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2441. 【中欧旅行記】ブダペスト滞在の三日目の予定 

先ほどホテルの朝食を摂り終えた。ワルシャワのホテルと同様に、現在ブダペストで滞在しているホ

テルの朝食も美味しい。ビュッフェ形式ということもあり、先ほども十分な朝食を摂った。朝食の最中

も今朝方に感じていた重たい感覚について考えていた。 

今この瞬間は、先ほどのように苦しい重さを感じていない。今朝方のあの胸騒ぎにも似た心の動揺

は一体何だったのだろうか。中央ヨーロッパを旅行している最中にこうした気分の乱高下を経験す

るとは思ってもみなかった。おそらく、このように欧州を旅行できていることは恵まれたことなのだと

思うが、一刻も早く心休まるフローニンゲンの自宅に逃げ帰りたくなった瞬間が今朝方に訪れたこと

については改めて考える必要があるだろう。 

今回の中欧旅行がこのような形で自己を揺さぶるとは思ってもみなかった。人はこうしたさざ波を自

己に抱え込んだまま生きることを宿命づけられているのかもしれない。 

朝食を摂る直前に、ふと「自分は無宗教だが信仰心は持つべきだ」という言葉が口からこぼれた。

信心深く生きることの大切さ。ここ数日間は信心深さが足りなかったのではないだろうか。今日から

またこの世界に対して信心深く接しながら生きる必要がある。そんなことを思うと、少しずつ気分が

高揚してきた。 

重くのしかかる気分を静かに貫いていくような感覚が内側にあった。また自分の内側で何かが爆発

するかもしれない。 

今日はこれからバルトーク博物館を訪れる。宿泊先のホテルからバルトーク博物館までは9kmほど

あり、歩くと片道二時間ほどかかる。歩くことは現実的ではないと判断したため、これからバスに乗っ

てバルトーク博物館を訪れる。午前中と午後の少しばかりの時間をそこで過ごしたい。 

当初の計画では今日はバルトーク博物館だけを訪れる予定であったが、到着日に予約した聖イシュ

トヴァーン大聖堂でのパイプオルガンコンサートが今夜ある。それに備えて、バルトーク博物館を訪

問したらホテルに一旦戻ってきてゆっくりしたい。 
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コンサートの開始は夜の八時からであり、コンサート参加者は教会前に集合して中に案内されるよ

うであり、その集合時刻は七時半だ。バルトーク博物館から戻ってきたら、昨日と同じようにジャグジー

で心身をほぐし、少しばかり休憩を取りたい。 

宿泊先のホテルから聖イシュトヴァーン大聖堂までは歩くと40分ぐらいかかるので、そこへもバスを

使って移動したいと思う。ブダペストの街はバスの交通網が非常に発達しており、東京の地下鉄と

同じ感覚で次から次へとバスがやって来るため移動には便利である。バルトーク博物館にせよ、今

夜のパイプオルガンコンサートにせよ、今日は一日中音楽と共に過ごす濃密な日になりそうだ。ブ

ダペスト：2018/4/19（木）10:01　　 

No.977: Drawing 

Since I came back from Central Europe, I have started a new creative activity, which is drawing. I 

will not draw to copy the external objects but draw to express my inner universe. Groningen, 

20:52, Wednesday, 5/9/2018 

2442. 【中欧旅行記】バルトーク博物館での大いなる励まし 

今日は午前中にバルトーク博物館に足を運んだ。結論から述べると、ここを訪れて本当に良かった

と思っている。バルトークから得られた励ましには計り知れないものがある。昨夜から今朝方にかけ

て、実存的な抑鬱状態にあったが、今はもうそれが嘘のように活動エネルギーで充満している。 

今朝のあの状態は一体何だったのかと今になって思う。おそらく根源的な問題はまだ解決していな

いであろうから、今後も似たような状態を経験するに違いない。しかし、それらの現象もまた一時的

な状態に過ぎないということを念頭に置き、それに深く囚われないようにすることが賢明だろう。人間

の内面世界はこのように浮き沈みと紆余曲折を伴って深まっていくものなのだから。 

暗夜から光の道へ一歩踏み出すことを可能にしてくれたのは、バルトーク博物館を訪れたおかげ

だと思う。朝食を摂り終えた私は、ホテルのすぐ近くにあるバス停でバスに乗り、博物館に向かった。

バスに30分ほど乗っている際の景色は大変素晴らしかった。ブダペストの中心街を通り抜け、バス

はどんどん郊外に向かっていく。 
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昨夜ふと、仮にブダペストに住むのであれば中心部から少しばかり離れた郊外にしたい、と思って

いた。街の中心部にも公園などの緑があるが、郊外はより豊富に緑があり、とても落ち着いた印象を

私に与えた。 

バルトーク博物館の最寄りのバス停で降りると、どこからともなく小鳥の鳴き声が聞こえてきた。バル

トーク博物館へと続く道は坂道になっており、小鳥の鳴き声に導かれる形で私は歩みを進めた。数

分ほど坂道を登っていくと、そこに一軒の白い家があり、そこが博物館だった。博物館の標識を見

つけたが、中に入るにはどうしたらいいのだろうかと迷っていた。 

というのも入り口には鉄格子のドアがあるのだが、「ドアを押して開けないでください」とハンガリー語

と英語で表記されていた。「であれば引いて開けるのか？」と思ったが、引いても開かなかった。裏

手に回ろうとした時、道端に止まっていたタクシーの運転手が車から降りてきて、親切にも「そのドア

は手動では開きません。そこにあるボタンを押して中にいる係員に知らせてください」と笑顔で教え

てくれた。 

私はこの親切なタクシードライバーにお礼を述べてからボタンを押し、無事に館内に入ることができ

た。この博物館は実際にバルトークが住んでいた家であり、周りの環境はとても落ち着いていた。今

でも周りに住居は少なく、山の自然に取り囲まれている。バルトークが住んでいた当時はより静かな

環境であったに違いないと想像した。 

この博物館も昨日足を運んだリスト博物館と同様に、非常にこじんまりとしている。だが、館内に入っ

てみてすぐに気づいたが、リスト博物館よりもずっと綺麗だった。屋根裏部屋を含めると、一階から

三階まで見学することができる。各階にはバルトークのゆかりの品々が展示されている。 

受付でチケットを購入すると、受付の若い男性がこれまた親切であり、そこでしばらく彼と話をした。

私が訪れた時にはもう一人の訪問者しかいないようであり、館内はとても静かだった。 

私：「この博物館はとても綺麗ですね」 

受付の男性：「ええ、実は数年前に改築したんです」 
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私：「あぁ、どおりで綺麗なんですね。博物館の見学に際してオーディオガイドはありますか？」 

受付の男性：「あいにくオーディオガイドはまだなく、今作成している最中なんです。その代わりに

入場料にプライベートガイドが付いてますよ。ちょうど今別のお客さんにガイドが付いているのでもう

少し待ってもらえますか？」 

私：「プライベートガイドが付いてるんですか、それは有り難い。ええ、お土産を見ながら待ってま

す」 

この博物館の入場料には有り難いことにプライベートガイドが付いていた。チケットの価格はとても

安く、それでいてガイドが付いていることを嬉しく思った。 

お土産売り場でバルトークに関する書籍を探していると、一冊ほどとても貴重な書籍に出会うことが

できた。それは“My Father (2002)”という書籍である。これは、バルトークの二番目の息子であるピー

ター・バルトークが執筆したものであり、本書には父であるベラ・バルトークにまつわる様々なエピソー

ドが盛り込まれており、バルトークという作曲家を多面的に理解するには価値ある書籍だと思う。 

本書はハンガリー語から英語への翻訳版であったため、比較的高価な書籍ではあったが、私は迷

わずこの書籍を購入することにした。書籍と博物館のガイド本を購入してからも、しばらく受付の男

性と世間話をしていた。話の内容はもっぱらハンガリーと日本に関するものだだった。 

20分ほどしたところで、もう一人の訪問者がドアから外に出て行った。その時にガイドに対して英語

と日本語の両方で挨拶をしていたことから、日本人の方が来ていたのだとその時に知った。 

受付の入り口のところで一人の女性が微笑んでおり、彼女がガイドをしてくれるのだと分かった。ガ

イドの女性に挨拶をすると、その方が開口一番に述べたのは、「今来られた方も日本人で、大使館

にお勤めの方のようです」と述べた。大使館に勤めておられる方が私の前に来られたことは偶然で

あったが、多くの日本人がこの博物館に訪れることを先ほど受付の男性から聞いていた。その女性

のガイドはとても接しやすく、私が様々な質問を投げかけても全て親切に答えてくれた。 
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ちょうど二階の部屋の入り口に、バルトークに関する年表が掲示されていた。しかも右端には日本

語のものまで律儀にあった。 

私：「バルトークは1912年に公的な音楽活動をしばらく止めた、と書かれていますが何があったので

すか？」 

ガイドの女性：「はい、バルトークの音楽は当時とてもモダンだったんです。革新的と言った方が正

確でしょうか。だからバルトークの音楽は当時の音楽界の人たちにそれほど認められることがなく、

バルトークは公的な演奏をしばらく止めたんです」 

私：「そうでしたか。バルトークは民族音楽を熱心に探究していたと聞き、クラシック音楽にそれを組

み入れようと尽力していたように思うのですが、そうした試みがあまり理解されなかったのでしょう

か？」 

ガイドの女性：「ええ、バルトークは熱心に民族音楽を探究し、それをクラシック音楽に融合させよう

としていました。ですがその試みは当時は先端的であり、あまり共感を得るものではありませんでし

た」 

私：「なるほど。それでもバルトークは民族音楽とクラシック音楽との統合を進めていきましたよね。こ

のあたりは何が彼の心を動かしていたのでしょうか？」 

この質問にガイドの女性は少しばかり笑みを漏らした。一瞬沈黙があり、こう答えた。 

ガイドの女性：「バルトークは未来に向けて作曲したんです」 

この言葉に私は大きな感銘を受けた。民族音楽の探究を始めた頃のバルトークの試みは周りの人

から共感を得ることはそれほどなく、それでもバルトークはその探究をやめなかった。 

その後に見た資料から伝わってきたのは、バルトークは何かに取り憑かれたかのように民族音楽の

探究を行い続けていたことだった。バルトークはその試みを私的な探究に閉じるのではなく、未来

の人々に向けて行っていたということが強く私の心を打った。 
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しばらく私は年表の前にたたずみ、バルトークの魂の熱量を感じていた。ブダペスト：2018/4/19（木）

16:20　　 

No.978:A Capricious Stone-Paved Road 

Our lives look like a capricious stone-paved road. Just after we stumble on the road, we can find 

a shining stone. Our lives are like that. Groningen, 08:01, Thursday, 5/10/2018 

2443. 【中欧旅行記】皆の小宇宙：バルトーク博物館より 

ホテルに戻ってきてからしばらく経つが、午前中に訪れたバルトーク博物館での体験についてまだ

書き留めていないことが随分とあることに気づいた。博物館でガイドを務めてくださった女性はとて

も親切であり、私の些細な質問に対して全て笑顔で答えてくれた。 

博物館の中にいくつか印象に残っている所蔵品があったことを思い出した。一つは、バルトークが

実際に使っていた“phonograph”だ。最初その実物を見る前に、壁に飾られたバルトークの書斎の

写真を見ながら“phonograph”という単語をガイドの方から聞いていたが、私は“photograph（写真）”

という英単語と聞き間違えていた。すると、そのガイドの女性が「チクオンキ（蓄音機）」と日本語で教

えてくれた。 

そんな難しい単語をよく日本語で知っているものだと驚いたが、そのガイドの方曰く、日本人の観光

客がそのように発音していたことを何度も聞いていたため覚えたそうである。正直なところ、私は「蓄

音機」という言葉をその時まで完全に忘れており、ガイドの方の言葉を受けて、そのような日本語が

あったことを思い出した。 

だが、私は蓄音機とは一体何をするためのものか分かっておらず、漢字から連想するに音を蓄える

ものだと想像し、どうやらその想像が正しかったことがガイドの方の説明で分かった。バルトークは

ハンガリーやルーマニアなど、近隣諸国の民族音楽を中心に、実際に様々な農村に自ら足を運ん

でその土地固有の民族音楽を採集していたそうだ。その「採集（collect）」という意味も私にはあまり

ピンとこなかったが、ガイドの方がこのような説明をしてくれた。 

ガイドの女性：「書斎の机の上にある蓄音機が見えますか？」 
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私：「はい、随分と大きいですね。ラッパというか、象の耳というか、とても仰々しい機械ですね（笑）」 

ガイドの女性：「ええ（笑）、ですがバルトークはこの蓄音機を旅先に持って出かけ、各地の農村の

民族音楽を録音していたんです。今はスマートフォンなどで行えてしまいますけどね（笑）」 

その話を聞いて私はかなり驚いた。というのも、この大きな蓄音機を持って農村に出向いていくとい

うのはとても労力のいる仕事だと思ったからだ。バルトークはそのような苦労をいとわず各地の民族

音楽を採集し、再びこの書斎に戻ってきて作曲をしていたそうなのだ。 

バルトークの一つ一つの音楽には、そのような目には見えない労力が詰まっているのだ、と思わず

にはいられなかった。バルトークの一つ一つの曲は、彼の探究心とその実践の結晶なのだ。 

その後もガイドの方の説明に耳を傾け、適宜質問をしていった。一階の受付で購入した書籍の著

者であるピーター・バルトークは現在94歳であり、今もなお生きているそうであり、現在は米国フロリ

ダで生活をしているらしい。その息子に向けてバルトークが創作したのが『ミクロコスモス』という作品

群である。ガイドの方曰く、バルトークがこの家に住んでいたのはわずか数年だったのだが、『ミクロ

コスモス』はこの家で作曲されたものだそうだ。 

私はそれを聞いて、また大きな驚きと感動を得た。というのも、今回の旅行に際して一冊だけ持参し

た楽譜がまさにバルトークの『ミクロコスモス』全集だったからだ。私はこの偶然に対して、またも大き

な存在からの導きのようなものを感じていた。今朝方、筆舌に尽くしがたい恐怖感を抱いた後、なぜ

だか私は信心深く生きることを誓っていた。 

この信仰心を捧げるべき対象は、自己を超越した大いなる存在だったことにはたと気づかされる。こ

れまでの私には信心深さが欠けていたのだ。信仰心というものが欠けていたのである。 

ブダペストで得た最大の気づきは、大いなる存在に対して信心深く生きることの大切さだと言えるか

もしれない。私はバルトークの『ミクロコスモス』という作品がなお一層大切なものに思えてきた。これ

はバルトーク自身の小宇宙であり、同時にそれは他の全ての小宇宙を喚起し、それを育むものだと

私は思う。 
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この作品を大切にし、この作品に範を求めることを通じて、私も自分の内側にある小宇宙を形にし

ていきたいと思う。いつかそれが誰かの小宇宙と共鳴する日が来るかもしれない。自分が生きてい

る間にその日がやってこなくても問題ないのである。 

バルトークが未来のために曲を作ったのと同じように、私も未来の人々のために曲を作りたいと強く

思った。いつか一人一人の小宇宙が調和の取れた一つの大宇宙を生み出すことを願わずにはい

られなかった。 

ガイドの方にお礼を述べ、受付の気さくな若い男性にもお礼を述べて、私は博物館を後にした。バ

ルトークの旧家である博物館に春の優しい太陽光が降り注いでいた。家の庭に咲く花々の表情は

豊かであり、こちらに微笑みかけているように思えた。この世で生きることには大きな苦しみが伴うが、

その苦しみを遥かに凌ぐ生の充実感と幸福感があるということを誰かに伝えたい。 

この感覚を感じ続けられる限り、私はまだ生きていられると思うし、これからも人間として生きていき

たいと強く願う。ブダペスト：2018/4/19（木）16:57　 

No.979: Journals 

I was thinking about the nature of this series of English journals. I came up with the possibility of 

my journals to reflect on my daily practice to compose music. However brief a journal is, it has 

some precious meanings for me to horn my composition skills. One sentence or two sentences in 

each entry? That’s enough if I keep the infinite number of entries. Groningen, 16:34, Thursday, 

5/10/2018 

2444. 【中欧旅行記】音の大伽藍を知覚して：聖イシュトヴァーン大聖堂でのパイプオルガン        

コンサート 

「こんな音楽がこの世に存在するのか・・・」と思わずにはいられないほどの体験をした。時刻は夜の

十時半を回り、普段であればもう就寝している時間だ。しかし今日は、どうしても就寝前に書き留め

ておきたいことがある。つい先ほど、ブダペストで最も美しい教会の一つである聖イシュトヴァーン大

聖堂のパイプオルガンコンサートに参加してきた。 
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この機会を逃したくはないという思いから、私は一番良い席のチケットを予約し、当日のコンサート

に参加した。もしかすると、私はこのような立派な教会に初めて足を踏み入れたかもしれないと思っ

た。確かに、一昨年にドイツを訪れた時、立派な教会をいくつか訪れた。だが、その時にはオルガ

ンコンサートに参加したわけでもなく、その場の雰囲気を視覚のみで体験しただけであった。 

それらの教会も荘厳であったことは間違いないが、聖イシュトヴァーン大聖堂の中の装飾は傑出し

た美を顕現していた。コンサートの開始40分前に会場に着いたため、まだ他の参加者がそれほど

来ておらず、一等席の中でも自分なりに最も良いと思う席を確保することができた。 

他の観客の後頭部が視界に入ることを避けるため、私はオルガン側の最前列の席に腰掛けた。し

ばらくしてコンサートが始まると、オルガンが発する音の大伽藍に私は仰天した。 

大聖堂の中を音の大伽藍が駆け抜けていく。同時に、荘厳なオルガンの音色が私の背筋を上下に

流れていくのを何度も感じていた。 

オルガン奏者のMiklos Telekiの演奏に私は釘付けとなっていた。ある時から、彼の演奏の手元を

見るのではなく、もはや目をつぶって心の眼で音の流れを捉えたいと思った。目を閉じてみると、そ

こには夢見の意識で時折現れる心象イメージの渦が立ち現れているのに気づいた。オルガンの音

色が生み出す大伽藍が変幻自在に変化するのに応じて、心象イメージも万華鏡のように変化して

いく。 

そのイメージと音の世界に私は完全に引き込まれていた。オルガンの独奏だけではなく、合間合間

にフルートの演奏があり、ハンガリーで最も有名なオラトリオ歌手の一人であるKolos Kovátsによる

シューベルトのアヴェ・マリアは本当に素晴らしかった。 

正直なところ、これまで私が聴いていた音楽は一体何だったのかと思わせるような音楽体験がそこ

にあった。大聖堂に鳴り響く荘厳かつ流麗な音の流れは、天使と悪魔の双方を私たちに見せること

ができる。無音世界の対極の有音世界における音の極致としてパイプオルガンの音色があるように

思えて仕方なかった。その音色は、聴衆に地獄の世界を覗かせることも可能にし、天国の世界に連

れて行くことも可能である。 

© YOHEI KATO 2018 !11

http://www.ticket.info.hu/en/program/orgona-concert/miklos-teleki
http://www.ticket.info.hu/en/program/orgona-concert/kolos-kovats


さらには、私が得た最も大きな気づきは、「このような音色が存在するのであれば、音楽を通じて即

身成仏することが可能である」というものだった。その他にも今すぐに書き留めておきたいことがある

が、とにかく今すぐに書き残しておきたいことだけを今夜は書き留めることにし、明日の朝また今日

の音楽体験から得られたことを書き残しておきたい。今朝の胸騒ぎはもしかすると、今夜の音楽体

験を予知していたのではあるまいか。ブダペスト：2018/4/19（木）22:57　 

＜プログラム＞ 

J・S・バッハ： 協奏曲 ニ短調（原作ヴィヴァルディ)　アレグロ、アダージョ、アレグロ 

T・アルビノーニ：アダージョ 

A・ストラデッラ：ピエタ・シニョーレ 

W・A・モーツァルト：アンダンテハ長調 K 315 

F・シューベルト：アヴェ・マリア 

F・リスト：バッハの名による幻想曲とフーガ 

G・ビゼー：アニュス・デイ 

J・S・バッハ：管弦楽組曲第2番ロ短調 BWV 1067 

J・S・バッハ：トッカータとフーガニ短調 BWV 565 

No.980:Affable Flow of Time 

I feel at this moment as if I were in the affable flow of time. I suppose that we can find the 

tenderness in time by virtue of the essence of our souls that is loving-kindness. Groningen, 

08:28, Friday, 5/11/2018 

2445. 【中欧旅行記】不可能性に向かって  

衝撃的なオルガンコンサートから一夜が明けた。昨夜私は間違いなく、聖イシュトヴァーン大聖堂

の中で超越的な意識状態を体験していたと言える。昨夜のコンサートについては今後様々な観点

で文章を書き留めるだろう。今この瞬間に全てを書き留めることができないのは、その体験を私がま

だ咀嚼している最中であり、それには時間がかかるからである。 
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オルガンの音色が持つ深層的な意味と力、そして音楽が持つ深層的な意味と力が分かるようになっ

てくるためには、自己自身を高め、そして深めていくことが何より大切だということを目の当たりにし

たかのようであった。 

昨夜コンサートを終え、ホテルに戻ってきた後に、「西洋音楽を深く学び、同時にそれを東洋思想

の観点から捉え直したい」という思いが高まった。おそらくそれは、コンサート中にオルガンが発す

る音の大伽藍に包まれた時、「音楽を通じて即身成仏が可能である」と確信を得たことと関係してい

るだろう。 

あのオルガンの大伽藍は間違いなく地獄や悪魔を見せることも可能である。しかし、オルガン音楽

の本質的な役割を考えれば、そうした側面よりもむしろ、天国や天使を見せることが可能であること

の方が大事なのかもしれない。音を鳴らすということに関してオルガンは音の極致に辿り着けるので

はないかと思わさられるほどだった。人間存在にとって、オルガンが生み出す音の世界の中に参入

することは、発達の階梯を凄まじい速度で上がり下がりすることに等しいのではないかと思った。 

それはつかの間の体験だが、発達段階をあれほどまでに自由にかつ激しく上下に移動させる推進

力には本当に驚かされた。コンサート中の私の意識状態はサトルの意識にあったように思う。目を

閉じてみればそれは一目瞭然であり、音の大伽藍の変幻自在な変化に応じて心象イメージがどん

どんと移り変わっていったのだ。知覚された心象イメージは美の極致にあるものであり、私の心と脳

にそれは今も刻まれており、今後もそれは私の内側で残り続けるだろう。 

改めて、西洋文明の生きた遺産であるクラシック音楽を理解するには、西洋文化を深く理解しなけ

れば不可能だということに気づかされる。同時に、他の文化を深く理解することほど難しいことはな

いという思いも湧き上がる。異なる文化圏に住む日本人の私にとって、それはほとんど不可能なこと

のように思えてくる。少なくとも日本にいながらにして西洋の文化を深く理解することは限りなく不可

能であり、欧州に二年間住んだだけでは全く話にならないということも確かだ。 

もう一年欧州で生活を営んだとしても、文化理解の進展に関しては今とほとんど変わらないかもし

れない。だが、限りなく不可能に近いと分かっていながらも、私はこれから真剣に、昨夜のような音

楽世界を創出した西洋の音楽文明について理解を深めていきたいと強く思う。自分の人生にとっ
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て、それはもう避けては通れないことなのだ。私は日本人としてこれまで様々な国を訪れ、いくつか

の国で生活をしてきた。 

そうした経験を通じて思うのは、日本文化の中だけでしか到達しえない境地のものがあり、同様に

米国や欧州の文化の中だけでしか到達しえない境地のものがあるということだ。それらの例をここで

挙げる必要など全くないだろう。今後何百年かかっても、欧米諸国が辿り着けない深みと高みを持っ

たものが日本にはある。逆に、日本が今後何百年かけても欧米諸国が辿り着いた深みと高みに至

ることのできないものが欧米の文化の中に深く存在の根を下ろしていることを理解しなければならな

い。 

こうした理解をしてみると、私は少しばかり気が滅入りそうになった。クラシック音楽というのはまさに

ヨーロッパ文明が生んだ産物であり、それを日本人の私が果たしてどこまで理解できるのだろうかと

考えた時、暗澹たる気持ちになった。それはあまりにも高すぎる壁であり、壁の天井さえ今は全く見

えない。前途多難であることは容易に想像がつく。しかしながら、昨日の音楽体験を忘れることさえ

なければ、一歩一歩その壁を登っていくことが可能なのではないかという希望を持ちたい。 

ブダペストで迎える四日目の朝も快晴だ。優しい朝日がホテルに降り注いでいる。ブダペスト：2018/

4/20（金）07:05　 

No.981: Dedicated Reflective Study and Practice 

I want to engage in dedicated reflective study and practice for music composition. It doesn’t 

matter how much time it takes. I already know that it takes time to develop a level of any skills. 

Groningen, 09:23, Friday, 5/11/2018 

2446. 【中欧旅行記】突如の閃き 

ブダペストで迎える四日目の朝。昨日の早朝に経験していた実存的抑鬱状態に今はない。心身は

至って軽やかであり、そこには重さはなく、心も体も透明な光であるかのように知覚される。昨日、バ

ルトーク博物館を訪れた後にすぐさまホテルに戻り、ホテルのプール横に備え付けられているジャ

グジーに入っていた。 
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ジャグジーによって身体の血液循環が良くなり、それは身体エネルギーの流れを促進していること

が容易に見て取れた。また、身体エネルギーの流れは即座に心のエネルギーの流れにも影響を与

えていた。というよりも、両者は独立したものとして存在していながらも、絶えず相互作用し合ってい

るのだということを忘れてはならないだろう。昨日の朝も身体に重さはなく、身体エネルギーの流れ

も悪いものでは全くなかった。 

仮に身体に重さがあったとすれば、昨日の早朝に感じていた心の重さには耐えることができなかっ

たかもしれない。そうしたことを考えると、つくづく身体の状態を整えることが大事だということに気づ

かされる。とにかく身体を蔑ろにしてはならない。身体を蔑ろにすることは、心を蔑ろにすることに即

つながり、心身の崩壊をいともたやすく招くことになってしまうだろう。 

ジャグジーから上がった時に、中欧旅行中はあえて意識上に上げないようにしていた現在の研究

について意識が向かった。それは本当に突然の出来事であった。ワルシャワに向かう前日まで現

在取り掛かっている研究を前に進めていた。旅行中は研究からできるだけ離れるようにしたいと思っ

ていたのだが、旅行から一週間が経った昨日にふと研究に意識が向かったのである。 

ここからも、自分は科学研究ともはや一心同体であり、それから離れて生きることは本質的に不可

能なのだと思わされた。その時に閃いたアイデアは研究を前に進めるための光のようなものであっ

た。その閃き自体はとても些細なことなのだが、ここから研究を前に進めるための最善手が降ってき

たかのようであった。思わず笑ってしまうほど些細なことだが、今週の日曜日から研究を再開するに

あたって、忘れないようにメモをしておきたいと思う。 

端的には、現在研究対象としているMOOCのデータに関して、それは「コンテンツ」として括られる

ものと「アウトライン」に括られる二つのものがあり、中欧旅行の前はコンテンツに絞ったデータ解析

を行おうとしていた。しかしよくよく考えてみると、毎週の講義に際して、アウトラインに含まれるイント

ロダクションとサマリーの講義も非常に重要な意味と役割を持っていることにはたと気づかされた。

それらのアウトラインの講義を除外してデータ解析を行うことは結果に大きな影響を与えかねないと

思ったのである。 
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アウトラインの講義を含めるか否かについては、正解も不正解もない。自分が行う研究の目的や仮

説と照らし合わせ、自らの説明論理を構築することが何より大切だ。旅行から帰ってきた翌日から研

究を本格的に再開させる。その時にまず行いたいのは、アウトラインの講義を含めたデータ解析を

することである。 

三つの定量化基準のうち、二つについては以前にRの分析結果だけを算出していたため、残り一

つの定量化基準に対して分析を実施したい。具体的には、少し前に作り直した、領域固有の概念

を定量化基準にしたデータに対して分析を行う。 

旅行の前に、コンテンツに関するレクチャービデオの時系列データを作成していたが、アウトライン

についてはその時には作成していなかった。旅行から戻ってきて真っ先に取り掛かるのは、アウトラ

インに関する部分の時系列データを作成することである。アウトラインを含んだ時系列データが完

成したら、それに対してRを用いて標準化分散解析を施し、その解析によって算出されたフラクタル

次元と他の二つの時系列データが持つフラクタル次元との相関関係を算出する。 

その後、そのフラクタル次元と学習成果を測る三つの従属変数との間に存在する相関係数と回帰

係数を算出する。そこまで取り組んだところで、月曜日からは早朝から夕方まで論文を一気に書き

進めていく。 

ブダペストのホテルで研究計画について考えをまとめることになるとは思ってもみなかった。研究か

らあえて離れること、そして離れたところから研究に接近し直すことの大切さを実感した。そうしたこ

とを可能にしてくれたこの中欧の地には感謝の念を捧げなければなるまい。ブダペスト：2018/4/20

（金）07:34　 

No.982: From G major to C major to F major 

I experimented applying modulation to my work. The modulation started from G major to C major, 

which was successful in that sounds were mellifluous. On the other hand, the modulation from C 

major to F major caused cacophonous sounds. I don’t know the reason yet. I’ll delve into it. 

Groningen, 21:01, Friday, 5/11/2018 
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2447. 【中欧旅行記】ドナウ川沿いにたたずむハンガリー国立美術館を訪れて 

ブダペスト滞在の最終日も素晴らしい天気に恵まれた。もう長袖では暑いぐらいであり、実際に街

中には半袖の人で溢れかえっていた。25度を越す気温となり、ブダペストの街は初夏の様相を呈し

ていた。ふとフローニンゲンの天気を確認したところ、今日はなんと29度を記録しており、異常な暑

さとなっている。フローニンゲンは夏でも20度前後の気温であるため、この時期に30度近くまで気温

が上がったのは異常だと言える。 

明日はいよいよフローニンゲンに戻るが、明日の最高気温は17度であり、月曜日からは再び15度を

下回る天気になるようだ。幸いにも今回の中欧旅行では一回も折り畳み傘を開くことがなかった。旅

行中の私はいつも以上に天気に恵まれるという運を持っているようだ。 

今日はドナウ川を超えたところにあるハンガリー国立美術館に足を運んだ。ここはハンガリーを代表

する美術館ともあって、外観が立派なだけではなく、所蔵作品も実に豊富だった。思わず足を止め、

その場で見入ってしまう作品がいくつもあった。だが、昨夜のオルガンコンサートの体験があまりに

も強烈であったため、絵画的な刺激を今日はあまり受け付けなかったように思う。 

もちろん絵画が表現する美は固有の価値を持っており、それは素晴らしいと思うのだが、私はやは

り音楽が表現する美の方を好む傾向にあるようだ。不思議なもので、私は学術研究をする際には常

に視覚に訴えるものを好み、日々書籍や論文の文字を大量に読むことを行っている。一方で、その

対極を志向する力が内側に働いているためか、芸術に関しては視覚よりも聴覚などの他の感覚を

用いて接することを好むようだ。そのようなことを考えてみると、日々私は異なる領域において異な

る感覚を活性化させながら自分のライフワークに取り組んでいることが分かる。 

今この瞬間に、ハンガリー国立美術館で鑑賞した作品については細かく書き留めない。本日自分

の内側に大きな刺激を与えたいくつかの作品については、いつか様々な観点から直接的・観察的

に言及することになるだろう。 

美術館を後にした私は、美術館が面しているドナウ川をぼんやりと眺めていた。お世辞にも綺麗と

は言えない川なのだが、実に雄大な流れを持った川であり、向こう岸に見える街の中心部とのコント

ラストには思わず見入ってしまうものがあった。 
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ドナウ川を眺めていると、昨日の朝に見舞われた実存的な抑鬱状態が完全に溶解していくかのよう

であった。あの重々しく、「実存的重荷」と形容してもいいほどの感覚はもはや完全に自分の内側か

らなくなっている。今自分の内側にあるのは、ドナウ川の上に広がる大空のような広大な空間であり、

同時に、昨夜の聖イシュトヴァーン大聖堂でのオルガンコンサートがもたらした光だ。 

内側に広がるこの広大な感覚と内面の光さえあれば、明日からまたフローニンゲンで充実した日々

を送ることができるだろうと確信している。ブダペストを訪れることができて本当に幸運だった。ブダ

ペスト：2018/4/20（金）15:40　 

No.983:Former Lugubriousness 

I was thinking back that I had lugubriousness before, and it is still flowing inside of myself as 

underground water. The groundwater seems to be connected to collective sorrow. Groningen, 

08:17, Saturday, 5/12/2018 

2448. 【中欧旅行記】 教会の鐘の音と新たな行進曲の始まり 

——人間は他の人と考えや感じ方を取り交わし、共感し合うことで真に偉大になる。たった一人だけ

での仕事は、たとえそれがどんなに素晴らしいものであっても、それは風で一瞬にして吹き飛ばさ

れてしまうだろう——フランツ・リスト 

ブダペストの街に教会の鐘の音が鳴り響く。時刻は夕方の五時半を迎えた。 

ハンガリー国立美術館からホテルに戻ってきて、今は自室でくつろいでいる。昨日は、バルトークの

曲に範を求めて三曲ほど短い曲を作った。先ほどは二曲ほど作った。作曲をしていると、心が深く

落ち着いていく。同時に、自分の思考が明晰になるような感覚が伴う。 

もう私の生活において作曲という行為は不可欠な営みとなった。曲を作っていると魂が安らいでいく。

作曲という行為そのものに内包されている意味と作用について、これから本格的に探究をしていき

たいと思う。音を用いた造形行為に含まれる意味と作用について関心が高まる一方だ。 
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一昨日リスト博物館を訪れた際に、一冊の興味深い書籍を購入した。この書籍は、リストの思想を

凝縮して紹介しており、ハンガリー語、ドイツ語、英語、日本語の四カ国語で執筆されている。 

リストの思想には大きな共感を抱くものが多く、例えば音楽によって文化と自然の美を顕現させると

いう発想である。またそれに加えて、リストは万民に向けて音楽を作ろうとしたことにも感銘を受ける。

あらゆる階級の人々に音楽という啓蒙の光を届けることがリストの理想だったのだ。そしてリストは、

他者との協働を通じて人は人格を陶冶していくということを見抜いていた。 

私たちは他者との交流を通じ、共に働くことによってお互いの成熟を促していくのである。一人だけ

でなされる仕事の限界を洞察深く見抜いていたリストに大きな共感の念を覚えた。一人の仕事は他

者の仕事と絶えず関連し合っており、自らの仕事は他者の仕事の上に積み重なっていき、他者の

仕事は自らの仕事の上に積み重なっていくものである。これは自らの作曲実践や学術研究に等し

く当てはまる事柄だ。 

私はどれだけ過去の人々の仕事の恩恵を受けているだろうか。先人が積み重ねていった仕事がな

ければ、今の自分の仕事はない。これからも先人の仕事に範を求め、そこから多くのものを汲み取

り、そして自らの仕事をなしていく。そのようにしてなされる自らの小さな仕事の一つ一つがいつか

誰かの仕事の基礎になってくれるだろうか。 

人間が文明を築いていくというのは、このような営みのことを指すのだろう。絶えず先人の仕事に範

を求め、そこから新たなものを創出していく。自らの営みは絶えず文明に参与しているという認識を

明確に持たなければならない。そうした認識がなければ、この世界に寄与することなどできないだろ

う。 

時刻は夕方の六時を迎えた。近くの教会の鐘の音が再び鳴り響く。ブダペストの鐘の音。それはま

た何かの始まりを告げているかのように聞こえてくる。 

新たな行進曲が自分の内側で流れ出したのがはっきりと分かった。またここから歩き始める。どこま

でも果てしなく遠いところまで私は歩いていく。ブダペスト：2018/4/20（金）18:00　 

© YOHEI KATO 2018 !19



No.984:Combustibility 

I’m contemplating the distinction between walking in the heaven and so in the hell. Although the 

climate of Groningen is cool, the self that lives in such an environment can find inside myself the 

combustibility of the hell. Groningen, 09:26, Sunday, 5/13/2018 

2449. 【中欧旅行記】二人の学者からの贈り物 

ブダペストの滞在最終日も終わりに近づいている。これはすなわち、今回の中欧旅行の終焉を意

味している。いよいよ明日の朝、ブダペストからフローニンゲンに戻る。明日の夕方にフローニンゲ

ンに到着し、再びオランダでの生活が幕を開ける。これはどこか、これまでとは全く異なった生活の

始まりを意味しているように思えて仕方ない。今回の中欧旅行はそれほどまでに大きな刺激と促し、

そして励ましを私にもたらしてくれた。 

今回の旅で得られたことを全て書き留めることができなかったので、フローニンゲンに戻ってからも

引き続き文章を書き留めておきたい。いつかこの旅行記が、また思わぬところで、そして思わぬ形

で自分の人生に影響をもたらすに違いない。そんなことを思う。 

今日は先ほどまで、ある一冊の専門書を読み続けていた。その書籍は、“Theoretical Knowledge 

(2005)”というタイトルだ。この書籍とは運命的な出会いを果たした。もしかすると自分にとって必要

な書籍と出会いに中欧に来たのではないかと思うほど、今回の旅先では優れた書籍と出会うことが

できた。 

ワルシャワでは合計で五冊ほど書籍を購入し、ブダペストでは四冊ほど書籍を購入した。そのうち

の一冊がまさに本書である。この書籍は、ロシアの科学哲学者Vyacheslav Stepin（1934-）が執筆し

たものであり、思うにここ数年に購入した書籍の中で最も感銘を受けた一冊だと言える。 

夕方からずっとこの書籍を読んでおり、下線を引く箇所と書き込みをする箇所が無数にあった。本

書は以前から私が関心を寄せていた科学哲学について取り上げており、中でも科学的な知識体系

がどのように構築されていくのかのメカニズムとプロセスを解説している。これほどまでに内容が濃く、
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表現が明快な科学哲学の専門書をこれまで読んだことはない。この書籍は、一昨日リスト博物館を

訪れた後に、街の中心部にある古書店で購入したものである。 

最初私はブダペストで書店巡りをするつもりなど全くなかったのだが、ワルシャワで偶然立ち寄った

書店で今の私にとって非常に意味のある数冊の書籍と出会えた体験が脳裏に焼き付いており、リ

スト博物館を訪れ後に複数の書店に立ち寄った。その中で最初に足を運んだ古書店でこの書籍を

購入することができたのである。この古書店はカフェを兼ねており、コーヒーを飲みながら古書を吟

味することができる。 

私はアイスコーヒーとチョコレートケーキを注文し、店員に哲学書コーナーの場所を聞いた。目当て

のコーナーに到着し、そこのテーブルでコーヒーを飲み、古書を吟味し始めた。その時に手に取っ

た一冊が本書だった。この書籍は、Springer出版から出されているものであり、この出版社は非常に

しっかりとした書籍を世に送り出しているといつも思う。私のお気に入りの出版社の一つなのだが、

この出版社から出される書籍は非常に高価だ。本日調べてみてわかったが、本書は新品で購入す

ると2万5000円ぐらいの価格である。 

古書店で本書を手に取った時、それは新品と見間違うぐらいに状態が良く、幸運にもそれを1500円

ほどで購入することができた。しかも驚いたことに、最初のページを開いてみると、著者が自筆で誰

かに向けてメッセージを書き込んでいた。その宛名を見ると、なんと科学思想家のエルヴィン・ラズ

ロー（1932-）だった。ラズローはインテグラル理論を学んでいる者にとって非常に有名であり、シス

テム理論を学んでいる者にとっても非常に有名だ。 

著者がラズローに贈呈した書籍をこのような形で私が入手することになるとは思ってもみなかった。

私はブダペストの古書店で、本書とのこの運命的な出会いに幾分感動していた。おそらくラズロー

は何かしらの理由で本書を手放したのだろう。それが今、自分の手元にある。私はこの出来事を、

著者とラズローから本書を託されたのではないかと思わずにはいられなかった。 

著者がラズローに本書を贈呈した日を見ると、2011年6月28日だということが分かった。ちょうど私が

米国のジョン・エフ・ケネディ大学で学び始めた時期と重なっていた。あの時から七年の月日が流

れた。長かったようで短かったようにも思う。あの頃の自分は、このような科学哲学の書籍を読むよう
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になるとは思ってもいなかっただろう。だが、今の私は紛れもなく本書のような書籍を読むようになっ

た。 

ここまでの道のりは決して平坦なものではなく、常に紆余曲折を含み、一進一退の歩みであったが、

七年間積み重ねてきたものが徐々に形になり始めている。私はこれから欧州での三年目の生活を

迎える。この三年目の生活も小さな歩みを積み重ねていく貴重な年になるだろうし、これからも私は

ずっと小さな歩みを積み重ねていく。その歩みが後退を伴おうが、紆余曲折を経ようが一切関係な

い。 

ただ私は歩き続けていく。私には歩き続けることしかできないのだから。ブダペスト：2018/4/20（金）

22:05　 

No.985: Combination of Piano and a Japanese Instrument 

I just came up with a new experimental idea to combine the sound of piano and a Japanese 

instrument. Somebody already may have tried this, but I’ll experiment it by myself. Groningen, 

13:04, Sunday, 5/13/2018 

2450. 【中欧旅行記】中欧旅行の最後の朝に 

いよいよブダペストを出発する朝を迎えた。滞在期間中と全く同じように、今朝も朝日がブダペスト

の街に降り注いでいる。一切風がなく、一切の雲もない。晴れ渡る青空だけが見える。 

時刻は早朝の六時を迎えた。季節がすっかり春になり、この土地の気温が初夏の様相を呈してい

るためか、この時間帯はすでに明るい。フローニンゲンの朝はどうだろうかと想像する。フローニン

ゲンでもこの時間帯は明るいだろうか。中欧に滞在している間にフローニンゲンの日の出もすっかり

早くなったのではないかと期待している。 

今日はいよいよフローニンゲンに戻り、新たな生活が明日から始まる。ワルシャワで連絡を受けたよ

うに、この秋から米国に戻る話は立ち消え、欧州の土地でもう一年ほど生活をすることになった。こ

れもまた人生の流れの何らかの表れなのだろう。欧州で暮らす三年目は、とにかく準備の期間とし
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たい。今後の探究をより深めていくための徹底した準備の期間と位置付けたい。裾野が広く強固な

下地を作っていく。それを構築するために欧州にもう一年残るのだ。 

そうした期間を持てたことが今となっては喜ばしい。本当にまたここから新たに始めようと思う。自分

の探究活動はまだ一切何も始まっておらず、自分の仕事などまだ一切行われていないのだから。 

中欧に旅行をしている期間、印象に残る夢をほとんど見なかった。だが、今朝は少しばかり印象に

残る夢を見ていた。夢の中で私は、無数のポールが立ち並ぶ、巨大かつ人工的な空間の中にいた。

そこはどこか工場のように見える。 

そこで私は、ある有名なサッカー選手ともう一人の見知らぬ人と共にいた。会話を交わすよりも先に、

その工場らしき場所に奇妙な箱型の生き物が現れた。それはロボットのようでいて生物のようであり、

生物と無生物の中間的な存在だった。その存在は人間の言葉を話すことができるのと同時に、生

命を維持するためには人間の血が必要になる。 

その生物の動きは極めてゆっくりとしたものであり、何か人間の言葉を話しながらこちらに近づいて

くる。私たちはその存在を不気味に思い、その場から逃げ出した。工場の中を走りながら逃げてい

ると、その生物はゆっくりとこちらに向かってくる。その動きは速くはないのだが、なぜだか先ほど私

の横にいた見知らぬ人はその生物に捕まり、血を吸い取られ始めた。 

すると、その場にいた有名なサッカー選手が後ろからその生物を蹴り倒し、その生物は地面にうつ

伏せになった。見知らぬ人は無事に助かり、サッカー選手にお礼を述べて再び逃げ出した。生物

か無生物なのかわからない存在は再び起き上がり、今度はサッカー選手の方にゆっくりと向かい始

めた。そのサッカー選手は大胆にも自分の血を一回吸わせてみるという行為に出た。 

その巨大な存在にサッカー選手は捕まり、血を吸われ始めたが、サッカー選手はすぐさまそれを払

いのけ、再び逃げ出した。工場のような無機質な空間で逃げ回る三人の人間とそれを追いかける

不気味な存在。私たち三人は夢の中で工場内を逃げ回ることを続けていた。そこから脱出できぬま

ま、目が覚めた。 
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この夢は一体何を象徴しているのだろか。ブダペストを出発する日の朝に、この夢を見たことの深

層的な意味は何なのだろうか。中欧旅行の最後の日にこうした夢を見たことは大きな謎を残す。 

今から荷造りを済ませ、それが終わって少し書籍を読んだら朝食を摂りにレストランに向かう。八時

過ぎにホテルを出発し、九時半にフランツ・リスト空港に到着する予定だ。すぐにセキュリティーをく

ぐり抜け、飛行機の搭乗時間までラウンジで過去の日記を編集したいと思う。中欧に出発する時の

高揚感と同様に、再びフローニンゲンに戻って探究活動を新たに始めることに対する高揚感を今

感じている。ブダペスト：2018/4/21（土）06:36　 

2451. 【中欧旅行記】旅の終わりに思うこれからの旅 

今日も晴天に恵まれ、今回の旅を締めくくるための素晴らしい天気が今目の前に広がっている。たっ

た今ホテルの朝食を摂り終えた。これからフランツ・リスト空港に向かうバスに乗るためにバス停に行

こうと思う。ブダペストのホテルを出発する前に最後の日記を書き留めておきたい。 

ブダペストの街に滲み出している文化には大変感銘を受けた。一昨日のオルガンコンサートの印

象は今もなお私の内側に残っており、あの音楽体験はこれからの私の肥やしとなり、絶えず大きな

励ましを与えてくれると思う。 

これまでフローニンゲンではオルガンコンサートに出かけたことはなかったが、街の象徴でもあるマ

ルティニ教会でのオルガンコンサートに今度足を運んでみようと思う。それほどまでに教会で聴くオ

ルガンの音色に魅了されてしまった自分がいる。 

中欧旅行を終えるにあたって、これからの旅について考えていた。人生という旅、そして見知らぬ土

地に足を運ぶという双方の旅についてである。今後私は、文明と自然の双方に触れることを交互に

繰り返しながら、あるいはそれらを織り交ぜながら旅をしたいと思う。今回の旅行は非常に有意義な

ものであり、深い体験を与えてくれるものだったが、滞在した場所はどちらも人間が築き上げた文明

圏内にあった。 

時に自然が恋しくなり、大自然の中に身を置きたいという思いがこの旅の最中に湧き上がったのは

確かである。この夏は再び北欧に旅行したいと思う。訪問先はスウェーデンかフィンランドを予定し
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ており、その時は大自然の中でくつろぎたいと思う。今年の年末はエジプトに行きたい。冬の砂漠

は寒いのだろうか。エジプトでも可能な限り自然がすぐそばにある場所で滞在をしたいと思う。 

自然の中でゆっくり過ごしながら、日記を書き留め、作曲をしたいと思う。旅から喚起されるもの、文

明や自然から喚起されるものを言葉として、曲として形に残しておきたいのである。今後の旅にお

いても、過去の作曲家が残した楽譜を持参し、旅先で音楽を作っていきたい。 

朝食を摂りながら、ふと欧州での三年目の生活はほぼ毎月どこかの国や地域に足を運ぶ予定が入っ

ていることに気づいた。来月末はアムステルダムで国際ジャン・ピアジェ学会がある。フローニンゲ

ンからアムステルダムまでは距離があるため、学会期間中はアムステルダムのホテルに宿泊したい。

学会の前日からアムステルダムに行き、三年ぶりにアムステルダムのゴッホ美術館に足を運びたい

と思う。 

その翌月の六月末にはロンドンで行われる国際学習科学学会に参加する。どちらの学会でも研究

内容を発表する機会に恵まれたことは本当に有り難い。ロンドンを訪れるのは今回が初めてである

ため、自分の発表日と感心のある研究内容の発表以外の日はロンドン市内を観光したいと思う。七

月末か八月の上旬には、上述の通り北欧に足を運びたい。 

フローニンゲンの夏は涼しいが、それ以上に涼しい北欧に行き、そこで大自然と接したいと思う。そ

れ以降の秋においてもドイツのデュッセルドルフとボンを訪れる計画があり、秋には四年ぶりにボス

トンを訪れようと思う。ハーバード教育大学院に芸術と教育に関する研究を行っている教授が何人

かいることが分かり、そのうちの一人の教授と会ってきたいと思う。また、私が敬意を表しているザッ

ク・スタインという若い教育哲学者の師でもあったキャサリン・エルギン教授とも会って話ができれば

と思う。 

そして年末年始にはローマとエジプトへの旅を予定している。このように考えてみると、欧州で三年

間過ごすことの意味が見えてくるような気がする。私には欧州でまだまだ学ぶべきこと・経験するべ

きことが数多くあるのだ。来年の春にトルコとギリシャを訪れ、その翌月あたりにポーランドのクラクフ

とアウシュビッツを訪れる。欧州での旅はまだ終わっておらず、これからが本当の旅の始まりなのだ。
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オランダでの生活の始まりに期待を寄せながら、そろそろホテルを出発しようと思う。ブダペスト：

2018/4/21（土）08:10　 

2452. 欧州での故郷に戻ってきて 

数時間前にフローニンゲンの街に戻ってきた。駅のプラットフォームに降りた時、なんという安堵感

を感じたことだろうか。オランダという国が、そして何よりフローニンゲンという街が自分の大切な故

郷の一つになっていることを実感する。心休まる故郷があるということの恩恵は計り知れない。 

帰ることのできる場所があることの有り難さをしみじみと感じる。そうした場所をこの欧州の地に持つ

ことができて本当に幸せだ。 

フローニンゲン駅のプラットフォームに降り立った時、フローニンゲンも随分と暖かくなっていること

に気づいた。ワルシャワやブダペストでは日中は暑いぐらいであり、戻ってきた時のフローニンゲン

はそれに似た気候であった。 

夕方の四時過ぎにフローニンゲンに到着し、私はその足で街の中心部に向かった。今日は土曜日

であるから、街の中心部には観光客や家族連れを含めてかなり賑わっていた。普段私は休日に街

の中心部に出かけることなどないため、この賑わいには少し驚いた。中欧旅行に出かける数日前に、

突然室内用のサンダルが壊れた。これは二年間履いてきたものであり、なぜか突然壊れてしまった

のだ。 

旅行の前は、もしかしたらこの秋から米国に戻るかもしれないという可能性があったため、あえて新

しいサンダルを購入することなく、外履きのサンダルの底を拭いて室内で使っていた。だが、米国

行きの話が立ち消え、欧州にもう一年残ることになったため、室内用の新しいサンダルを購入する

ことにした。 

街の中心部のスポーツショップでサンダルを購入し、その足で行きつけのチーズ屋に立ち寄った。

今日は休日であるためか、いつもの店主の女性の他に、もう一人アルバイトらしき若い女性がいた。

店主と顔を合わせるのは二週間振りなだけなのだが、その顔を見るとなぜだか安心する気持ちに

© YOHEI KATO 2018 !26



なった。私は毎週ほぼ同じようにこのチーズ屋に立ち寄る。このチーズ屋も私にとって大切な場所と

なった。 

チーズ屋の店主は、私が旅行帰りであることに気づき、どこに行っていたのかを尋ねてきた。その質

問に答えるのと共に、「この店のチーズとナッツが恋しかった」と述べた。店主は嬉しそうな笑みを浮

かべ、私も思わず笑った。 

時刻は夕方の七時半を回った。もう日の入りの時間も随分と伸び、おそらくこの調子であれば八時

半ぐらいまで明るいのではないかと思う。私がこの街を離れている間に、随分と日が伸び、春が完

全にやってきたかのようである。 

先ほど食卓で夕食を摂っている時、食卓の窓から見える景色は私の心を本当に落ち着かせてくれ

た。窓の外から景色を眺めると、道端の街路樹になんと青々とした葉が茂っていた。中欧旅行に出

かける前はまだ、こんな青々とした葉をつけていなかった。それが今はもう立派な葉をつけている。

見ていないところで絶えず進行していくこの世界の流れ。それについて静かに思いを馳せる。 

青々とした木々が夕日に照らされて輝いている。そして、優しい夕暮れ時の風に葉っぱたちが静か

に揺れている。 

欧州における故郷に戻ってきたという確かな実感。深い安堵感に包まれながら、私は明日からまた

熱情的な探究生活を開始させることができると強く確信している。情熱に満ちた日々がまた始まるこ

とを今日は祝したい。フローニンゲン：2018/4/21（土）19:28　 

2453. フローニンゲンでの安息 

フローニンゲンに戻ってきてからの最初の朝を迎えた。旅が終わり、心身を深く休息させるためか、

今日は昨日よりも一時間ほど長く眠っていた。六時半過ぎに目を覚ました時、小鳥の鳴き声が辺り

にこだましていた。小鳥の鳴き声を聞いた時、フローニンゲンに戻ってきたのだという確かな感覚と

安心感があった。小鳥たちのこの鳴き声を聞く時、自分の街はここであり、本当の安らぎがここにあ

ることを知る。それほどまでにフローニンゲンは私にとって大切な場所になったのだ。 
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起床直後、寝室の窓から朝焼けが見えた。そこには静かな美しさがあった。ブダペストの聖イシュト

ヴァーン大聖堂で聴いたパイプオルガンの音色のような美とはまた違う美がこの朝焼けにはある。

パイプオルガンの音の大伽藍とは対照的な静かな美。静かに深く染み渡ってくる美が、早朝のフロー

ニンゲンの空に顕現している。 

時刻は七時を迎えた。わずか八日間ほどフローニンゲンを離れていただけなのに、随分と長くこの

場所にいなかったような感じがする。自分の内側の時間感覚がますます変容しているのが分かる。

一日が一週間ほどの長さを持つような感覚、それぐらいに密度の濃い時間が自分の内側に流れて

いる。本当に数ヶ月ほどフローニンゲンを離れていたかのような感じがする。 

わずか八日間ほどフローニンゲンを離れて戻ってくると、随分と景色が変わっていることに気づかさ

れた。特に、書斎の窓から見える景色は様変わりしている。確かに、すぐ目の前に見える街路樹は

まだ裸なのだが、そこにはつぼみが付いているのが見える。また、赤レンガの家の前の街路樹は、

青々とした立派な葉を茂らしている。 

今この瞬間、朝の爽やかなそよ風に、それらの葉の一枚一枚が軽やかなダンスを踊っている。こう

した景色を眺めていると、本当に自分の芯から心が休まっていく。いや、心だけではなく、魂さえも

が深く休まっていくのが分かる。今このようにしてフローニンゲンに戻ってこられて本当に幸せだ。 

いつも旅をして思うのは、旅から帰ってきた時にフローニンゲンという街がいかに自分の存在をくつ

ろがせてくれるかということである。もしかすると私は、フローニンゲンの大切さを確認しに旅に出か

けているのではないかと思うほどである。 

書斎の窓を開けると、春の朝の爽やかな空気が部屋の中に入ってきた。そして、小鳥たちの鳴き声

がさらにはっきりと聞こえて来る。 

今日から早朝のこの時間帯には音楽をかけないことにした。その代わりに、自然の音に耳を傾けた

いと思う。それは過去の偉大な作曲家が産み出した音楽と同じほどの美しさがある。無音世界の中

に時折聞こえて来る小鳥の鳴き声や、そこにあるであろう音が聞こえてきそうな風の動き。それらの

音を聞きながら、今私はぼんやりと常に変化する景色を書斎の窓から眺めている。 
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この静かで美しい景色があれば、欧州での三年目の生活もなんとかやっていけるだろし、この景色

の励ましを受けながら自分の仕事を前に進めていけるだろうと確認している。今日からまたこの街で

の新たな日々が始まる。フローニンゲン：2018/4/22（日）07:23　 

2454. 旅の振り返りに向けて 

晴れ渡る青空に、優しく吹き渡る春風、そして小鳥の小さなさえずり。人々はまだ活動を始めておら

ず、日曜日のこの時間帯は本当に静かだ。 

今日からいよいよ新たな生活が始まる。わずか八日間の中欧旅行は、その短い期間以上のものを

私に授けてくれたように思う。昨日までの旅が全くもって短く感じられなかったことがそれを物語って

いる。 

今日から少しずつ旅の振り返りをしていきたい。旅の最中はなかなか日記を書き留めることができな

かった。もちろん、書けるだけのことは書き留めていたのだが、書き残しておきたかったことがまだま

だたくさんあった。そうした事柄は断片的なメモとして残っている。今日からは時間を見つけて、そう

したメモを読み返しながら旅の振り返りを綴っておきたい。 

旅というのは本当に自己の存在を深めてくれるような力を内包しているとつくづく思う。ただし、それ

はあくまでも内包されているだけであって、その力を引き出すのは私たちの意識次第だ。旅での経

験と一つ一つ向き合うこと、それが何より大切であり、それをしなければ旅が私たちを深めてくれる

ことはほとんどないように思う。旅での経験を消費してはならず、旅そのものを消費してはならない。 

旅は決して消費されるようなものではなく、咀嚼されるものであり、自分の骨身にしていくべきもので

ある。そうしたことを可能にするのが、旅の振り返りだと思う。旅を振り返ることによって、旅が終わっ

た後でも、それが自分の人生をさらに深めていくことになる。むしろ、旅は旅を行っている最中に自

己を深めてくれるというよりも、旅はそれが終わった後に徐々に私たちを深めてくれるものなのかも

しれない。 
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欧州での三年目の滞在期間中、幸運にもこれからほぼ毎月どこか見知らぬ土地に旅に出かけるこ

とになりそうだ。そうした旅の最中においては、今回の旅のように絶えず旅の一日一日を振り返り、

日記を書き留めておきたい。そして、旅が終わった後もまたその旅を振り返っていくのである。こうし

た過程を経ることによって、旅は真に私たちの肥やしとなっていくだろう。 

旅の最中に日記を執筆し、その日一日を真に充実したものとして生きることは、実は普段の日常で

行っていることと全く変わらないことに気づく。旅に出かける前も、旅の最中も、そして旅の後も、私

はその日一日を深く充実したものとして生きるために日記を書き続けている。今日から始まる新たな

日常においても、その姿勢を崩すことはないだろう。むしろ、これからより一層その姿勢を強固なも

のにしたい。 

鮮やかな朝日が赤レンガの家々に反射している。裸の街路樹に止まっていた一羽の小鳥が今大

空に羽ばたいていった。 

深い安息をもたらすこの街で私はもう一年暮らすことになった。たった今大空に飛び立った小鳥の

ように、私も大空に飛び立つ日がやってくるだろうか。いつかきっとやってくるような気がしている。フ

ローニンゲン：2018/4/22（日）07:41　 

2455. 新たな日々の始まり 

今日からの新たな一日の活動を始める前に、もう少し日記を書き留めておきたい。今も相変わらず

小鳥の美しい鳴き声が聞こえて来る。 

今日も一日中暖かいようであるから、終日書斎の窓を開けたままにしておくかもしれない。書斎の中

に音楽をかけるのではなく、今はもう少し小鳥の鳴き声だけを聞いておきたい。書斎の窓からこうし

た落ち着いた景色を眺めるのが、私は本当に好きなようである。この瞬間にくつろぐことの大切さは、

この書斎からの眺めに教えてもらったと言っても過言ではないだろう。 

日々を張りつめた形で生きてはならない。絶えずその瞬間にくつろぎ、最適な休息を挟みながら自

分の仕事を進めていく。その意識を高く持ちながら今日からの新たな日々を過ごしていく。 
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今回訪れたワルシャワにせよ、ブダペストにせよ、それらの街には固有の魅力があったように思う。

それと同時に、やはりポーランドとハンガリーという国が先進国に比べてまだ未成熟な部分を持って

いることも理解できた。そうしたことを考えていると、ふと昨年の夏に訪れたノルウェーでの思い出が

蘇ってきた。確かにオスロは都会の様相を呈していたが、それでもノルウェーという国全体がどこか

落ち着きを払っており、この国を旅する中で不自由さを感じたことは一切なかったように思う。 

ノルウェーの魅力を再び感じていると、やはり今年の夏はもう一度北欧に足を運ぼうと思った。ただ

し今回は、昨年の夏に訪れたデンマークやノルウェーではなく、スウェーデンとフィンランドを訪れ

たいと思う。 

できるだけ自然の多い場所に滞在したい。可能であれば、いっその事、街の中心部のホテルでは

なく、自然の中にある宿泊施設に泊まりたいと思う。それぐらいに北欧の自然の中でくつろぎたいと

いう思いが強くある。今回の中欧旅行の振り返りが落ち着いたら、また次の旅行の計画をゆっくり立

てたいと思う。 

今日はこれから、旅行のために中断していた研究を前に進めていく。朝から夕方までは研究だけに

集中する。具体的には、現在研究対象にしているMOOCのデータ分析を最終版のものにしたい。

今日以降はもうデータ分析をしないで良いところまでデータ分析を進めていく。このデータ分析に

関しても二転三転あり、結局今日まで最終版にすることができなかった。 

まずは、領域固有の概念を取り上げる時系列データをもう一度作り直す必要がある。これは一から

作り直すというよりも、既存のデータセットに対してデータを追加する形で完了させることができる。

作業量としてはそれほど多くなく、一時間半ほどで完了するだろうと見積もっている。新たな時系列

データが作成できれば、その時系列データに対して、「標準化分散解析」を適用し、フラクタル次元

を特定する。 

今度はそのフラクタル次元と、すでに分析を済ませている他の二つの定量化基準によって生み出

された時系列データのフラクタル次元との相関関係を算出する。その後、新たに算出されたフラク

タル次元と学習成果について相関係数と回帰係数を算出する。 

© YOHEI KATO 2018 !31



ここから最後に、三つのフラクタル次元が学習成果をどれだけ予想するのかに関する回帰係数を

組み合わせる形で、最適な回帰モデルが何なのかを特定したい。三つのフラクタル次元をそれぞ

れ一つの独立変数と見立て、合計で六個の組み合わせを精査する。 

この分析が完了すれば、今回の研究のデータ分析は完成したと言ってもいいだろう。もちろん、研

究アドバイザーのミヒャエル・ツショル教授からこれからまた指導が入るだろうが、大きな変更はもは

やないだろう。今日の研究はそのデータ分析を完成させるところまでにして、明日と明後日は一日

中、この研究の論文を執筆していきたい。再び本格的な探究生活が始まったと実感している。フロー

ニンゲン：2018/4/22（日）08:18　 

2456. 旅の反省 

フローニンゲンに戻ってきてからの最初の朝。時刻は九時を過ぎ、日曜日らしいゆったりとした時間

が流れている。 

書斎の窓から青空を仰ぎ見ると、そこに一つ筋の飛行機雲が見えた。私は昨日旅から帰ってきた

が、今日もまたこの世界の誰かがどこかへ旅に出かけていくのだということを知る。 

繰り返しになるが、旅の持つ意味と意義についてはこれからよく考えなければならない。旅の形を

持って自分を呼ぶものの正体を少しずつ明らかにしていきたい。私は自らが率先して旅に出かけ

ていくというよりも、旅の方からの導きに応じる形で旅に出かけていくことを知る。その意識は欧州で

過ごす日々が積み重なっていくごとに強くなる一方だ。 

旅とは本質的に何なのだろうか。人にとって旅とはどのような意味と意義を持つものなのか。それに

ついての関心は尽きない。 

今回の中欧旅行を経て、再び人間が生み出す文明の多様さと深さには感銘を受けた。ワルシャワ

にせよ、ブダペストにせよ、両者の国は近くとも、異質の文化圏がそこに広がっていた。言語にせよ、

芸術にせよ、その土地の雰囲気にせよ、あれほどまでに多様な文化を私たち人間が生み出し得る

ということに大きな驚きを受ける。人は本当に多様な存在であり、多様な存在が生み出すものも多

様なのだ。 
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この当たり前の気づきには、何かとても大切なものが内包されているように思える。あるいは、まだそ

の奥に深い真理が眠っているような気がしてならない。 

少しずつ、少しずつなのだが着実に、人間が人間として生きることの意味が明らかになっていく。欧

州で過ごす三年目は、この意味をより明らかになものにしていきたいと思う。 

今回の旅を振り返ってみると、本当に様々な素晴らしい出会いがあった。それらの大部分について

は、すでに旅日記に綴っているのであえてここでは取り上げない。そうした素晴らしい出会いに加

え、今回の旅はまた、自分という一人の人間の小ささを感じさせるようなものでもあった。この世界へ

の関与の仕方と度合いについては、今後より真剣に考えていかなければならない。そのようなことを

痛切に実感する場面が幾度となくあった。 

ふと、ブダペストを出発した昨日の朝について思い出した。昨日の朝、ホテルでチェックアウトをしよ

うと思い、そのままホテルを後にして近くのバス停に向かう計画を立てていた。今回宿泊したホテル

のサービスは比較的満足のいくものだったが、受付のカウンターが一つしかなく、チェックアウトに

思っていた以上の時間がかかった。チェックアウトに余裕をもたせていたのだが、それでも二組前

に並んでいた客が何やら部屋の中の飲み物を飲んでいたため、その清算に時間がかかり、空港に

予定通りに到着するために乗ろうと思っていたバスがもう間近に迫ってきていた。 

このバスを逃しても、次のバスやさらにその次のバスに乗っても問題はなかったのだが、その時の

私はどこか焦っていた。すると、その焦りが前の人に伝わったのか、私に順番を譲ってくれた。私は

その人にお礼を述べ、大変感謝したのだが、旅の最中に焦るというのはどこかみっともないように思

えてきた。心に絶えずゆとりを持つということは、今の私にはまだ難しいようだった。 

何にも動じることのない不動心とおおらかな心を常に持ち合わせていたいものだとつくづく思わされ

た。宿泊先のホテルから空港に向かうバスの中でそのような反省をしている自分がいた。旅の最後

の最後に慌ただしく動いてしまう自分が出てきたことには自分でも驚かされたが、そうした自己の側

面がまだ自分の中に残っているということを肝に銘じておかなければならない。今回の中欧旅行で

は、とてもゆったりとした落ち着いた自己がいたのだが、最後の最後に慌ただしさを持つ自己がい

たことを覚えておく必要がある。 
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今回の中欧旅行は、そうした自己の側面に気づかせてくれ、反省を促す役割も担ってくれていたの

だと思う。自分の歩みは本当に道半ばだと思う。それを常に念頭に置きながら、今日はこれから研

究を前に進めていく。フローニンゲン：2018/4/22（日）09:46　 

No.986: A Song for Bliss 

I can hear a song for bliss from somewhere close to me. The sky above Groningen is crystal clear, 

and that of my heart is also pellucid. Groningen, 08:39, Monday, 5/14/2018 

2457. データ分析の完了 

気づかないうちに今日という一日が終わりに近づいていた。中欧旅行からフローニンゲンに戻って

きた初日が今終わりに向かっている。今日という時の流れについて少しばかり思いをはせてみると、

少しばかり神妙な気持ちになる。それはとても肯定的な意味においてである。 

昨日までの中欧で体験していた時の流れとはまた異なった形の時間がフローニンゲンの生活の中

で流れ始めている。それはとても形容しづらいのだが、両者の時の流れは多くの点において異なっ

ているが、一つだけ共通することがある。それはどちらも共に、充実感が溢れ返る類の感覚質を持っ

ているということだ。 

自分の意識がどこか非日常的な状態であり続けている。これは中欧に行く前から見られていたこと

であり、遡れば欧州の二年目の生活からそれが常態化している。ただし、そうした状態が一層拍車

を帯びたのは、間違いなく中欧旅行がきっかけになっているように思う。人間の意識というのは本当

に奥深く、私は自分の意識を観察することを通じて、毎日その神秘に立ち会っている。 

古代人が天体の動きを観察し続けることによって、天体に関する深い洞察を得たのと同じように、私

は自らの意識を観察し続け、人間の存在の神秘に迫っていきたいと思う。 

時刻は夜の八時を回った。今危うく「夕方の八時」と書きそうになったが、それぐらいにこの時間帯

のフローニンゲンは明るい。昨日観察をしてみたところ、夜の九時まで太陽の日が沈まなかった。こ

れからまだもう少し日が伸びていくだろう。 
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昨日に引き続き、今日も暖かい一日だった。今日は一日中書斎にいたのだが、外の世界は暖かい

というよりもむしろ暑いぐらいだったに違いない。しかし、明日からはまた気温がぐっと低くなる。明

日からはまた、中欧旅行に出かける前の気温に戻ってしまうようだ。最高気温が15度に達しない日

ばかりが天気予報に並んでいる。冬用のコートとマフラーをクリーニング屋に出そうと思っていたの

だが、もう少し待った方が良さそうだ。 

今日は計画通りに研究を再開させ、無事にデータの分析が完了した。もう本当にこれで完了だ。こ

こからはもうデータをいじらない。今日のデータ分析を通じて、非常に興味深い結果が得られたこと

には満足している。解釈のしがいのある結果が得られたことも確かであるため、論文の“Discussion”

を執筆する楽しみが増したと言える。 

二転三転、四苦八苦したデータ分析が本日をもって無事に終了して何よりだ。明日から数日間、朝

から夕方まで集中して論文の文章を執筆していく。今となっては懐かしいが、第二弾の書籍を執筆

したのと同じようなリズムと投入量で文章を書いていく。明日は夕方までと言わず、もしかしたら夜ま

で文章を執筆するかもしれない。それぐらいに、今の私は書くことに対して情熱的になっている。フ

ローニンゲン：2018/4/22（日）20:00　 

No.987:Waves of Luminescence 

Bach’s music deeply resonates with my soul. His music sounds like——looks like——waves of 

luminescence. Groningen, 09:11, Tuesday, 5/15/2018 

2458. フローニンゲンでの二日目の朝に 

フローニンゲンに戻ってきてからの二日目の朝を迎えた。今朝は六時過ぎに起床し、六時半から一

日の活動を開始した。不思議なもので、フローニンゲンに戻ってきた翌日からすぐにこれまでと同じ

生活リズムに戻った。文章を読んで書き、曲を作る生活。そのような生活を再び送ることができること

をこの上なく有り難く思う。 

書斎の窓から新緑の木々を眺めることができるのは、この季節の一つの楽しみだ。フローニンゲン

にやってきた二年前の夏も、こうした青々とした緑を書斎の窓から眺めることができたことを懐かしく
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思う。青々とした光を発する木々を見ながら日々を過ごしていくことは、これで三回目となった。ここ

に来た当初は、まさか自分が三年もこの景色を眺めることになるだろうとは思ってもいなかった。 

だが、それは現実のものとしてやってきた。この点においてもまた、自分が予期していない形で人

生が進んで行く姿を見て取ることができる。予想のできない形で進行していく私たちの人生というの

は本当に奥深い。予想をすることはほぼ無意味だが、来年の今頃はまだ欧州にいることは確かだ

が、その時にはまた新天地に向かっていく決断をしているかもしれない。 

この秋に米国に再び戻ろうとしていた計画が白紙になったのは、きっと私が米国に戻るには時期尚

早であり、欧州でもう一年深められるものを深められるだけ深めていくことを示唆してくれたように思

えてくる。やはり満を持して米国に戻る必要がある。そう思えるだけのものが今年の私にはなかった

のだろう。 

欧州にもう一年留まることになったは、この土地で納得のいくまで探究を進めていく猶予を与えられ

たことを意味している。この一年を本当に充実したものにしたい。これまでの二年間以上により意義

のあるものにしたいと強く思う。今となってはそれが可能であると思えるのだ。なぜなら、私自身が日々

少しずつ自己を深めていく存在であり、欧州で過ごす三年目の日々は深みに向かっていく過程だ

と思うからだ。 

この落ち着いた環境の中でそれが実現できなければ、一体他にどこでそれを実現させることができ

るのだろうか。私にとってフローニンゲンは、日々の仕事を進めていくためのこれ以上にない環境を

提供してくれている。この環境の中で自分の探究に打ち込むことができることに大きな感謝の念を

持つ必要がある。 

私はもう一年ここに残ることにした。この一年は、これまでの二年間を遥かに凌ぐほどの投入量と気

迫を持って自らの仕事に邁進する。毎日毎日この書斎で時間を過ごし、月に一度ほど見知らぬ土

地に旅に出かけられれば十分だ。それ以外の生活の仕方は一切望まない。 

とにかく日々を組成された活動を通じて過ごしていき、一にも二にも自己規律と克己の精神を大切

にする。日々と生活のあり方を自ら作れない人間には何も作れない。それを肝に銘じておく必要が

ある。 
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今朝も小鳥の鳴き声が辺りにこだましている。早朝の澄み渡る空気と小鳥の鳴き声が、私の心を深

く落ち着けてくれる。 

欧州での三年目の生活では、自分が想像していなかった遥か遠くの地点まで必ず辿り着けるような

気がしている。今日という一日はそこに辿り着くための大切な一日だ。フローニンゲン：2018/4/23

（月）06:55　 

No.988:Linearity and Nonlinearity of Joy 

The feeling of joy is linear and nonlinear. For me, orange and yellow green used to represent joy, 

but dark blue is also expressing it. Groningen, 08:34, Wednesday, 5/16/2018 

2459. 論文の執筆に向けての始動 

昨日の天気予報では、今日は小雨が降ることになっていた。しかし、先ほど天気予報を改めて確認

すると、今日は晴れのようだ。昨日に比べて、今日の最高気温が10度ほど低くいため、今日は涼し

い一日になるだろう。空には少しばかり雲があり、まだ朝日が街に降り注いでいない。 

フローニンゲンの街を吹き抜ける風が、青々とした木々の葉を揺らしている。今目の前に見える街

路樹のつぼみも随分と大きくなってきた。そのつぼみが開くのもあと少しだろう。 

昨日はフローニンゲンに戻ってきてからの初日だったが、早速研究を再開していた。午前と午後を

使って、無事にデータ分析を完了することができた。論文で取り上げるほどの結果が出なかったら

どうしようかと思ったが、それは杞憂に終わり、論文で取り上げるに値する興味深い結果が得られて

昨日は一安心した。今日は一日中論文を執筆していく。 

確かに、今日は朝一番に日本企業との協働プロジェクトに関する打ち合わせが一件入っている。し

かしそれ以外の時間は全て研究に充てることができる。早朝の打ち合わせが終了してから昼食ま

での時間をまずは論文の執筆に充てたい。そこから少なくとも夕方まで論文を執筆していく。 

今の私は、とにかく文章を書きたいという強い思いを持っている。とにかく書く。飢えにも似た衝動を

持ちながら文章を書き続けていく。文章を書くことへの渇望。今自分を満たしているのはこの渇望な
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のかもしれない。渇いたものが自分を満たしているというのはとても不思議だ。しかし、それが今の

自分の状態を表すふさわしい表現だろう。とにかく書く。とにかく書き続ける。誰も見ていないところ

で文章を書き続けること。そうしたあり方こそを大切にしたい。 

今日はこれから論文を執筆していくにあたり、少しばかり執筆の流れを確認したい。すでにその骨

格は出来上がっており、実際にこれまでも文章を書き進めていた。今日は改めてそれらの文章にど

んどん肉付けをしていくことになるだろう。どのような箇所を肉付けしていく必要があるのかを再度掴

むために、これまで執筆した文章を一度全て読むことから始めたい。 

その過程の中で、より説明が必要な箇所については執筆項目をメモしていく。それはワンセンテン

スでもいいし、キーワードを列挙する形でもいい。文章を読み返して肉付けが必要だと思った箇所

については、とにかく思いついたことをメモしておく。思いついたことを実際に文章として盛り込むか

どうかの判断はまた後にすればいい。 

とにかくまず最初に肉付けが必要な箇所を明確にしていくことが大切だ。そうしたメモがある程度完

成したら、より本格的に肉付けの作業に入っていく。この作業に関しても、最初から完全な文章を書

こうとする必要は全くない。絵の具を何度も重ねて塗っていくのと同じように、文章も一回で完成形

を作ろうとしてはならない。 

どのような項目を盛り込んでいくかのメモ書きが完成したら、過去の自分の論文の構成やすぐれた

論文の項目などを参考にしながら、実際の肉付けを少しずつ始めていく。兎にも角にも、スキャフォー

ルディングを活用すること。白紙の状態から自力だけを用いて仕事をしないことが大切だ。過去の

自分が執筆した論文や他者の論文に範を求めながら、足場を掛けながら仕事を進めていく。こうし

た姿勢を絶えず持ちたいと改めて思う。今日からしばらくは論文の執筆に精を出したい。フローニ

ンゲン：2018/4/23（月）07:17　 

No.989:A Mystery within a Grain of Sand 

Whenever we see a grain of sand, we can find a mystery residing in it. This is true to all 

phenomena in this reality. Groningen, 08:32, Thursday, 5/17/2018 
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2550. 開かれていく流れ 

たった今、協働プロジェクトのミーティングが終わった。新たな年度を迎え、成人発達理論に基づく

プログラムを企業社会に提供することが実現し、感慨深い気持ちに包まれている。この一年間の歩

みや取り組みは全く無駄ではなく、そうした小さな積み重ねがあったからこそ、それが実現されたの

だと思う。自分が関与させていただいたプログラムが形となって世に出ることの有り難さを強く感じ

る。  

人は創造を通じて自己を深め、創造によってこの世界に関与していくのだということを再認識する。

今回のプログラムが世に出ることを新たな出発点とし、今後もこの世界に形として何かを提供してい

きたいと思う。絶え間ない創造とそれを通じた絶え間ない関与。自分にできることはそれだけであり、

それを行うことが自分の人生の大きな望みである。 

欧州で過ごす三年目は、創造と関与をこれまで以上に激しく行っていきたい。その激しさが静けさ

に変容するところまで創造と関与を続けていく。今日これから取り掛かる論文の執筆も、立派な創造

行為であり、この世界への関与である。そのように捉えると、論文の執筆も一つ一つ誠意を込めて

行わなければならない。誠意に欠け、とかく浅薄な仕事をしてしまいがちな私は、特にその点を注

意しなければならない。 

中欧旅行を終え、フローニンゲンに戻ってきてから一日が経った。一つの旅が終わったと感じるの

と共に、それはまた新たな始まりを意味していることにも気づく。これはいつも旅をするときに感じる

不思議な感覚である。一つの終わりは、新たな一つの始まりなのだ。 

終わりの中には始まりが内包されていて、その新たな始まりには終わりが内包されている。始まりと

終わりのこの入れ子構造に気づくことができるだろうか。この入れ子構造について思いを馳せるとき、

もしかすると始まりも終わりもないということに気づかないだろうか。あるのは一つの大きな全体として

の流れである。 

その流れには切れ目は本来なく、切れ目を設けるのは私たちの認識だ。人生が大きな流れであり、

始まりも終わりもない道であるということの意味が少しずつ開けてくる。中欧を訪問した思い出が今

静かに蘇ってきている。昨日は、その中の憐れみ深い側面が突如として浮かび上がってきた。 
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今回の旅には華やかさだけではなく、慎しみ深いものもあったのだ。今回の中欧旅行はどこか敬虔

な旅であったように思う。旅とはやはり自己を深めてくれるものなのだということがここからも分かる。 

この世界の未知の土地へ出向き、そこで出会うものたちを敬い慈しむ気持ちを旅はもたらしてくれ

る。そうした気持ちが自己を今よりも少しばかり深い場所へ連れて行ってくれる。外面世界を旅する

ことは、内面世界の旅をすることと繋がっており、自己の内側に潜んでいた新たな真実に出会うこと

を促してくれる。物理的な世界を旅することと、内面世界を旅することの関係性について考えをより

深めていきたい。 

書斎の窓を開けると、そこから小鳥の鳴き声が聞こえてきた。その鳴き声に耳を傾けていると、ブダ

ペストで目の当たりにしたドナウ川の眺望が鮮明に思い出された。ドナウ川の果てしなく開かれた眺

望と同様に、自分の人生がより一層開かれていくことを祈る。人生は開かれていく流れなのだ。フロー

ニンゲン：2018/4/23（月）11:20　
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