこの場所にいて、これからどこに向かっていき、このショッピングモールで何を買おうと

しているのかが全て分かってしまうのだ。 

因果や論理の錯綜した鎖が、一瞬のうちに解けていくような感覚がそこにあった。自分の脳の機能

が格段に向上し、私は不必要なほどに、目の前に生じている事物の因果と論理を一瞬にして把握
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してしまうかのようだった。ある一つの現象は、ぐちゃぐちゃに配列されたルービックキューブとして

目の前に提示されるのだが、その配列を一瞬にして秩序のあるものにしていくような力を発揮して

いる自分がいた。不思議な音を聞いて獲得されたこの奇妙な能力を持って、私は建物内の 上階

に向かった。その階に到着すると、広大なフロアがレストランのような内装になっていた。しかし、そ

こはレストランではなく、数多くの半個室になった席で、多くの人がポーカーに興じていた。 

私はしばらくそのフロアを歩き回り、そのフロアで一番技量の高い者たちが集まっている席はどこか

を確認していた。どの席も皆真剣にポーカーをやっている。 

すると、半個室の席ではなく、地べたでポーカーをやっている集団を見つけた。そこでポーカーを

している人たちの年齢は、他の席でポーカーをやっている人たちよりもずいぶん若く見えた。だが、

私は一瞬にして、彼らが他の席の者たちとは全く異なる次元の知能を持っていることを遠目から察

知した。自分がポーカーをする場所はそこだろうという思いが芽生えた時、私はその集団に近寄っ

て行った。 

すると、彼らはトランプを用いてポーカーをしているのではなかった。驚いたことに、無数の和書を

使ってポーカーをしていたのである。 

一人の人物が地べたに一冊の和書を置く。それに対して、別の人物が何かを考えた後、また一冊

別の和書を置いていく。そこでは、その者たちにしか分からない独自のルールで、書籍を用いたポー

カーが行われていたのである。もちろん、そのラウンドで勝てば、場に置かれた書籍を手に入れるこ

とができる。書籍はトランプであり、同時にチップでもあった。 

私はポーカーの初心者を装い、自分も混ぜてほしいとお願いをした。その場でポーカーに興じてい

たのは、五、六名の男女だが、全員が一瞬私の申し出に表情を歪ませた。おそらく、彼らは私には

この特殊なポーカーなどできはしないという考えがあったのだろう。そこで私は、場に置かれた一冊

の書籍を指差して、その書籍の内容について簡単に説明した。すると、彼らは何かを察知してくれ、

私がゲームに加わることを快諾してくれた。 

だが、彼らはこの特殊なポーカーのルールについては一切説明をせず、自分で理解をすることを

私に黙って強制していた。実はこのゲームに参加の申し出をした時に、おおよそどのようなルール
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でこのゲームが行われているのかを理解していた。ルールは至ってシンプルであり、和書を出そうと

する人物の瞬きのリズムと視線を動かす角度から、クラシック音楽のいくつかの曲を連想し、その人

物の表情から感情を推察し、その感情に も合致した曲をまずは選定する。 

そして、選定された曲のテーマを一つの概念として抽出し、その概念について も詳しく解説され

ている和書のあるページを想起する。そのページに対して一つのアルゴリズムを適用し、1-12の数

字に換算し直し、その和書が場に置かれた瞬間に、換算後の数字が場に出されたとする、というルー

ルであった。 

全ての人物が黙りながらも、その独自のルールを共有していることに、私はある種の興奮を覚えて

いた。さらに、このポーカーでは、一つ一つの和書が置かれた時に、和書を置いた人物が独自の

意味を込めながら隠れた数字を場に提示していることに気づいた。つまり、そこでは単に勝ち負け

を競っているのではなく、隠れた数字を提示することによって、特殊な意味の媒介と交流が行われ

ていたのである。そうした特殊な意味の媒介と交流が目には見えないところで行われていることに

対して、一段と自分の気持ちが高鳴った。 

しばらくそのルールに則ってポーカーに興じていると、私はそのルールよりもさらに面白いと思われ

るであろう新たなルールを発見した。そこで私は、ある一つの行動に出た。 

私：「オールイン」 

場にいた全員：「！？」 

私：「オールインしますね。」 

一人の人物：「えっ、オールインですか？ここで？」 

私：「はい」 

私は笑顔でそのように述べた。その場にいた全員は、少しの間戸惑った表情を見せていた。 
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というのも、進行していた意味の文脈からすると、そこでオールインをすることは考えられないことだっ

たからである。まさに自分の取った行動は、文脈から逸脱したものだった。しかし、私の意図はまさ

に文脈からの逸脱であり、しかもそれは単なる文脈からの逸脱ではなく、逸脱による新たなルール

の創造を意図していた。 

その場にいた全員は、しばらくの間、私の取った行動の意味について考えているようだった。しばら

くすると、全員が「あぁ！」という感嘆の声を漏らした。 

一人の人物：「なるほど、そういうことでしたか。参りましたね。どうぞここにある全ての本を持って

行ってください」 

私：「いえ、勝ち負けを競っていたわけではないので、本はいりませんよ。ゲームに加えていただ

き、どうもありがとうございました。とても楽しかったです」 

私は全員にお礼を述べ、その場を静かに立ち去った。同じフロアでは、まだ多くの人たちがポーカー

に興じていた。私の目には、彼らはポーカーのルールを理解していながらも、結局そのルールの範

囲内でしか思考することのできない人たちに思えた。2017/11/16（木）07:37 

No.435: Equilibrium and Harmony in My Daily Life 

Before starting today’s academic work, I spent a couple of hours to analyze Chopin’s music 

scores and to learn music theory from a text book. Allocating my time to some different activities 

bestows equilibrium and harmony upon my daily life. From now, I will read a book about artificial 

intelligence, although the topic is irrelevant to my current research. 10:52, Wednesday, 

11/29/2017 

1791. 側頭葉と作曲 

ポーカーに関する不思議な夢の印象がまだ残っている。とりわけ、ポーカーに興じる前に聴いてい

た、あの不思議な音は一体何だったのだろうか。なぜあの音は自分の側頭葉を刺激し、脳の機能

を向上させたのだろうか、と不思議に思っていた。夢について書き留めた後、側頭葉について少し

調べてみた。すると側頭葉は、とりわけ聴覚に関するものであり、言語や記憶にも関係する脳の部
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位であることを知った。さらには、音声や文字の意味認識にも強く関係している脳の部位とのことで

ある。 

振り返ってみると、六年前に留学をしていた米国のジョン・エフ・ケネディ大学で脳に関するコース

を履修したことがあり、そこでも側頭葉について学習をしていたように思うのだが、当時の私は前頭

葉に強い関心を示しており、側頭葉の機能についてはそれほど関心を払っていなかったことに気

づいた。 

夢の中のショッピングモールの一角に置かれた不思議な機械から発せられる音を聴いて、聴覚を

司る側頭葉が刺激されたというのは納得できる。また、側頭葉が大いに活性化されたことにより、自

分の言語と記憶に関する能力が驚くほどに向上していたことも見逃すことはできない。その結果、

特殊なルールで行なわれているポーカーのルールに気づくことができたのだと思う。 

それにしても、あのポーカーは極めて不思議なルールで行われていたと改めて思う。一つの意味

から幾十にも意味の螺旋階段を降りていき、深層的な意味を特定していくことがあの場で求められ

ていた。そうした深層的な意味の交換によって行われていた交流は、私をひどく高揚させた。 

そもそもこの夢を見た背景には何があったのだろうか。すぐに思いついたのは、昨夜作曲実践をし

ている 中に、その日の夕方に学習した伴奏の技術を適用したところ、大きな歓喜に包まれる経験

をしたことだった。夕方に作曲理論のテキストを読みながら、伴奏の技術について学び、いくつか具

体例となる曲を聴いていたところ、とても面白い技術だと思った。一日の仕事を全て終え、ここ数日

間取り掛かっていた曲のメロディーラインを完成させた。 

その後に、習得した技術を伴奏としてベースに適用し、曲を再生してみたところ、強い感動を引き

起こす音が流れた。その感動は美的なものに対する感動というよりも、好奇心を大いに刺激する類

の感動であった。私は子供のようにはしゃぎたい気分になった。時間の都合上、伴奏を施したのは、

わずか八小節だけだったが、私は伴奏を施した部分を何度も何度も繰り返し再生していた。 

作曲理論のテキストによると、伴奏の技術に関してもいくつかの種類があり、どのような場面でどの

技術を活用すればいいのかの目安となる理論が解説されていた。しかし、まだそれらを頭の中で表

面的にしか理解することができていない。これから実際に曲を作る過程の中で、それらの種類を試
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していきたいと思う。伴奏が異なればメロディーの響きがどのように異なるのかは、未だに未知であ

り、実験を通じて、メロディーの響きに 適な伴奏とは何なのかを体感として掴んでいくことができれ

ばと思う。 

昨夜はそのような形で、作曲に伴う新たな歓喜の渦の中にいた。とりわけ伴奏の技術を適用したの

は、作曲実践の後半であり、就寝の直前であったから、その時の感動が夢の中に流入したのかもし

れない。 

毎日習慣的に行っている作曲実践が、もう夢の中の世界に影響を与えるほどに、自分の深層意識

の中に入り込んでいることがわかる。というよりもむしろ、作曲過程で起こる閃きやそこでの表現活動

の中に、すでに無意識的なものが混入しているため、作曲実践と深層意識は 初から深く関係の

あるものだったと言えるかもしれない。いずれにせよ、作曲実践と自分の深層意識をつなぐ幹が太

くなっていることは確かだろう。今夜もまた、昨日に引き続き、作曲実践を通じて新たな気づきや発

見を得ることになるだろう。2017/11/16（木）08:08 

【追記】 

この日記で指摘されていることを読みながらふと、ある時期を境にして、突然夢の想起力が高まっ

たのは、作曲実践の継続によるものなのではないかと思った。まさに上記の日記で指摘されている

ように、作曲実践と深層意識は深く結びついており、継続的な作曲実践が深層意識の中にある何

かしらの回路を開いたようなのだ。それが影響をしてか、ここ 近は毎日夢を強く覚えており、それ

を夢日記として書き留めることが可能になっている。ここからはもしかすると、夢を見ている 中に、

夢を見ていることに自覚的であるという意識が開かれていくかもしれない。フローニンゲン：2019/1/

2（水）14:13 

No.436: Gabriel Fauré’s music 

In the morning, I was deeply impressed by Fauré’s music. In particular, his thirteen barcarolles 

were mellifluous and lyrical. I did not know the style of barcarolle. I need to explore Fauré’s 

music in a more meticulous way. After searching some background information about Fauré, I 

knew that Marcel Proust love Fauré’s music. I immediately understood why Proust was attracted 
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by Fauré’s music. Because it embodies euphonious beauty and transcendental aspects of this 

reality. 12:59, Wednesday, 11/29/2017 

1792. 秋晴れのないフローニンゲンの秋より 

今日は早朝からずっと薄暗い雰囲気が続いている。そうした光景を眺めていると、まさにこれこそが、

この時期の北欧に近い欧州の一日の姿だと実感する。 

今、日本は秋が深まる頃だろうか。「秋晴れ」と形容されるような日は、今の生活拠点においてはほ

とんどない。しかし、仮に晴れの日を見ることがなくても、私の内面世界はどこか明瞭な光に照らさ

せているかのようである。それはまさに、日々の生活の充実振りを物語っている。 

私はとかく変わった生活をしているわけではない。人間が人間らしく生きるということの本質に基づ

いて日々を過ごしているだけだ。 

変わったことなど何もしていない。純粋に、自分の内側の声に耳を傾け、それが望むような活動の

みに従事しているだけである。 

晴れの日がいかに少なかろうが、日が差し込む時間がいかに短かかろうが、そうしたことは大きな問

題ではない。重要なことは、充実感と幸福感を感じられる活動に日々従事し続けることができるかど

うかだ。もしそうした生活を日本で送ることができないのであれば、やはり私は母国に戻ることはない

だろう。とにかく、今の充実した生活を、歩みが止まる 後の日まで続けたいと思う。 

午後の四時半を迎えると、辺りはもう暗くなり始めている。今は小雨が降っており、書斎の窓に雨の

雨滴が付着していく。 

今日は早朝の六時半から仕事を開始したため、時間としては随分と経っているのだが、内側の感

覚としては、あまりにも時が早く流れたという感覚がある。一日が始まる喜びとその日が充実感の

中で終わる喜びが存在している時、一日の一瞬一瞬が喜びに変わらざるをえない。日々のこうした

歓喜、そして充実さや幸福さをどのように表現したらいいだろうか。 
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今日は午前中に、ある日本企業の方たちとオンラインミーティングを一時間ほど行った。ミーティン

グ後、すぐに「システマティックレビューの執筆方法」のコースで課せられている今週の課題に取り

組むことにした。 

以前の日記で書き留めていたように、今週の土曜日の朝にアーネムという、ライン河沿いのオラン

ダ南部の都市に一泊二日の旅行に出かける。アーネムに訪れようと思った理由は、この街の郊外

にあるデ・ホーヘ・フェルウェ国立公園に足を運ぶためである。そして何より、この公園内にあるクレ

ラー・ミュラー美術館を訪れることが 大の目的だ。この美術館は、ヴァン・ゴッホの作品を数多く所

蔵していることで有名である。 

アーネムの駅から国立公園までは距離があるため、バスで移動することになる。実はその日の午前

中から午後にかけて研究に関する所用がこの街であるために、美術館を訪れるためには一泊しな

ければならなくなった。宿泊先は、国立公園近くのホテルであり、こじんまりとしていながらも、とても

雰囲気が良い印象だ。日曜日の早朝にホテルを出発し、美術館で一日中過ごし、その足でフロー

ニンゲンに戻る計画を立てている。本格的な冬に入る前に、紅葉が残っているデ・ホーヘ・フェルウェ

国立公園の姿を拝むことができることを期待している。 

週末にはこのオランダ国内の小旅行があるために、来週のクラスの課題を今のうちにこなしておく

必要があった。昼食後にシステマティックレビューの課題を無事に終えたため、今から「応用研究手

法」のコースの課題に取り組みたいと思う。2017/11/16（木）16:44 

No.437: Reinforcement Learning 

I will horn my music composition skills and construct composition theories by a numerous number 

of thought experiments.  

I am reading an interesting book about AI; the title is “The Cambridge Handbook of Artificial 

Intelligence (2014).”Although I am not a cognitive scientist nor an AI researcher, I have curiosity 

with AI research. I found an interesting concept, “reinforcement learning,” whose core idea is 

that we do not have to know correct solutions to a problem when we take action. This concept is 

applicable to my practice for music composition. I learn not through correct solutions but through 
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the process of an infinite number of actual practice and thought experiments. 14:49, Wednesday, 

11/29/2017 

1793. ロエル・ボスカー教授からの一対一の指導 

夕食を食べながら、そういえばまだ昨日のクラスについて何も書き留めていなかったことに気づい

た。昨日は、「応用研究手法」のコースの初回のクラスがあった。このコースの履修の前に、担当教

授から連絡が入り、スケジュールの変更があった。その連絡の際に、受講者は私を含めて二人であ

ることがわかっていた。もう一人の受講者はオランダ人の女性である。 

昨日の昼食後、自宅を出発し、指定された場所に向かった。このコースを担当してくださるのは、ロ

エル・ボスカー教授であり、彼は教育科学における定量研究で著名な人物である。とりわけ、教育

プログラムや教育的介入手法の評価に関して多くの功績を残しており、この分野の研究に30年以

上も従事している。 

ボスカー教授に指定された場所の名前を確認してみると、彼のオフィスであることがわかった。どう

やら受講者が二人しかいないため、どこかの教室で講義を行うのではなく、オフィスで講義を行った

方が望ましいと判断されたのだろう。 

待ち合わせ時間よりも早くオフィスに到着すると、ボスカー教授の秘書と出会い、教授は数分したら

戻ってくるとのことであった。教授のオフィスの隣にある秘書室でしばらく待っていると、ボスカー教

授が戻ってきた様子であり、彼のオフィスに向かった。半開きになったドアをノックして中に入ると、

ボスカー教授が笑顔で私を出迎えてくれた。簡単に挨拶を交わした後、ボスカー教授から思わぬこ

とを聞かされた。 

ボスカー教授：「実は、もう一人受講者がいたのだが、彼女はこのコースがオランダ語で行われるも

のだと勘違いしていたようであり、履修を取りやめることにしたそうだ。なので、ヨウヘイと私の一対一

でこのコースを行うことになったよ（笑）」 

私：「そうですか、それは有り難い。一対一で学びを得る機会を得れることができて幸運です」 
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ボスカー教授：「幸運？一対一は「悪夢」だと述べる受講生もいるけど、そうではないかね？（笑）」 

私：「悪夢？とんでもない、全く逆に夢のようだと言えますね（笑）実は、今学期に履修しているシス

テマティックレビューのコースも受講者が私だけなんです。今学期は運がいいですね」 

偶然にも、もう一つのコースと合わせて、こちらのコースも一対一で、経験豊富な教授から指導を受

けることになった。一対一で指導を受けることが明らかになり、私は心底喜んだ。 

ボスカー教授は笑いながら、教師にとっては一対一で教えることが夢だが、生徒にとってはそれが

悪夢になりうると述べていた。私からしてみれば、ボスカー教授から、彼が30年以上にもわたって探

究を続けている専門分野についてマンツーマンで指導を受けることは、理想郷の中にいるような気

持ちを引き起こした。 

クラスを始める前に、まずはお互いに自己紹介を簡単に行った。すると、ボスカー教授はまだ日本

を訪れたことがないらしく、なんとKLM航空のマイレージを生涯まだ一度も使ったことがなく、マイレー

ジを貯めたままとのことであり、来年の夏に貯まったマイレージを使って日本に行く予定があるそう

だ。私たちは、そこからしばらく日本についての話をした。日本についての話題が落ち着いたところ

で、ボスカー教授からこのコースの目的や概要について説明があった。概要に関する説明が終わ

ると、ボスカー教授は笑顔で一言述べた。 

ボスカー教授：「よし、それでは今から今日のクラスを始めよう。ヨウヘイ、こちらに来てくれないか」 

ボスカー教授の机の上には、二台のデスクトップがあり、今からこの二台のデスクトップの画面を見

ながら講義が行われるのだと知った。ボスカー教授も笑っていたが、このような形で講義を受けたこ

とは今まで一度もない。 

二台のデスクトップがあり、机の右側にボスカー教授が座り、その横に私が座る。実際に二人が見

るのは、私の目の前に置かれた左側のデスクトップの画面であり、右側のデスクトップの画面には、

スライドの続きが見れるようになっている。つまり、左側にはプレゼンモードの画面が映し出され、ア

ニメーションでスライドが進むようになっており、右側のデスクトップの画面にはPPTスライドの原型
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が表示されている。私は家庭教師についたことは一度もないのだが、これは家庭教師さながらの風

景だった。 

そこからは、ボスカー教授が一枚一枚のスライドを懇切丁寧に解説してくださり、絶えず対話をしな

がら教育科学に関する応用研究手法に関する理論を学ぶことができた。一対一でのクラスの都合

上、通常の二時間ではなく、休憩を挟まずに一時間半にわたって指導を受けた。一時間半の指導

は密度が濃く、あっという間に時間が過ぎていった。 

その他のコースではありえないことだが、一対一のコースであるため、クラスの日程は毎回のクラス

の終了後、お互いの都合の良い日時をその都度決めていくことになった。そして、来週のクラスに

向けた課題を受け取り、初回のクラスを終えた。ボスカー教授との初回のクラスから多くのことを学

び、それらについては折を見て書き留めておきたいと思う。 

今学期、履修している二つのコースがどれも一対一（もう一つのコースは受講生が私のみ、教授が

二名であるから、一対二）であることは、幸運だとしか言いようがない。ボスカー教授のオフィスを後

にし、自宅に戻る私の足取りはとても軽やかであった。2017/11/16（木）19:58 

No.438: Bodily Understanding of Abstract Concepts and Theories 

It is futile to learn theories and skills without embodiment. Learning not only skills but also 

theories requires physical and conceptual embodiment. An exemplar notion for the former 

embodiment would be “learning by doing.” On the other hand, the latter embodiment may be 

easily misunderstood. It means not only cognitive understanding but also somatic 

understanding. In other words, it is our bodily understanding of abstract concepts or 

theories. Our abstract understanding situates in our body. I have to keep it in mind when I learn 

music composition. 15:06, Wednesday, 11/29/2017 

1794. ロンドンでの国際学習科学学会へ向けて 

今朝は五時半過ぎに起床し、六時から一日の仕事を開始した。毎晩就寝前に作曲実践を行うこと

は習慣となり、それは新たな一日への橋渡しの実践として不可欠なものとなった。就寝前に作曲実
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践を行うことは、精神の治癒につながり、精神が満たされた感覚の中で一日を終えることにつなが

る。音を生み出す過程の中で、知らず知らず自分の無意識の世界の現象を表現することになり、そ

れはある種のシャドーワークであり、サイコセラピーのようですらあると言える。 

音楽療法という言葉にあるように、音楽を聴くことや演奏することは精神の治癒をもたらす。どうやら

音楽を作ることにも大きな治癒効果があるようだ。実際に、どうしても作曲実践のできなかった夜の

次の日の朝と作曲実践を行った次の日の朝を比較してみると、精神が満たされている感覚は随分

と異なる。そうしたことからも、自分にとって作曲実践は、一日を締めくくる上でなくてはならないもの

になった。 

今は学術研究の仕事量の都合上、日中に作曲実践をする余裕はない。今の私が作曲をしようとす

るときには、どうしてもある程度のまとまった時間が必要になる。もちろん、日中の学術研究の合間

にも、作曲理論の学習を進めることはある。これは非常に良い気分転換になっている。 

科学や哲学の探究と並行して、時に作曲理論の学習を挟んでいくことは、探究のリズムに変動性を

加えることになる。そうした変動性のおかげで、一日を通して絶えず何かしらの探究活動に従事す

ることが可能になっている。 

今日はこれから、本日中に提出予定の、来年の六月にロンドンで行われる国際学習科学学会で発

表する論文の 終原稿の作成に取り掛かる。現在の研究アドバイザーを務めてくださっているミヒャ

エル・ツショル教授は、単に口頭での助言のみならず、実際に手を動かして共に研究論文を執筆し

てくださる。 

詳細についてはまだ不明だが、今回の学会に提出する論文は、学会終了後に、他の研究者の論

文と合わせて一冊の専門書になる可能性がある。ツショル教授と今執筆している論文が無事に査

読審査に通り、それが専門書の中に掲載されることになれば非常に有り難い。 

今から六年ほど前に米国の大学院に留学していた時に、自分の論文が一冊の専門書の中に掲載

される幸運を得たが、それからは何も査読論文を執筆していないので、今回仮に査読審査を通過

すれば、それは六年振りの出来事になる。 
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今から六年前に執筆した当時の論文は、人間発達や学習に関するものではなく、日米の経営比較

にインテグラル理論を活用したものであり、もはやその論文を自分のCVに記載することはない。一

方、今回の論文が仮に査読審査に通り、書籍の中に掲載されることになれば、ぜひともCVの中に

明記しておきたいと思う。予定としては、第一著者が私であり、第二著者がツショル教授、第三著者

が昨年のアドバイザーであるサスキア・クネン教授だ。 

今日これから取り掛かるのは、昨日の夕方にツショル教授からいただいたフィードバックを元に、再

度論文を修正することだ。朝一番でこれに取り掛かり、九時過ぎを目処にツショル教授に 終稿を

送りたい。その後、ツショル教授の 終レビューを済ませ、何もなければ、夕方に論文を学会のウェ

ブサイトから提出する。まだ随分と先のことだが、来年六月のロンドンでの学会が待ち遠しい。それ

は学会への参加に対しての気持ちであるのと同様に、その時の自分が今とはまたどのように異なっ

ているのかに対する気持ちでもある。2017/11/17（金）06:24 

【追記】 

この日記の 後に述べている通りのことが、それから約半年後に起こった。上記の日記から半年経っ

た私は、もはや別人になっていた。それは科学に対する態度に関してである。 

幸いにも、私の論文は審査に通り、専門書の中の一章として掲載されることになった。学会の行わ

れる期間に、私はロンドンに行ったが、結局そこで自分の研究について発表することをしなかった。

ロンドンで何をしていたのかというと、芸術関係の博物館や美術館を巡っていたのである。そこには

もう、伝統的な意味での科学的探究活動に満足できない自分がいた。フローニンゲン：2019/1/2

（水）16:58 

No.439: The “No-Free-Lunch” Theorem 

Since music composition is a domain specific skill, the “no-free-lunch” theorem would be 

applicable. The theorem posits that there are no universal learning algorithms; learning algorithms 

should be tuned to a specific domain. 

The more I engage in music composition, the more I grasp the truth of the theorem. 15:29, 

Wednesday, 11/29/2017 
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1795. 早起きは三文の徳 

今朝は早朝の六時から仕事を始めたおかげもあり、 初の仕事を八時を過ぎたあたりに終わらせる

ことができた。 

来年の六月にロンドンで行われる学会で発表するための論文の 終ドラフトを執筆し終え、先ほど

第二著者かつ研究アドバイザーのミヒャエル・ツショル教授にそれを送った。今回の論文の大部分

は私が執筆したものだが、先行研究の調査に関しては、当該研究分野に精通しているツショル教

授に大幅に書き直してもらった。 

昨夜送られてきたツショル教授からのフィードバックをもとに論文の手直しを早朝から行い、それが

思っていたほど時間のかからないものであったことは幸いであった。今日の夕方までにツショル教

授が 終レビューを行い、 終版を夕方に送っていただくことになっている。その後私の方で 終

レビューを行い、本日の夜に無事に論文を提出できそうだ。今回のツショル教授との協働を通じて、

改めて協働研究者の存在の意義を実感している。 

やはり一人で研究を行うことや、一人で論文の執筆をしていくことには不可避な限界がつきまとう。

私の嗜好として、確かに単独での研究と単独での論文執筆は苦ではなく、むしろそれらを好む傾

向がある。だが、とりわけ今の私がまだ研究者としての知識と技術を開拓している 中であることを

踏まえると、経験のある研究者と共に研究や論文執筆を進めていくことは非常に大きな意味がある。

今後の理想としては、単独での研究や論文執筆を行いながらも、絶えず協働研究に従事することも

併せて行っていきたい。ただし当面は、経験豊富な研究者と共に研究や論文執筆を行っていくこと

が賢明だろう。今回、ツショル教授と協働をしてみて実感したのは、二人で論文を執筆すると非常

に効率的に一つの論文を執筆することができるということだった。 

フローニンゲン大学の発達科学学科や教育科学学科に所属している教授陣たちが、どうして毎年

あれだけの論文を執筆することができるのかの理由の一端がわかった。彼らはチームを編成して論

文を執筆しているようなのだ。協働で研究を進めていくことにも技術と経験が必要なのは間違いな

いが、ひとたび協働研究の要諦を掴むと、毎年一定量の研究論文を執筆していくことができるだろ
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う。今回の論文をきっかけとし、これからしばらくツショル教授と共に協働研究と論文を執筆していき

たい。 

今回の論文の内容をより膨らませて、査読付きジャーナルに投稿するか、もしくはこれから取り掛か

る新しい研究を協働論文として査読付きジャーナルに投稿したいと思う。ツショル教授からの支援

は手厚く、彼が六年ほど米国の様々な大学院で研究をしていた時の人脈を活用し、いくつかの大

学での研究ポジションを斡旋することもしてくださる。ただし、私の中では来年に客員研究員として

所属したい大学があり、その旨をすでにツショル教授に伝えているので、今はそうした斡旋を少し

待っていただいている。今回のロンドンでの学会について教えてくださったのもツショル教授であり、

こうして実際に私と共に手を動かしながら論文執筆の支援をしてくださっていることは有り難い限り

である。 

今日はこれから、ツショル教授と取り組む新しい研究に関する、研究概要書の一端を作成していく。

午前中をめどにそれが完成すれば、今日はやはり随分と仕事がはかどる一日だったと言えるだろう。

2017/11/17（金）09:20 

No.440: The “Good-Story Bias” 

Nick Bostrom, a Swedish philosopher, coins an insightful term “good story bias” to denounce a 

naive tendency to praise AI. The term also clearly delineates unsophisticated public discourses on 

human development. We naively tend to believe that AI is beneficial for us and that further 

development is favorable for us. However, that is often our mere belief contaminated by our 

cognitive biases. 15:51, Wednesday, 11/29/2017 

1796. オンライン学習に関する新たな研究に向けて 

今日は午前中に、来年の学会発表用の論文を完成させ、昼食前にランニングに出かけた。先日、

秋晴れの日がほとんどないと述べたが、今日は午前中から午後にかけて雲一つなく快晴であった。

ここ 近は、一週間に一度晴れの日があるぐらいの割合であるため、その日にはできるだけランニ

ングに出かけるようにしている。秋晴れの日にランニングに出かけるのは、大きな気分転換となり、

毎回のことながら、走り終えるといつも爽快な気分になる。 
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今日はいつも通り、ランニング後には行きつけのインドネシアンレストランで昼食を購入した。昼食

後、これから取り掛かる新しい研究の計画書を執筆していた。今朝執筆していた論文と同様に、こ

ちらの研究に関しても、ミヒャエル・ツショル教授の指導を受ける。再来週の月曜日に、ツショル教授

から同じく指導を受けている友人のハーメンと三人で研究ミーティングが行われる。そのミーティン

グに向けて、来週の木曜日までに、研究のテーマや問題提起などを含めた概要を文章としてまと

めておく必要がある。昼食後に取り掛かっていたのはまさにそれである。 

実は今回の研究については、もう一年前から計画を練っていた。今回の研究は、昨年の研究で活

用できなかった「トレンド除去変動解析（DFA）」と呼ばれる非線形ダイナミクスの手法を活用しなが

ら、MOOCのコンテンツの分析を行っていく。より具体的には、フローニンゲン大学が提供している

一つのMOOCを取り上げ、毎週の講義ビデオのトランスクリプトのコンテンツの複雑性を定量化し、

それに対してDFAを適用し、まずは毎週の講義コンテンツがどのようなフラクタル次元を持っている

のかを明らかにする。その後、毎週の講義が持つフラクタル次元と学習者が毎週受けるテストのス

コアを比較し、統計的に有意味な相関関係があるかどうかを調査していくというのが一つの案だ。

結論から述べておけばよかったが、要するにMOOCのコンテンツの複雑性に潜むフラクタル次元と

学習者の学習成果との相関関係を調べていくというものだ。 

そもそもこの調査をしようと思ったのは、MOOCに関する既存の研究は、学習者がMOOCを 後ま

で受講することなくドロップアウトしてしまう問題などを含め、学習者のモチベーションを調査するよう

なものが多く、MOOCそのものコンテンツを分析するような研究はほとんど見られない。ましてや、ダ

イナミックシステムアプローチや非線形ダイナミクスといった複雑性科学の手法を活用した研究はほ

とんどないため、今回の研究でDFAという手法を活用しながら、MOOCのコンテンツ分析と受講者

の学習成果を比較することには意義があるだろう。 

既存の研究においては、ドロップアウトの問題をモチベーションの観点から調査していくものが多い

が、もしかするとモチベーションの他にもコンテンツの複雑性とも何かしらの関係があるのではない

か、という仮説が今回の研究の出発点にある。学習コンテンツの複雑性に潜むフラクタル次元とテ

ストスコアを比較するのみならず、毎週のドロップアウト率（あるいは量）とも比較してみるとさらに意

義がある研究になるかもしれない。 
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研究のゴールと流れはすでにイメージができているのだが、後は毎週の講義の複雑性をどのように

定量化するかを考えていく必要がある。ここで重要になるは、DFAを活用するためには十分な時系

列データが必要だということだ。十分な時系列データがなければDFAの結果の信頼度は大きく下

がってしまう。そのため、毎週の講義コンテンツを定量化する際に、十分な時系列データが得られ

る形で定量化していく必要がある。 

研究案を練っていたもっとも初期の頃は、カート・フィッシャーのダイナミックスキル理論を用いなが

ら、各講義のパラグラフごとにレベルを特定していくというアイデアがあった。しかしこれは、全ての

データを定量化する際にあまりに多くの時間がかかってしまうことと、測定者間信頼性を確保するこ

とが非常に難しいため、この案を採用しないことにした。その代わりに、 も簡単な定量化方法とし

て、毎週の各講義動画のトランスクリプトに対して、一つのセンテンスの語数を数えていくという方法

がある。こ 

の方法を採用することによって、毎週の講義はおよそ10個ほどあり、講義の中には20個ほどのセン

テンスがあるため、毎週の講義に対して200個のデータポイントを得ることができる。今調査対象とし

ているMOOCは七週にわたるものであるため、合計で1400個ほどのデータポイントを得ることができ

る。1400個ほどのデータがあれば、そのMOOC全体に対してDFAを十分に活用することができる。

ただし、私は毎週の講義のコンテンツに潜むフラクタル次元を明らかにしたいため、200個のデータ

ポイントはDFAを活用するギリギリのデータ量だと言えるかもしれない。 

ちょうど先日、発達科学学科の給湯室でコーヒーを飲んでいる時、昨年非常にお世話になってい

た、非線形ダイナミクスに精通したラルフ・コックス教授と出会った。そこで少しばかり立ち話をし、今

回の研究にDFAを適用する予定であるから、また指導をお願いするという旨を伝えた。 

昨年のコックス教授とのミーティングの中で、DFAを活用する際のデータ量に関する議論を思い出

すと、もしかするとコックス教授は、200個のデータに対してDFAを適用することをあまり勧めないか

もしれない。「ヨウヘイ、ちょうど来週に発達科学の教授陣のオフィスが移動になるから、今度は新し

いオフィスで会おう」とコックス教授が述べていたことを思い出す。近々、コックス教授のオフィスのド

アを叩こうと思う。2017/11/17（金）15:10 
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No.441: The Ceaseless Constructive Process 

Construction, construction, construction, that is my life. The ceaseless construction represents 

my life. More accurately, the continuous constructive process that encapsulates deconstruction 

perfectly symbolizes my life.  

I continue to construct something everyday. Literally, I “construct” academic articles, piano 

works, and journals. These concrete products are the outcomes and lubricants of my continuous 

constructive process. As an existential or spiritual product, the continuous constructive process 

generates myself. 07:19, Thursday, 11/30/2017 

1797. MOOCに関する研究のメモ 

昼食後から取り掛かっていた、新たな研究に関する計画書の執筆もひと段落ついた。明日からアー

ネムというオランダ南東部の街に一泊二日で旅行に出かけるが、その行き帰りの電車の中で、研究

計画の冒頭の内容をより練ったものにしたいと思う。 

どのような背景で今回の研究に着手するのか、MOOCに対する既存の研究にはどのようなものがあ

り、現在時点においてまだどのような問題の探究が進んでいないのかなどを指摘し、自分の研究の

意義についての説明を展開していきたいと思う。 

そもそもMOOCが誕生したのはここ15年以内の話であり、MOOCに関する研究が本格的に始まり

出したのは10年ほど前に過ぎない。そうしたことを考えると、当該研究領域はまだまだ未開であり、

その分研究のしがいがある。研究のテーマそのものだけではなく、研究アプローチについても、ダ

イナミックシステムアプローチや非線形ダイナミクスの手法を用いている研究者は世界的に見てもま

だいないと言っても過言ではないため、これからの自分の研究は、当該研究領域に貢献できること

が数多くあるのではないかと期待している。 

今回の研究で用いる予定の文献については比較的十分集まっており、それを計画書の中に記載

しておいた。ここからはこの計画書を練りながら、リサーチクエスチョンをより明確なものにし、研究

デザインを固めていきたいと思う。 
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計画書のドラフトを執筆し終えた後、MOOCのコンテンツの複雑性に関する分析方法について、他

に何か良い手段はないかと考えていた。カート・フィッシャーのダイナミックスキル理論を活用するの

は多大な労力が要求されるため、それは採用しないことにしている。一方で、各講義動画のトランス

クリプトのセンテンスの語数を数え上げていく方法は、確かにそれほど難解ではないのだが、語数

の量をコンテンツの複雑性と単純に定義することはできないのではないか、という問題がつきまとう。

もしかすると、「コンテンツの複雑性」という文言を採用するのではなく、「コンテンツの分量」という文

言を用い、そのフラクタル次元を捉えていく方向にしていくことが望ましいかもしれない。 

仮にコンテンツの複雑性を分析していくのであれば、それは論理構造分析のような手法を採用する

必要がある。それはまさにフィッシャーのダイナミックスキル理論を活用すれば分析ができるのだが、

労力がかかることは上記で指摘したとおりである。この方法に変わる手段は何かないかを、研究アド

バイザーのミヒャエル・ツショル教授に尋ねたい。 

以前参加したツショル教授の講義の中で、“argumentation diagram”という興味深い研究ツールが

取り上げられ、それを用いればうまくセンテンスごとの論理構造の複雑性を分析することができるか

もしれない。ただし、各センテンスではなく、各パラグラフごとにしか定量化ができないのであれば、

今回の研究ではあまり望ましくない。というのも、十分な時系列データがなければ「トレンド除去変動

解析」を適用することができず、フラクタル次元を特定することができないからだ。この点については、

また改めてツショル教授に相談することにする。2017/11/17（金）15:35 

No.442: Visual Analysis and Actual Listening 

I slightly modify how to analyze music scores of great composers. The new approach is to quickly 

grasp patterns in a visual way without delving into details. Also, I will analyze music scores as if I 

were having dialogues with them.  

Since I came across Alice Sara Ott’s CDs when I visited Bergen in Norway, I have often listened 

to her piano playing. In the morning, after I analyzed Chopin’s waltz——Grande valse brilliant, 

Op.18——, I listened to her piano playing. I realized that I had to listen to actual music whenever I 

analyze a music score. Both visual analysis and actual listening should be combined for my daily 

practice. 12:00, Thursday, 11/30/2017 
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1798. 充実感と幸福感を取り囲む人との縁 

午前中の青空とは打って変わり、午後一番に小雨が降り始めた。遠くの空に太陽の姿が見えており、

上空に少しばかりの雨雲がかかっていた。どうやらその雨雲が、この小雨をもたらしているようだっ

た。雨の量は多くなく、それはどこか、思わず零れてしまった数滴の涙のようだった。 

私はしばらくぼんやりと、わずかばかりの涙のような雨が地上に降り注ぐ姿を眺めていた。その後、

天気が回復し、再び太陽が顔を覗かせた。 

時刻は夕方の四時に近づいている。これから夕方の仕事に取り掛かり、それが終われば、明日から

のアーネムへの一泊二日の旅行に向けて準備をしたい。準備と言ってもたかが知れており、一日

分の着替えをリュックサックに詰めるだけである。 

持参するものは 小限にし、宿泊先のホテルで学術研究の続きを行うために、パソコンを持参する

必要がある。持って行く書籍は、作曲理論に関するコンパクトな“Music composition 2(2014)”という

書籍だけにし、あとは来週に行われるコースの論文を二つほど持参したい。その他に持って行くも

のは特にないだろう。 

明日、私がアーネムの街へ訪れるのも何かの偶然だろうか。アーネムというオランダの街を知って

いる人はほとんどいないであろうぐらいに、この街はオランダの主要都市ではない。もちろん、中規

模の大きさを持っている街であることに変わりはないのだが、それでも知名度は高くないだろう。そう

した街に私が訪れることになったのは、オランダを代表する画家の一人である、ヴァン・ゴッホの存

在だった。 

アーネムの中央駅から北に数キロほど上がったところに、デ・ホーヘ・フェルウェ国立公園がある。

その公園内に、ゴッホの作品を数多く所蔵していることで知られている世界で有数の美術館がある。

それはクレラー・ミュラー美術館と呼ばれており、国立公園の中に美術館があるというのは実に珍し

いと私は思い、大きな関心を持った。 

明日宿泊するホテルは、国立公園の敷地のすぐ外にある。雰囲気としても申し分なく、国立公園の

外ではあるが、そこは自然に取り囲まれた独特の雰囲気を放っているように思われる。この美術館
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に私が足を運ぶのは、きっと何かの縁だろう。実は先日、「応用研究手法」のコースの初回のクラス

の帰りにも、何かの縁があるに違いないという出来事に遭遇した。 

このコースについては、数日前の日記に書き留めた通りである。受講者は私のみであり、教育プロ

グラムと教育的介入手法の定量評価の道を30年以上にわたって探究している、ロエル・ボスカー教

授から一対一で指導を受けることになった。クラスは教室で行われるのではなく、ボスカー教授のオ

フィスで行われることになった。そのクラスの帰り道、私は社会学部の建物の一角にある古書コーナー

の前を通り過ぎた。 

私はキャンパスを訪れる際に、いつもここに立ち寄り、何か良い古書はないかを確認する習慣があ

る。半分はオランダ語の書籍であり、それらは残念ながら理解することができないため、残り半分の

英語の書籍を確認するようにしている。そこで一冊、教育科学に関する600ページほどの分厚い専

門書を見つけた。目次を一瞥すると、数多くの研究者が数ページほどの短い論文を寄稿しているよ

うだった。 

その後、パラパラとその書籍のページをめくっていると、書籍の真ん中あたりに差し掛かった時、偶

然にもボスカー教授が投稿した論文を発見した。600ページにも及ぶ分量であるから、ページをめ

くりながら目を止めたのは数回ほどであり、その数回ほどの中に、偶然にもボスカー教授の投稿論

文があったことは、驚くべき偶然であった。この現象の背後には、やはり人知を超えた縁と呼ばれる

ものが存在しているように思えて仕方ない。今のところ、私はこうした現象をうまく説明する術を持て

ていない。 

やはりそれは縁としか呼べないような、非常に錯綜した因果の連鎖が潜んでおり、無数の因果によっ

てもたらされた産物が、こうした一人の人物との出会いを生み出すのだと思わされる。この世界にお

ける縁、それは実に不思議な現象である。 

今から数年前、いや数ヶ月前であってもいい。私が今このように、オランダ人のボスカー教授から一

対一で指導を受けている姿など全く想像できなかった。しかし、それは実際に起こっている。人との

縁というのは起こるものなのだ。それは人為的・作為的に作られるようなものではなく、ことごとく起こ
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るものなのだ。日々の生活は創造行為を通じた充実感と幸福感に満たされ、それを取り囲むように、

人との縁が常に起こっている。いつも、今も、この瞬間も。2017/11/17（金）16:05 

No.443: A Letter-Like Piece of Music 

Someday, I want to exchange a piece of music as a letter with someone. A letter-like piece of 

music tells our present situation or a memorable event in our daily life.  

I can imagine that I am exchanging a piece of music with somebody in stead of exchanging a 

letter. How wonderful it is to keep in touch with someone in such a way. 16:08, Thursday, 

11/30/2017 

1799. デ・ホーヘ・フェルウェ国立公園近くのホテルより 

今朝は五時に起床し、六時過ぎに自宅を出発して、オランダ南東部に位置するアーネムという街へ

向かった。この街を訪れることになった理由については以前の日記の中に書き留めた。端的には、

アーネムの北に位置するデ・ホーヘ・フェルウェ国立公園とこの敷地内にあるクレラー・ミュラー美術

館に訪れるためだ。今、私は国立公園と眼と鼻の先にあるホテルの一室でこの日記を書いている。 

なんという静けさだろうか。ホテルの自室の中にいるのに、自然の静寂さの中にいるような感覚がす

る。 

このホテルについてまずは述べておかなければならない。今私が宿泊しているのは、アーネム中央

駅からバスに乗り、オッテロー中央バス乗り場からほど近くにあるホテルだ。 

寄りのバス停に降りた時、そこはすでに自然に囲まれた世界の様相を呈していた。バスに乗って

いた時から、深まる紅葉を眺めていたように、オッテローという町でも秋の深まりを実感することがで

きる。 

バス停から数分歩いたところにこのホテルはある。ホテルの受付のすぐ隣に、非常に落ち着いたレ

ストランがあり、明日の朝食はここで摂ることにしている。 
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受付に行くと、感じの良い二人の受け付け係が対応をしてくれた。私が自分の名前を述べる前に、

向こうは私の名前を察知していたようだった。おそらくその時間帯にチェックインをするのは私だけ

だったのかもしれない。受付を済ませると、宿泊先の部屋は離れにあると告げられた。 

二人の受け付け係のうち、女性の係員が部屋まで案内をしてくれた。このホテルに到着してみて初

めて気づいたが、ここはホテルというよりも大きな一軒家を改築したコテージだと言える。 

離れに到着するまで係の女性と会話をしていた。 

私：「明日、国立公園内にある美術館に行きたいのですが、歩いていくことはできますか？」 

係の女性：「ええ、行けますよ。ですがちょっと距離がありますね」 

私：「公園の敷地内は野生動物がいるため、その保護をするために歩行禁止ではないのです

ね？」 

係の女性：「禁止ではありませんよ。ただ、歩いていくと時間がかかりますので、自転車かバスで行く

方が良いかと思います」 

そのようなやり取りを係の女性と行った。その女性は、ここから美術館まで距離があると述べていた

が、調べてみると30分弱で行くことができる。オランダ人は自転車に乗る文化的習慣があるため、そ

のくらいの距離でも歩くと遠いと感じるようだ。私が懸念していたのは、野生動物の保護のために歩

行禁止になっていないかどうかだったのだが、係の方の話によれば問題ないらしい。 

明日は朝食をゆっくりと摂り、美術館の開館に合わせてコテージを出発したい。この時期のデ・ホー

ヘ・フェルウェ国立公園は紅葉が綺麗とのことであり、明日は公園内の散歩を堪能したいと思う。 

朝の静けさの中、自然に満たされた国立公園内を歩くことは格別に違いない。ここでも私は天気に

恵まれたようだ。幸いにも明日は晴れのようなので、歩いて美術館まで行くことができる。国立公園

内の自然、そしてクレラー・ミュラー美術館での芸術鑑賞をとても楽しみにしている。2017/11/18

（土）18:39 
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No.444: Computer-Assisted Text Analysis Methods 

In the evening, I read a very intriguing article on MOOCs that will be beneficial for my current 

research. This article investigates computer-assisted text analysis methods based on machine 

learning.  

Since any MOOCs receive a number of survey results and comments on discussion forums, this 

type of approach is quite promising. While reading this article, I thought that I would apply the 

computer-assisted text analysis techniques to evaluation on developmental stages. Because the 

field of developmental science has struggled with analyzing developmental stages automatically 

from texts, the proposed methods in this article have huge potentiality. I will keep investigating 

this topic, which can be my doctoral theme. 18:06, Thursday, 11/30/2017 

1800. ゴッホの森から：精神と魂の拠り所 

デ・ホーヘ・フェルウェ国立公園近くのコテージの周りは、自然の静かさの本質を教えてくれる。そ

れは、静かさの中にある動的な静かさだ。自然が生み出す真の静寂さの中には、彩り豊かな多様

な音を聞くことができる。今、私は宿泊しているコテージの部屋の中で、そうした豊かな音に耳を傾

けている。 

現在私が住んでいるフローニンゲンの家の周りはとても静かだが、今この瞬間にいるコテージの周

りは、フローニンゲンの自宅の周りの静けさを遥かに凌ぐ。静かであるということがどれだけ有り難い

ことか。静寂さは精神を落ち着け、精神の深い部分と繋がることをそっと促してくれる。 

今日はあいにくの曇り空だが、晴れの日であれば、きっと満天の星空を仰ぐことができたのではな

いかと思われる。コテージの周りは、野生動物がひょっこりと出てきそうな雰囲気を醸し出している。

私はこうした雰囲気がたまらなく好きだ。 

今から六年前に、まだサンフランシスコに住んでいた頃、ヨセミテ公園内のコテージに何泊かしたこ

とがある。あの時の記憶が今ありありと蘇る。 
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アーネムから北上したオッテローという小さな村は、自然の恵みを感じさせてくれる素晴らしい場所

だ。こうした場所でひっそりと生活を営みたいものだ。そうした生活が完全に実現されなくても、少し

でも自然の豊かさを感じられるような場所に生活拠点を設けていきたいと思う。私にとって自然とは、

精神を涵養してくれるものであり、精神に安息をもたらしてくれる大きな存在だ。 

自然を愛でる気持ちと、自然から恩恵を享受することができるような体質を作り上げてくれたのは、

私が長らく育った、自然豊かな山口県での生活があったからだろうし、東京に住んでいた頃を含め、

両親が頻繁に自然と接触する機会を私に与えてくれたからだろう。 

山口県の自然と両親が私に提供してくれた自然と触れ合う機会に対して、本当に感謝をしなけれ

ばならない。なぜなら、そこに今の私の精神と魂の拠り所があるからだ。 

自然を畏怖する心が育まれていれば、世界中のどのような場所に行っても、その場所の自然から

多大な安息と充足を享受することができるように思う。自然の持つ恵みと深み。それらの大切さを改

めて問いたいと思う。 

コテージの中でくつろぎながら、この村の周りにはどのような名所があるのかを調べてみた。私は古

城巡りに関心はないが、どうやら近くに古城があるらしい。その他にも、チーズ作りを体験できるよう

な場所もあるそうだ。もし自分に子供がいれば、毎週末子供と一緒になって、チーズ作りのような体

験を含め、自然、科学、芸術と触れ合うようなアクティビティを一緒に楽しんでいるだろうと思う。 

明日訪れるクレラー・ミュラー美術館について少しばかり調べてみた。日本語でも調べてみると、ど

うやら六本木にある森美術館は、この美術館を参考にして建設されたそうだ。クレラー・ミュラー美

術館は、アムステルダム美術館に次ぐ数のゴッホの作品を所蔵していることで有名であり、ゴッホは

この場所にゆかりがあるわけではないが、美術館があるデ・ホーヘ・フェルウェは「ゴッホの森」と形

容されている。なにやら、敷地内には彫刻公園があり、緑の芝生を散策しながら、オーギュスト・ロダ

ンやヘンリー･ムーアなどの作品が鑑賞できるそうだ。そうした情報を眺めていると、ここは自然と芸

術の双方を堪能できる恵まれた場所だということに改めて気付かされる。 

明日の朝、ホテルの朝食をゆっくりと摂った後に、ゴッホの森を森林浴しながら散歩できることをとて

も楽しみにしている。明日もきっと今日と同じように、心の底から満たされたような一日になるだろう。
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%BC%E7%BE%8E%E8%A1%93%E9%A4%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%BC%E7%BE%8E%E8%A1%93%E9%A4%A8


私はもう、そのような形でしか毎日を生きられないし、そのような形でしか毎日を生きない。2017/11/

18（土）20:01 

No.445: Five Books for Music Composition 

Today was a sunny day with a clear blue sky. After I went running, I continued to work. In the 

afternoon, I purchased five books about music composition: (1) Max Reger Modulation (2007), (2) 

The Study of Counterpoint: From Johann Joseph Fux’s Gradus ad Parnassum (1965), (3) Guide to 

the Practical Study of Harmony (2005), (4) Arranging Reharmonization Techniques (2002), and (5) 

Structural Functions of Harmony (1999).  

Most of them are advanced books, but I thought that they would definitely be beneficial for my 

music composition in my near future. Since I have recently been seeking for the way of creating 

harmony, the book written by Tchaikovsky will be useful for me. I will slowly digest the contents 

no matter how much time it takes. 17:38, Friday, 12/1/2017
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