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1801. オッテローでの朝を迎えて 

デ・ホーヘ・フェルウェ国立公園近くのコテージで新たな朝を迎えた。五時半過ぎに起床し、小鳥

の小さな鳴き声を聞きながら今日をスタートさせた。 

辺りは深い静寂と闇に包まれている。小鳥の鳴き声以外は物音一つすらしない。宿泊客のうち、こ

の時間帯に目覚めているのは私だけなのかもしれない。 

旅先で見る夢は普段とは異った特徴を帯びることが多く、現地での体験が夢に反映されることがよ

くある。昨夜の夢もわずかばかり今回の滞在を反映しているように思えた。夢の中で私は、ある田舎

町を訪れていた。ちょうど今宿泊しているオッテローの村のような場所だ。この町には都会のような

高層の建物はなく、小さな家々があるぐらいである。 

私は、その町のレストランで食事をしようと思っていた。レストランに到着してみると、フローニンゲン

大学で博士課程に所属している友人の何人かがそこにいた。国籍は様々だが、そのうちのオラン

ダ人の友人がレストランの入り口で私に声をかけてきた。 

友人：「ヨウヘイが最近執筆した論文を読んだよ。あれはいい出来だね！」 

笑顔で駆け寄ってきた友人は、開口一番にそのように述べた。最近執筆した論文とはまさに、私が

現実世界で数日前に書き上げたものだ。それは来年の六月にロンドンで行われる国際学習科学学

会で発表するために執筆したものである。私は、友人から肯定的な反応を得ることができて嬉しく思っ

た。一方で、この論文の質を高めてくれたのは、私のアドバイザーであるミヒャエル・ツショル教授の

貢献によるところが大きい、ということを友人に伝えた。レストランの入り口でそのようなやり取りを友

人とした後、私はレストランの奥に入り、その他の友人と食事を共にした。そこでも話題は私の論文

に関するものとなり、短いながらあの論文を執筆したことの意義を実感した。 

しばらくすると、私はそのレストランの中で、小学校時代からの付き合いのある友人数名と出会った。

すると、彼らも自分の論文を参考にしながら論文を執筆したとのことであり、私にレビューを求めてき

た。私はその他にも抱えている仕事が多々あったが、彼らの申し出を快諾をした。彼らから手渡さ

れた論文を眺めてみると、テーマが私の論文と同じであった。それどころか、内容も大部分が重なっ
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ていた。その点について指摘するか迷ったが、とりあえず彼らのオリジナルの発見や見解はないか

を丹念に見ていくことにした。少しばかり疑心の念が生まれた瞬間、夢の場面が変わった。あいにく、

その続きの夢に関しては記憶に残っていない。 

今日はこれから、ホテルのレストランでゆっくりと朝食を摂る。計画では八時半あたりに朝食を摂ろう

と思っていたが、八時前から朝食を摂ろうと思う。相変わらず、小鳥の鳴き声が聞こえてくる。フロー

ニンゲンの自宅から聞こえてくる鳴き声と同じ音階とリズムを持っているため、同種の小鳥だろうと思

われる。 

ゆったりと朝食を済ませたら、コテージの自室に戻り、チェックアウトに向けた準備をする。チェック

アウトを済ませると、いよいよデ・ホーヘ・フェルウェ国立公園に向けて出発をする。幸いにも午前中

は晴れであり、歩きながらゴッホの森での森林浴を楽しむことができそうだ。ゴッホの森、そしてその

先に待っているクレラー・ミュラー美術館ではどのような出会いがあるだろうか。2017/11/19（日）

07:19　 

No.446: Melody and Harmony 

I do not have sufficient clues of how to generate harmony in my music. That is why I purchased 

some books about the topic. Instead of trying to create harmony, I determined to focus on 

melodies first.  

As Mozart emphasized, a melody is a vital component of music. I will devote myself to writing 

satisfactory melody lines in my near future. 19:08, Friday, 12/1/2017 

1802. ゴッホの森から 

今私は、ゴッホの森の中でこの日記を書いている。文字通り、デ・ホーヘ・フェルウェ国立公園の中

のベンチに腰掛けて、この日記を今書き留めている。 

朝一番にホテルを出発し、クレラー・ミュラー美術館の開館と同時に目的地に着いた。オランダでも

随一の来館者を誇るこの美術館も、朝の時間帯はそれほど人がおらず、私は真っ先にヴァン・ゴッ

ホの作品が収められているギャラリーに向かった。 
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そもそもこの美術館は、ヘレン・クレラー・ミュラーという資産家が生涯にわたって購入し続けた絵画

作品を展示するために設立されたものである。生前、クレラー・ミュラーの意志は、芸術への情熱を

他者と分かち合うための「美術館の家」を設立することにあったようだ。まさにその意志が実現され、

今こうして私はその一人として、この美術館に所蔵されている作品から芸術体験を共有する幸運を

得た。 

それにしても一体なんという静けさだろうか。取り囲む森林は深く紅葉しており、黄金色に輝く太陽

の光が照らされ、さらにその深みを増しているように見える。 

小鳥のさえずりと森林を駆け抜けていく風の音だけが聞こえる。自然の中に深く入り、自然と一体に

なるということが、意識的ではなく自然になされる。 

「全てのことをあるがままに自然になす」というのが、まさに自然の偉大さなのかもしれない。 

クレラー・ミュラー美術館の外に広がる芝生地帯には、様々な彫刻家の作品が随所に設置されてい

る。私は先ほど、森林の中の小道を歩きながら、一つ一つの彫刻作品を見て回った。芸術と自然と

の調和がこのような次元でなされていることに、私はとても驚いている。この美術館の魅力と偉大さ

はそれに尽きるのではないだろうか。世界中からこの美術館に足を運ぶ人が大勢いるのは、自然と

芸術が調和をなすことによって生み出される、極めて深い非日常体験を多くの人が求めていること

の証かもしれない。 

自然の中に入ることは非日常体験をもたらし、芸術鑑賞もまたそれをもたらす。この二つがかけ合

わさった時、それは極めて深い非日常体験として私たちの内側に流れてくるだろう。 

クレラー・ミュラー美術館の中には、ゴッホの作品だけではなく、セザンヌ、ピカソ、ピサロの作品な

ども所蔵されていた。ゴッホ以外の画家の作品の中で、ピサロの二つの作品はとても印象に残って

いる。つい先ほどそれらの作品を鑑賞したはずなのに、そこで得られた体験を言葉にすることは難

しい。ゴッホの一連の作品に対してもそうだ。だが間違いなく、それら一つ一つの作品が、自分の内

側に大きな変容の芽を植え付けたことだけは確かだろう。その証拠に、いくつかの作品に対して、

私は足を止めざるをえず、その場でただ作品と一体となるかのように鑑賞をしていたのだから。 
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そこには、見るものと見られるものの区別はなく、二つの存在が一つとなる出会いだけがあった。私

たちを真に変容させるきっかけになるのは、もしかするとこのような出会いだけなのかもしれない。私

が私であり続ける限り、変容など起こりえないと思うのだ。なぜなら、変容とは今の私から非連続的

な形で全く別の私になる現象のことを指すからだ。そこには、存在の瞬間的な断絶が生じる。芸術

作品との真の出会いとは、そうした瞬間的な断絶だと言っていいかもしれない。 

ゴッホの森の中で、私は再び私に還ってきた。先ほどの幾多にも及ぶ存在の断絶を回復させるか

のように、森の中でしばしの休息を取っている。 

美術館から来館者たちが、まばらに森の中に入っていくのが見える。彼らもきっと、深い非日常体

験を経験し、存在の断絶から再び自己へ還り、これから続く日常を再度生き直すための休息を求

めに森の中に入っていくのだろう。2017/11/19（日）14:02 

【追記】 

上記の日記を書き留めた後、私はそれから数ヶ月後にも再びオッテローを訪れ、デ・ホーヘ・フェル

ウェ国立公園とクレラー・ミュラー美術館に足を運んだ。それは今年の夏のことだったと思う。そこで

は、初めて訪れた時とは異なる感動を味わった。私は自然と芸術をこよなく愛しているのだとつくづ

く思う。自然と芸術、これからも絶えずそれらと寄り添って生きていきたい。デ・ホーヘ・フェルウェ国

立公園とクレラー・ミュラー美術館に訪れるのは次回で三度目になるが、何度も訪れたくなる場所だ。

この場所は、一つの聖域としてオランダの中にある。フローニンゲン：2019/1/3（木）10:16 

No.447: Vicarious Experience Through Music 

How possible to amplify a specific emotion by music? How possible to let us have a vicarious 

experience through music that we cannot usually have such as death and rebirth? I want to try to 

compose music that enables us to have such experience. 

If we can go to heaven vicariously——or virtually——through music, I think that music is one of the 

great human discoveries that is embedded in our destiny. 19:36, Friday, 12/1/2017 
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1803. 大きな虹のアーチ：絵画と音楽が共有する次元 

デ・ホーヘ・フェルウェ国立公園への一泊二日の旅行を終えようとしている。今私は、もうアーネム

からズヴォレに向かう列車の中にいる。 

クレラー・ミュラー美術館からオッテローの中央バス乗り場まで歩いている最中に、大きな虹の架け

橋を見た。それは途切れることなく、大きなアーチを描いていた。久しぶりにこのような虹を間近で

見たような気がした。 

国立公園の入り口で無料の自転車を借りることができたのだが、私はあえて歩いて美術館に向かう

ことにした。確かに30分ほど時間がかかっただが、このような虹をゆっくりと立ち止まって眺めること

ができ、結果として、やはり徒歩を選択して良かったと思う。目の前に突如として現れた虹は、何か

を暗示しているように思えた。 

今回の短い旅を終え、それは間違いなく大きな非日常体験をもたらしたが、あの虹は非日常と日常

を繋ぐ自然の恵みのように思えた。明日から私は再び、この旅に出かける前と同じ生活を営んでい

く。 

帰りの列車の中で、私は改めて美術館での体験について思い出していた。オランダでの生活を重

ねれば重ねるほどに、私の中でゴッホの存在が大きく深いものになっていく。改めてゴッホに感銘を

受けたのは、画家としての道を志したのが30歳に差し掛かる頃であり、さらにゴッホは正式な絵画

教育を受けることなく、独学で絵画の技法を磨いていったことだ。 

今回、ゴッホがフランスに渡る前の作品からフランス時代の作品を歴史的な流れに沿って鑑賞を進

めていった時、絵画の技術と共に、ゴッホの思想が発達していく過程を見て取ることができた。ここ

から私は、ゴッホの作品を通じて、彼の内面の発達過程をさらに深く見ていくことにしたいと思った。

そのために、美術館の売店で資料価値として優れた専門書を購入した。 

絵画の写真と解説文がどちらかに偏ることなく、程よい具合に双方が掲載されている。明日から仕

事の合間にこの専門書と向き合い、ゴッホの作品と内面の発達過程を追っていきたい。 
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クレラー・ミュラー美術館に所蔵されているゴッホ以外の画家の作品からも随分と大きなインスピレー

ションを得たように思う。美術館を取り囲む自然によって、五感が癒され、同時にそれらが研ぎ澄ま

されたように思う。同じく、所蔵作品は五感を研ぎ澄ませながら解放させるような体験を私にもたらし

た。 

とりわけ興味深かったのが、一つ一つの絵画作品から固有の音楽が喚起されたことだった。一つの

絵画作品の前に立ち、それを眺めていると、自分の内側から曲が溢れ出したのである。それは作品

ごとに異なったリズムとメロディーを持っていた。よくよく自分の内側から鳴り響く曲に耳を傾けてい

ると、それはまず単純に、絵画の視覚的なイメージから短調か長調かの区別があるようだった。その

二つの区別の後に、その絵画作品がもたらす固有の音楽が鳴り始める。そこから私は、やはり絵画

と音楽はどこかの次元で繋がっているのだと思った。 

今後作曲を行う際に、絵画作品は音楽イメージを湧き立てる優れた題材になりうるだろう。いつか一

つの絵画作品から湧き上がっている固有のイメージをそのまま曲として表現したいと思う。その日が

現実のものとなるように、今夜からまた作曲実践に継続して取り組んでいきたいと思う。2017/11/19

（日）16:29 

No.448: Melody Writing 

I determined to focus on creating melody lines. I will concentrate on how to generate 

melodies. After I create many melodies, I will think about how to harmonize them. 

As Marcel Proust revised his writings many times, I will do the same thing for my melodies. What 

I will focus on for a while is to create the seeds for my future melodies. 19:40, Friday, 12/1/2017 

1804. 旅の終わりから 

デ・ホーヘ・フェルウェ国立公園からフローニンゲンに戻ってきて一夜が明けた。昨日の夜の六時

半あたりに自宅に戻ることができ、そこから作曲実践に従事していた。国立公園の大自然から得ら

れたエネルギーとクレラー・ミュラー美術館に所蔵されている作品から得られたエネルギーが私の
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内側に作用しているかのようである。そして、それらのエネルギーは、自分の内側に対して変容反

応を引き起こしているかのようでもある。 

国立公園を午後の二時半あたりに出発し、そこからフローニンゲンまで三時間強の移動となった。

国立公園から最寄りのバス停まで30分以上歩き、寒さの中、バス停で待つことになったため、アー

ネム中央駅に向かうバスの車内ではさすがに休息が必要であった。窓越しに深い紅葉を眺めなが

らバスに揺られ、時折目を閉じて休息を取っていた。アーネム駅からズヴォレの駅までの列車の中

では、少しばかり旅日記を綴っていた。 

欧州で過ごす一日一日は貴重であり、とりわけこうした旅について文章に書き留めておくことは私

にとって何より大切だ。それは日々や旅の思い出を忘れたくないという思いよりもむしろ、そうした日々

や旅が真実のものとして自分の人生の中にあったのだということを記しておきたいのだと思う。そうし

た日々や旅の中を私自身が確かに通って行ったのだという証を残しておきたいのだ。 

ズヴォレの駅までは一時間ほどあり、その間は日英の日記を綴り続けていた。ズヴォレに到着し、そ

こで列車を乗り換えた。この日は休日であったため、ズヴォレからフローニンゲンまで行く列車はな

いようだった。そのため、途中の駅からフローニンゲンまでは同じ鉄道会社が運行するバスに乗る

必要があった。ズヴォレからその駅までの列車の車内では、「応用研究手法」のコースにおける課

題論文に目を通していた。論文の重要箇所を一通り読み終えると、ちょうど駅に着いた。 

この駅で降りるのは初めてであったから、バス停がどこにあるのかわからず、バスの出発時間まであ

まり時間がなかったため、少々緊張感があった。だが、列車の中で気付いたが、車内の多くの人た

ちはどうやらフローニンゲンに向かっていることが察せられた。一つは直接的に、前に乗っている四

人組のオランダ語に耳を傾けると、彼らがフローニンゲンに向かっていることがわかったからだ。 

実際に駅に到着し、改札口を出ると、皆が一様にバス停の方に向かって早歩きをし始めた。その流

れに乗っていくと、フローニンゲン行きのバスが何台か停まっていた。ほどなく私はバスに乗り込み、

そこから50分ほどバスでの移動を行った。 
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バスが出発すると、周りの人たちは週末にどこかに日帰り旅行に行った帰りで疲れているのか、寝

ている人たちが多かった。私はおもむろに、クレラー・ミュラー美術館で購入したゴッホの作品の解

説書を取り出した。 

私はクレラー・ミュラー美術館で、タッシェン社が出版している日本語の美術書を購入した。オラン

ダ語、スペイン語、フランス語に関しては、翻訳があったのだが、なぜだか英語のものがなく、日本

語のものを購入することにした。逆に日本語の翻訳を買って正解だったかもしれないと思うのは、解

説書の日本語が私の内側に流れてくるような感覚があるからだ。バスに乗っている最中、私は終始

食い入るようにこの美術書を眺めていた。最初のページに記載されているゴッホの生い立ちの解説

から始まり、美しい写真と共に、ゴッホの生涯を辿る形で解説文を熱心に読んだ。すると50分があっ

という間に過ぎ去り、気づけばフローニンゲンの駅に着いていた。 

今日からしばらくの間、仕事の合間にゴッホに関するこの美術書を開き、ゴッホの生涯と作品の理

解に努めたいと思う。ゴッホは私に何かをもたらしてくる大切な存在であるように思えて仕方ない。

2017/11/20（月）08:08 

No.449: Research on MOOCs from a Network Science Perspective 

In the morning, I read an insightful article about the research on MOOCs from a network science 

perspective. This paper conducts a network analysis to investigate social interaction occurred in 

discussion forums. From this paper, I confirmed my thought that network science could contribute 

to research on MOOCs. My research interest is going toward the interdisciplinary research on 

MOOCs from perspectives of network science, systems science, and AI. 11:23, Saturday, 

12/2/2017

1805. 旅から一夜が明けて 

デ・ホーヘ・フェルウェ国立公園からフローニンゲンに戻ってきて一夜が明けてみると、自分の内側

が何かで満たされているのを確かに感じる。文字通り、今回の旅は自然と芸術に満たされたものだっ

た。自然と芸術が見事な調和をなしているクレラー・ミュラー美術館で時を過ごすことができたことは、
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大きな至福であった。ゴッホの森の中で書き留めていた日記にあるように、この美術館での体験は、

間違いなく非日常的なものだったと言える。 

非日常体験は、私たち自身を揺さぶる作用を持っているのみならず、私たちを回復させるような作

用を持っているような気がする。エネルギーの充足に留まらず、それは日常からの回復と日常への

回復と形容していいようなものである。非日常体験というのは、ことごとくそうした回復作用をもたら

すものなのではないだろか。 

日常から私たちを一旦解放し、その瞬間にある種の治癒が起こる。そして、再び日常に私たちを帰

還させる瞬間にもある種の治癒的現象が起こる。非日常体験の持つ意義は、こうした二重の意味で

の治癒にあるのではないかと思う。 

今朝はゆっくりと起床した。四時半に一度目を覚ましたが、やはりもう少し睡眠を取ろうと思い、結局

六時半あたりに起床した。 

デ・ホーヘ・フェルウェ国立公園近くのコテージに宿泊している夜に見た夢に引き続き、再び大学

院の研究仲間が夢に現れた。その中でも、気の合うドイツ人のオーレとの会話が印象に残っている。

オーレは、今のアドバイザーに対して長い間、敬意と絶大な信頼を置いていた。しかし、最近のある

一件がきっかけとなり、敬意と信頼が揺らぎ始めているとのことであった。話を詳しく聞いてみると、

背景として、休暇中にオーレの研究室を別の者に貸していたところ、オーレが帰ってくると、研究室

が荒れ果てていたことがあったそうだ。 

オーレは、その件の解決に向けてアドバイザーに相談したところ、そのアドバイザーは問題の解決

に向けて手を打つと述べたそうだ。しかし、一向に問題の手を打つ気配がなく、研究室が使えない

状況が長らく続いているとのことであった。実際に、私はオーレについていき、彼の研究室を見せ

てもらった。すると、確かに研究室が乱雑になっていたが、私には何が問題なのか少々わからなかっ

た。というのも、研究室の物品が破損しているような印象はそれほどなく、乱れた物を自分で配置し

直せばいいのではないかとしか思えなかったからだ。 

その後すぐに、オーレと共に研究室を離れ、一緒に学内のカフェテリアに向かった。するとその途

中で、オーレのアドバイザーと出会った。厳密には、向こうは私たちのことに気づいていないようで
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あり、オーレのアドバイザーは手にスーパーの買い物袋を持ちながら、少々うつむき加減に歩いて

いた。オーレは当然ながら自分のアドバイザーが目の前を歩いて行くことに気づいていたが、挨拶

をする様子はなかった。そこから、二人の関係性が崩れていることを改めて認識することになった。

オーレの博士課程の研究はまだまだこれからという段階であるため、彼の今後に関する気がかりが

生じたところで夢の場面が変わった。 

今日は朝から小雨が降り注いでいる。午前中にまずは、「システマティックレビューの執筆方法」の

コースの課題に取り組む。実際には、すでに課題に対するドラフトを執筆しているのだが、自分が

数日前に書いた文章をもう一度読み返し、最終版としたところで担当教授二人に送りたい。実際の

提出期限は今学期の終わりであり、他の課題と合わせて提出することになっており、それは随分と

先なのだが、課題の中の問いのいくつかがあまり明確ではなく、自分の回答の方向性が問いの意

図と合致しているのかを確かめる必要があった。そのため、今日の午前中に暫定的な回答を送り、

明日のクラスで回答の方向性について二人からフィードバックを得たい。 

その課題が終われば、明後日の「応用研究手法」に向けての課題に取り組む。こちらは数日前に

作成したドラフトを最終版にし、コースを担当するロエル・ボスカー教授に今日の夜にでも送ってお

きたい。昼食後からは、合計で三つほどの一時間のミーティングが入っている。仕事関係のミーティ

ングが一件、学内のカフェで昨年一緒のプログラムに在籍していたインドネシア人のタタと話しをす

るミーティングがあり、その後に、現在在籍しているプログラムのコーディネーターのマイラ・マスカレ

ノ教授とミーティングをする。旅から帰ってきた初日にもかかわらず、随分と盛りだくさんだ。2017/11/

20（月）09:18 

No.450: The Way of Living 

I can imagine that I will continue to live my life in the current way. In fact, that is my hope. I 

continuously engage in academic research, writing a journal, and music composition until my life 

ends. That way of living is ideal, and I do not need more than that in my life. 11:28, Saturday, 

12/2/2017 
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1806. マリア・ジョアン・ピレシュがフローニンゲンにやって来る 

デ・ホーヘ・フェルウェ国立公園での自然、そして公園内にあるクレラー・ミュラー美術館でのゴッホ

をはじめとした絵画作品との接触が、まだ完全に消化されることなく余韻として自分の内側に残り続

けている。 

昨日は早朝の六時過ぎに自宅を出発したためか、一泊二日のオランダ国内旅行が、なぜだかとて

も長い時間の幅を持つ旅のように思われた。 

今朝、新鮮な空気を部屋に取り入れるために、書斎の窓を開けた時、通りの広告宣伝看板に目が

止まった。どこかで見たところのある写真が大きくそこに表示されていた。よくよく目を凝らしてみると、

それが著名なピアニストである、ポルトガル出身のマリア・ジョアン・ピレシュであることがわかった。

以前にSpotifyを経由してダウンロードしていたCDのジャケット写真と同じものが、その宣伝看板に

掲げられていたのである。 

目の前の通りに設定されている広告看板は、書斎の窓際に近づいて外を眺める際に時折目をやる

ことがある。今日は明らかに、どこかで見たことのある写真であったため、意識が強くそこに向かった。

「なぜピレシュの広告看板が自宅の目の前の通りに掲げられているのだろうか？」と私は不思議に

思った。もしかすると、ピレシュがフローニンゲンにやって来て、コンサートでも開催するのではない

かという淡い期待を持った。だが、オランダ北部のこの街に、世界的に有名なピアニストがわざわざ

コンサートをしに来るだろうか、という疑念があった。しかし、そうした疑念に飲み込まれる前に、まず

はすぐさまインターネットを経由して調べてみた。 

すると、なんとこの著名なピアニストがフローニンゲンでコンサートを開催することがわかったのであ

る。「だが、日時はいつだろうか？」と私は次の問いに向かった。さらに調べてみると、日時は今週

の日曜日の夜であり、ちょうど予定が空いている。「しかし、場所はどこだろうか？」とさらにまた次の

問いが浮かんだ。すると、フローニンゲン駅からすぐ近くのコンサートホールであることがわかった。

「ここなら歩いて行ける距離だぞ」と私は思った。「だが最後に問題は、コンサート開演まで6日を切っ

た月曜日の朝にまだチケットは残っているだろうか？」という問いが湧き上がった。しかし、なんと幸

運なことに、残席がまだあったのである。 
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一等席から三等席まで、まだチケットが幾分か残っているようであり、それらの席の価格差が微々た

るものであったため、私は迷わず一等席を予約した。画面上、空席箇所が表示されているのだが、

どの場所がステージなのか私にはいまいち分からず、さらにはどの席から鑑賞すればいいのかも定

かではなかった。そのため、残席の中でお勧めな鑑賞位置を選んでくれる機能を用いることにした。

ピレシュのコンサートに関する広告宣伝看板を見て、チケットを購入するまでの時間は10分にも満

たないものだったように思う。 

この著名なピアニストの演奏を聴く機会などそれほど多くないであろうし、また彼女がフローニンゲ

ンにやってくるというのも何かの縁だと思い、私は迷わずコンサートに行くことにした。よくよく考えて

みると、クラシック音楽のコンサートに最後に足を運んだのは、ニューヨークに在住していた時に、

マンハッタンのコンサートホールで演奏を聴いたのが最後であるから、かれこれ四年前のこととなる。

あれから四年の月日が流れたことにも驚かされたが、それ以上に、今回このような形でピレシュの演

奏を聴く機会に恵まれたことの方が驚きであった。二時間にわたるコンサートの演奏目録は、モー

ツァルトのピアノ協奏曲を中心に、下記のような構成になっている。 

Fauré: Masques et Bergamasques OP. 112 

Mozart: Pianoconcert nr. 9 in ES, KV 271 (Jeunehomme) 

Busoni: Berceuse Élégiaque op. 42 (arr. John Adams) 

Mozart: Pianoconcert nr. 10 in Es, KV 365 (voor twee piano’s en orkest) 

ピレシュと共演するのはブレーメン・ドイツ室内フィルハーモニー管弦楽団である。週末のコンサー

トに向けて、今週も自分のなすべき仕事に自らを捧げたいと思う。2017/11/20（月）10:12 

No.451: Automatic Evaluation and Analysis of Learning Stages of MOOC Learners 

I am intrigued by automatically evaluating and analyzing learning stages of MOOC learners. To 

actualize such an automatic evaluation and analysis, AI will be very beneficial or I can say that it 

is indispensable. It is still challenging to automatically evaluate and analyze learning stages from 

big data. So far, I have never seen a tool to accomplish it. To develop such a tool, knowledge and 

skills on learning analytics, AI, developmental science, and educational sciences are required at 

least. Actually, it may be my future endeavor to create such a tool. 11:54, Saturday, 12/2/2017 
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1807. フローニンゲンに戻ってきてから 

デ・ホーヘ・フェルウェ国立公園からフローニンゲンに戻ってきて二日目の朝を迎えた。自然と芸術

で満たされた感覚がまだ自分の内側に残っている。ただし、そうした感覚は特別なものではなく、む

しろ以前からずっと私の内側にあったものであり、デ・ホーヘ・フェルウェ国立公園とクレラー・ミュラー

美術館の訪問を契機に、それらの感覚が眠りから静かに醒めたのだと思う。 

今朝も自分の内面世界はいたって静かである。国立公園にほど近い場所で宿泊したコテージを取

り巻く環境と同じように、今の私を取り巻く環境はとても静かだ。 

今朝は五時過ぎに起床し、五時半を過ぎたところで今日の仕事を開始させた。昨夜、研究アドバイ

ザーのミヒャエル・ツショル教授から一通のメールが届いた。それは、先日に提出し終えた学会発表

用の論文についてのものだった。その学会は、来年の六月にロンドンで行われる国際学習科学学

会と呼ばれているものだ。 

ツショル教授は、ここ10年以上この学会に参加し続けていたそうであり、学会の事情について精通

している。昨夜連絡があったのは、今回私たちが応募した論文のセクションは例年以上に応募があ

り、論文が無事に審査に通るかはまだわからないとのことを知らせるためだった。 

前回の学会の時には、当該論文のセクションには500人の研究者からの応募があったそうだが、今

年はその二倍に近い900人の研究者から応募があったそうだ。私はこの学会に参加したことがなく、

毎回の学会の規模を把握していないのだが、ツショル教授からその話を聞いた時、この学会は随

分と規模が大きく、論文発表の応募をする研究者が多いことを初めて知った。 

今回提出した論文が無事に審査に通れば、学会終了後、通過した論文が一冊の専門書に収めら

れることになるだろう。最終的に審査を通る論文数は50本ほどであろうから、その倍率はかなり高い。

今回の論文は、ツショル教授を第二著者に、サスキア・クネン教授を第三著者に据えており、三人

の協働論文として無事に審査に通り、書籍という一つの形としてこの世界に共有されることを願う。 

今日は午前中に、「システマティックレビューの執筆方法」のコースの第二回のクラスに参加する。

前回、交換留学生の一人が欠席をしたため、受講生は私のみになるかもしれないと思っていたが、
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どうやら彼女は今回のクラスから参加するようだ。このコースは担当教授二名と受講者は私を入れ

て二名で構成されているため、毎回のクラスを行うのは小さな教室で十分である。前回のクラスは、

フローニンゲンの中心部から東に行ったところにある建物で行われた。その建物まで散歩がてら歩

くのは全く苦ではないが、自宅からは少々距離がある。今年の冬は昨年よりも雨が多く、実際に雨

の日が続いているため、雨の中を歩くのは少し面倒である。 

コースを担当するマイラ・マスカレノ教授とマヨレイン・デウンク教授と前回のクラスの終了後、少しば

かり立ち話をし、クラスが行われる場所が変更になった。今日からのクラスは、自宅からも近い、社

会科学キャンパスの一部屋で行われる。少しばかり面白いのだが、このキャンパス内にある教育学

科の建物には、比較的広い屋根裏部屋がある。私がプログラムの面接を受けたのもその場所だっ

た。 

室内は明るく、その屋根裏部屋には小窓がいくつかある。今日からのクラスは、この屋根裏部屋で

行われることになった。 

今日はちょうど、ゲストレクチャーが来る日であり、その方はこの屋根裏部屋に来ることになる。この

クラスが昼食前に終わり、自宅に戻ってからは、今年の研究に関する計画書を執筆したいと思う。

先週末にそのドラフトがほぼ完成しており、今日はそのドラフトをさらに肉付けし、修正すべき箇所

を修正するということを行う。ドラフトが完成したら、「システマティックレビューの執筆方法」のコース

の第二回目の課題についてその内容を確認し、すぐに文章を執筆できそうな箇所については文章

を書いていく。それが終われば、今日なすべきことは他にないだろうから、クレラー・ミュラー美術館

で購入したゴッホの画集を眺め、そこから作曲実践に移っていきたいと思う。2017/11/21（火）06:32 

No.452: Edvard Grieg’s Lyric Pieces 

After I analyzed Grieg’s two lyric pieces on the music scores, I was listening to them. Both of 

them perfectly matched the current environment in which I live, although here is not 

Norway. Groningen is close to Northern Europe, and thus, Grieg’s music strongly resonates with 

my soul. Or another reason might be that his music attained the realm of universality.  

© YOHEI KATO 2019 !16



Although a couple of his lyric pieces have complex music structures, most of them look 

simple. The beauty within simplicity is what I most want to learn from Grieg. I also noticed that 

Grieg composed piano music like keeping a journal as Chopin did. This aspect is also what I want 

to learn the most. 12:49, Saturday, 12/2/2017 

1808. ゴッホだったのかもしれない 

昨夜、一日の仕事を終えた後、少しばかりゴッホの画集を眺めていた。実際には、画集に掲載され

ている作品を全て眺め、気になる作品の解説文を丁寧に読んでいた。タッシェン社から発行された

本書は、作品の解説文のみならず、写真の質も高く素晴らしいと思う。クレラー・ミュラー美術館で

売られれている他の画集を全て確認してみたが、この日本語訳のものが今の自分には一番ふさわ

しいように思えた。 

もう一つの候補として購入を迷っていたのは、クレラー・ミュラー美術館が発行している600ページに

近い分厚い解説書だった。美術館に訪れる前に、どのような解説書が売られているのかを事前に

確認した時に、英訳の本書を発見し、これを購入しようと思っていた。実際に実物を手にとって中身

を確認してみると、私が好むように、大量の文字が掲載されていた。しかし、写真のサイズが少々小

さく、結局本書を購入することを断念した。 

昨夜、購入したゴッホの画集の解説文を読んでいると、ゴッホもまた「描く人」であったのと同時に「書

く人」でもあったことに気づかされた。実の弟であるテオとの長きにわたる手紙でのやり取りは有名

な話であり、ゴッホは弟との手紙のやり取りの中で、自らの芸術思想を高め、絵画の技術を高めて

いったことが伺える。 

手紙のいくつかが本書の中で紹介されており、それを見ると、ゴッホは現在取り組んでいる作品や

これから取り掛かる作品について何度も繰り返し文章を書いている。また、作品の制作過程を通じ

て得られた特殊な感覚などについても、ゴッホは丹念に言語化を行い、それをテオに向けた手紙

の中に書いている。ゴッホもまた、書くことと作ることを通じて人生を形作った人間だったのだと知

る。　 
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やはり私は、書くことと作ることの中にだけ存在している、ある不思議な力について考えざるをえな

い。その力の存在については、もう疑うことができない。だが、その力の性質についてはまだまだ考

えを深めていかなければならないだろう。 

書くことと作ることの片方にも、もちろん私たちを鍛錬し、成熟の方向に向かわせる内在的な力があ

ることは確かだろうが、それら二つを掛け合わせた時に生まれる力の性質についての関心は高まる

一方である。その関心に応えるかのように、私は書くことと作ることに対して、より一層の献身と精進

を行っていきたいと思う。ゴッホがテオに宛てた手紙の言葉の節々には、心を打つものが本当に沢

山ある。 

昨日、学内のカフェテリアで、ドイツ人とインドネシア人の友人と久しぶりに会って話をしていた時、「私

たちをオランダに運んできたものは何か？」という素朴な問いについてお互いの考えを共有してい

た。数多くの出来事や人との縁が重なり合って、私はオランダにやって来たのだと思う。しかし、もし

かすると、ゴッホという一人の類稀な芸術家が、私をオランダに運んできたような気がするのだ。そう

でなければ、なぜ私が南オランダの片田舎に足を運び、ゴッホの作品を眺めていたのかが説明で

きない。 

私はゴッホの画集の中にある、自分が生まれた西暦のちょうど100年前に描かれた作品をぼんやり

と眺めていた。2017/11/21（火）06:58 

No.453: Gratitude for Today and Tomorrow 

At this moment, I witnessed a numerous number of swans flying into the sky. The gratitude for 

this moment leads to that for tomorrow. I hope that we will always have appreciation for today 

and tomorrow at the end of the day. 15:25, Saturday, 12/2/2017 

1809. ある雨の日より 

午前中からの雨は一向に止む気配を見せず、今もしきりに天から降り注いでいる。加えて、今はま

だ四時前だが、辺りはどこか鬱蒼とした暗さを漂わせている。 
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「今年の天候は異常だ」と人はよく述べる。それは往々にして、直感の誤りであり、データをつぶさ

に観察してみると、例年とほとんど変わらない天候であることがしばしばだ。しかしながら、今年のフ

ローニンゲンは、昨年と比べて異常なほどに雨が多いように思う。天気予報に晴れのマークが付く

日は、一週間のうち一日ぐらしかない。それほどまでに雨が多く、晴れの日が本当に貴重なものだ

と思わされる。明日はそうした数少ない晴れの日のようだ。それを知って少しばかり安堵する。 

今日は午前中に、「システマティックレビューの執筆方法」のコースの二回目のクラスに参加した。

早朝の日記に書き留めていたように、そのクラスは教育科学学科のある建物の屋根裏部屋で行わ

れた。「屋根裏部屋」と日本語で表現すると少し奇妙な響きを持つが、コースを担当するマイラ・マ

スカレノ教授も、この部屋を “attic”と呼んでいたので、屋根裏部屋と表現して間違いないだろう。

実際にそこに訪れてみると、確かに屋根裏部屋と表現して問題はないように思える。 

最初にそこを訪れたのは、実証的教育学のプログラムの入学に際しての面接を受けた時だ。面接

の日はいつだっただろうか。その時もまだマフラーを巻き、手袋を付けていたように記憶しているが、

あれは半年前の四月のことだったように思う。気づかないうちに、あれから半年の月日が流れた。　 

一日一日が淀みなく静かに流れ、それでいて着実な堆積を感じさせる日々がこれまでの人生の中

にあっただろうか。「流動」と「堆積」を実感するようになったのは、米国での生活ではなく、欧州での

生活を始めてからのことである。 

今ここで米国時代の日々を振り返る必要など一切ないのだが、おそらく当時の日々は、自己解体

からの地ならしを行う時期だったのだと思う。自己を解体し、さらなる自己が育まれるための土壌を

整備するために、米国での四年間が必要だった。あの四年間がなければ、私はおそらく欧州でこ

のような日々を過ごすことなどできていなかっただろう。そうしたことから、仮に米国での日々の生活

の中に流れや堆積を感じることはなくても、それは間違いなく今の生活にとって不可欠かつ貴重な

ものだったのだとわかる。 

書斎の窓の外を眺めると、やはりどんどんと暗くなっているのがわかる。数十分前より今は明らかに

暗さが深い。それと同じように、私は自己の内側で深めるべきものを深めているような日々を送れて

いるような気がする。それが自分への唯一の励ましであるかのようだ。 
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今日の午前中のクラスでも少し感じていたが、もしかすると旅行の際の移動の疲れか、午前中は自

分のエネルギーが停滞しているような感覚があった。そうした状態を回復させるかのように、昼食後

の仮眠は普段よりも多くの時間が必要だった。 

今日はこれから、新しく着手する研究の計画書を執筆する。今日中にドラフトを完成させ、明後日

にもう一度確認をし、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ろうと思う。2017/11/21

（火）15:58 

No.454: Creative Activities and Creative Energy 

Someone might argue that he or she feels exhaustion after creating something. I sometimes 

witness the remark that some previous great artists exhausted their energy or even their life. I 

think that such a comment is preposterous because creative activities bring ceaseless life energy 

instead of consuming it. The essential nature of creative activities is enabling us to connect with 

the sources of infinite amounts of creative energy. 16:26, Saturday, 12/2/2017

1810. 屋根裏部屋から 

本日の午前中に行われた、「システマティックレビューの執筆方法」のコースの第二回目のクラスは

実に有益であった。今日はゲストレクチャーに、データベースの構築とその使用方法の専門家を迎

えた。 

クラスが行われる屋根裏部屋に到着してみると、そこには何人かの見知らぬ顔があった。以前の日

記で書き留めていたように、このコースの履修者は私だけになるかもしれないと思っていたのだが、

今日からもう一人受講者が加わることになった。彼女の名前はラーナと言う。屋根裏部屋に到着し

た時に、ラーナの顔がそこにあったので、お互いに挨拶を交わした。というのも、私たちは先学期に

同じクラスを履修しており、顔見知りだったからだ。 

ラーナは、ジョージア（旧名グルジア）からの交換留学生であり、私と同じく、実証的教育学に関心

を持っている。どうやらラーナは今日からこのコースを履修し始めるようだ。その他にも二人ほど見

知らぬ女性がその場におり、一人は心理学科の助教授を務めている方で、文献レビューをより体系
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的に行うためのヒントを掴みに今日のクラスに参加したそうだ。もう一人は、教育学科の博士課程に

在籍している女性であり、彼女は実際に今システマティックレビューを執筆している最中とのことで

あり、今日のクラスではデータベースの使い方に関してより深く学びたいという意図があったようだ。 

本日は、コースを担当している二人の教授のうち、マイラ・マスカレノ教授だけがその場におり、ゲス

トレクチャーのヨースト・ドリーセンス氏を含めて、六人で今日のディスカッションを行うことになった。

ドリーセンス氏は教授職ではなく、情報技術に関する専門家としてフローニンゲン大学に雇われて

いるようであり、個別の学問領域に対してというよりも、学術研究を行う際の情報の活用の仕方につ

いて造詣が深い。 

二時間の講義は、絶えず全員で意見交換する形で進められていった。私は事前にいくつか質問し

たい事柄があったため、それらを全てドリーセンス氏に投げかけ、明瞭な回答を得ることができた。 

普段研究論文を執筆する際に、文献レビューを行うことは不可欠だが、そのレビューをより包括的

かつ体系的なものにする必要を常々感じており、今日のレクチャーはその実現に向けて大きな一

歩となったように思う。 

クラス終了後、隣に座っていたラーナから声をかけられた。どうやら彼女は、「応用研究手法」のコー

スを履修したいと思っているそうだ。このコースは、ロエル・ボスカー教授とマンツーマンで行われて

いるものだが、ラーナが加わることは歓迎するべきことだろう。一対一でボスカー教授から学ぶこと

は何よりも貴重な機会だが、もう一人受講者がいれば、新たな観点が議論に持ち込まれ、また別種

のダイナミズムがそこに生まれるだろう。 

クラス終了後、毎回ボスカー教授と私が都合の良い日にクラスを行っていることをラーナに告げ、第

二回目のクラスは明日の午前中であることを伝えた。屋根裏部屋から地上に降りる途中の階にボス

カー教授のオフィスがあるため、明日のクラスが行われるそのオフィスを案内した。 

明日からは三人で応用研究手法について学ぶことになる。状況というものは、私の見えないところ

で絶えず変化していることがここからも伺える。仮に明日の状況が不透明であったとしても、私にで

きることは、今この瞬間の状況の中で、できる限り懸命かつ自然に生きることだけだ。2017/11/21

（火）16:22 
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No.455: Sounds of Logic 

Last night, I heard the sounds of logic. Literally, they came from logic. Logic had sounds. Strictly 

speaking, logic has developmental stages——formal, post-formal, and trans-formal——that contain 

distinct qualities of sounds. I perceived each of them last night. In particular, the sound of trans-

formal logic was intriguing. It seemed to derive from nothingness or emptiness but had an actual 

sound. It could be described as the sound of soul. 09:47, Sunday, 12/3/2017 

1811. とある火曜日の朝より 

今朝は六時半に起床し、七時から一日の仕事を始めた。七時を過ぎているにもかかわらず、この時

間帯はまだ辺りが暗闇に包まれている。だが、そうした暗闇の中、通勤や通学に向かう人たちの姿

を見ることができる。そうした様子を眺めていると、一日がまた静かに始動し始めたのだと知る。 

昨夜は何らかの夢を見ており、かすかな印象だけが残っている。夢の印象は取り立てて後味の悪

いものではなく、むしろ昨夜の夢は、自分に癒しをもたらすかのようであった。 

夢から覚めた瞬間に、すぐに起き上がるのではなく、私は何かを考えていた。それは論理的な脈略

を全く欠いたものだったが、起床直後の自分のそうした考えは往々にして示唆に富む。起床したの

はまだ数十分ほど前のことであるが、その時の考えを忘れてしまっているため、少し思い出してみる

と、そこで浮かび上がっていた考えは、「選択」と「心身の状態」であったように思う。 

おそらく、“selection”という英単語が突如として自分の脳裏に浮かんでいたのではなかったかと記

憶している。その語彙の意味について、私は二言三言、自分なりの意味を付与していた。意味を付

与する作業が数秒以内に終わると、今度は自分の起床時の心身の状態を確認していた。心身の

状態は極めて良好であり、今日の活動の充実さを暗示していた。 

今日は午前中に、「応用研究手法」のコースの第二回目のクラスがある。昨日再会した、ジョージア

人のラーナと共に、ロエル・ボスカー教授から指導を受ける。受講者二名、教授一名の極めて規模

の小さいコースだ。そのおかげもあって、活発な議論がなされるであろうし、享受できる指導も密な

ものになるだろう。このコースの名前は、“Advanced Research Methods”と呼ばれており、おそらくコー
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スタイトルから多くの学生は受講を敬遠したのだと思われる。実際には、確かにボスカー教授の専

門は、統計的な手法を用いた教育評価にあるが、このコースを通じて複雑な数式の絡むような話は

ほとんど出てこない。 

このコースの主眼は、教育研究に関する論文の中で用いられている数々の研究手法の意味や目

的、そして内在的な限界について深く理解することにある。つまり、研究者として、科学論文の中で

用いられている様々な研究手法に対するリテラシーを高めることが、このコースの目的となってい

る。  

社会科学の領域において、研究手法は無数に存在しているが、対象領域を教育科学に絞り、さら

には実証的教育学に絞っていくと、その分野の中で活用される研究手法はそれほど多くない。今

回のコースでは、六つほどの研究手法を取り上げ、毎週一つの研究手法に関する理解を深めてい

く。 

先週にボスカー教授から手渡された論文のように、このコースでは、実際の論文をケースとして取り

上げ、一つの研究手法の特徴と限界について議論をしていく。今日のクラスでは、その論文を読ん

で出てきた質問をまずはボスカー教授に投げかける。質問リストについては事前にボスカー教授に

送っており、対象となる研究手法を活用した別の論文を一つ見つけてくるというもう一つの課題に

対しても、見つけた論文を事前にボスカー教授に送っていた。今日はラーナを含め、三人でどのよ

うなディスカッションがなされるか楽しみである。 

昼食前にクラスが終わり、行きつけのチーズ屋に立ち寄ってから自宅に戻る。自宅に戻ってからは、

昨日行われた「システマティックレビューの執筆方法」のコースの第二回目の課題に取り組む。ポー

トフォリオ形式の全六回の課題については、すでに全てどのような内容か明らかになっており、何

度か課題の全体構成を確認していた。そのため、今回の課題がどのような位置付けにあるのかは

すでに把握している。そうしたこともあり、今回の課題は進めやすいだろう。おそらく夕方あたりに、

その課題に対する回答のドラフトが完成することになる。 

そこからは、こちらの時間において明日の早朝に行われる、ある日本企業のマネージャーおよびエ

グゼクティブに向けた、四時間ほどの発達理論研修に向けて最終準備を行いたい。研修コンテン

© YOHEI KATO 2019 !23



ツの全体と細部について、もう一度確認をしておく。この準備が終われば、残りの時間はゴッホの画

集を眺めることや作曲実践に充てたい。2017/11/22（水）07:43 

No.456: Aurora 

This is abrupt, but I will live in a place someday where I can see auroras. I can imagine that my 

wife and children will enjoy the breathtaking beauty of auroras. How wonderful it is to live in such 

a place. I also expect to compose music based on auroras that I actually see in my eyes. 09:50, 

Sunday, 12/3/2017 

1812. 遅い誕生日プレゼント・早いクリスマスプレゼント 

どうしても居ても立っても居られないことがあった。しかし、それは落ち着いた衝動だったと言える。 

クレラー・ミュラー美術館を訪れたことをきっかけに、やはりゴッホの存在は私にとって極めて重要な

ものだということが、時計の針が進むごとに強く実感される。美術館内の売店で、散々迷った挙句、

タッシェン社が出版している日本語訳の画集を購入した。あえて日本語訳のものを購入したのは、

その翻訳文の日本語が自分に響くものだったからだ。 

普段行なっている研究の性質上、そして自分が欧州で生活をしているという都合上、和書を購入

することはほとんどない。ただし、どうしても手元に置いておきたい和書に関しては、アマゾンで購入

し、それを実家に送り、一時帰国する際にそれらを持ち帰るようにしている。この数ヶ月の間に、寺

田寅彦、永井荷風、川端康成、小林秀雄、福永武彦、吉田秀和氏の全集を合計で40冊ほど購入

した。これらの全集を購入したのも、著者の思想の中に自分の内側に響くものがあったからであり、

彼らの日本語にどうしても触れたいという強い思いが湧き上がったからである。彼らの日本語に触

れるというのは、彼らの思想に触れることに他ならない。さらには、それは彼らの存在に触れることに

他ならない。 

私はもはや、自分が触れる日本語に対しては極度に慎重な姿勢を持たざるをえない。上記の著者

の日本語に触れようと思ったのは、彼らの思想に触れたいという私の内発的な動機があったからだ

と思う。また、今の私は、彼らの思想に触れる必要があるという、半ば衝迫的な思いがあったことは
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確かだ。できればそれら40冊の全集を一気に欧州に持ち帰りたいが、仮に今回全てを持って帰る

ことができなくても、次回の一時帰国の際に残りを持って帰りたいと思う。 

思想を形成し、それを生涯にわたって深めていった人物の言葉だけが、今の私の肥やしとなり、精

神的支柱となる。 

昨夜もタッシェン社が出版しているゴッホの画集を眺めていた。ゴッホと弟のテオとの手紙によるや

り取り、作品の背後にあるゴッホの生き様と思想に関する説明文を読んでいると、居ても立っても居

られない思いが湧き上がってきた。「ゴッホについてもっと深く知りたい」という、単純に述べればそう

した思いが抑えられなくなってきたのである。 

ゴッホは単に絵を描き続けた人ではなかった。ゴッホは、画家であるのと同時に、執筆家であり、思

想家でもあった。絶えず書き、絶えず作ることを行っていたのがゴッホだ。 

絵画の技法のみならず、生きることの意味やあり方を問い続け、それらをテオへの手紙にしたため

ながら自らの思想を育んでいったゴッホ。そうしたゴッホの生き様は深く私を打ち、ゴッホが絶えず

書き、絶えず作ることに従事していた姿と今の自分の姿を自然と重ねていた。 

「他人事ではない」という感覚。「ゴッホは他人なのだろうか？どうもそうは思えない」という、問いと応

答。 

己を知るためには、ゴッホを知る必要があるのではないか、という思い。ゴッホを知ることが己を知る

ことにつながり、それが己を深めていく、という確かな思い。 

「ゴッホが私をオランダに連れてきたのだ」という、疑いようのない因果関係。ゴッホの画集を眺めて

いると、そのような思いが深まる一方であり、ゴッホがテオに宛てた手紙を一つも残さず全て読む必

要がある、と私は思った。調べてみると、ゴッホとテオの手紙が全て収められた書籍が何冊か存在

することを知った。そのうちの二冊は、基本的に手紙の文章を紹介することが主であり、時折絵画

作品が挿入されている程度であった。一方、もう一つ大変興味深い全集を見つけた。これは単なる

書籍というよりも全集だと述べた方がいいだろう。 
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この全集には、ゴッホとテオとの手紙が全て時系列で収められているのみならず、手紙の中で言及

されている作品が、逐一手紙の横に掲載されている。当然ながら、そうした構成のため、一冊の書

籍に全ての手紙が収まるはずはなく、この全集は全六巻のセットになっている。 

私が見つけた他の二冊のペーパーバックとは異なり、こちらはフルカラーのハードカバーであり、文

献資料としての価値も極めて高いように思われた。ゴッホの「書き続ける過程の中で作り続ける」とい

う生き様を理解するためには、手紙と絵画作品の双方を同時に触れることが重要だと思っていた。

まさに本書は、手紙の横に絵画作品の綺麗な写真が挿入されており、絵画の背景にある文脈を手

紙を通じて理解することができる。この全六巻のセットは、“Vincent van Gogh - The Letters: The 

Complete Illustrated and Annotated Edition (2009)”という名称であり、価格はおよそ400ポンド（6万

円）であった。 

私は、遅い誕生日プレゼントと早いクリスマスプレゼントを兼ねて、この全六巻の画集をイギリスのア

マゾンを通じて購入することにした。早ければ、来週の頭までには到着するだろう。ゴッホとテオの

全ての手紙が収められたこの画集は、私が今この瞬間に生き続けるためにどうしても必要だった。

2017/11/22（水）08:22 

【追記】 

上記で言及したゴッホの手紙を、ここ最近再び読み返している。そして、今日私は一年以上も前に

書かれた上記の日記を再び読み返している。人生が、どこか不思議な円環によって構成されてい

るような気持ちになる。この人生は、円であり、縁なのだ。そうとしか思えない。フローニンゲン：2019/

1/3（木）14:46 

No.457: The Essence of Somatic Comprehension 

I was reading van Gogh’s letters. His father once told him that understanding and feeling must go 

together. That is what I always think. Van Gogh’s father clearly pointed out the essence of 

somatic comprehension. It is a signifiant key to learning. 15:36, Sunday, 12/3/2017 
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1813. 南カリフォルニア時代の回想 

今日は晴れの予報だったのだが、小雨が降り注いでいる。八時半を迎えようというのに、辺りはまだ

薄暗い。もう完全に冬に入ったのだと思った方がいいかもしれない。日々の生活を送る環境がどの

ような性質を持つものであるかは、私たちの精神を形成することに大きな影響を与えるだろう。 

昨年も経験していたはずであるが、今改めて、この日照時間が少なく、さらには晴れの日が少ない

環境の中に身をさらしていると、自分の精神がそれに応じた形で涵養されていくのがわかる。文化

というのは、こうした生活環境と切っても切り離せないものであり、生活環境は精神的なものの性質

を深く決定する。 

昨日か一昨日、近くのノーダープラントソン公園を雨の中歩いていた。その際に、ほとんどの人は

傘をさしておらず、オランダ人には傘をさすという習慣がほとんどないらしいことを再度確認した。彼

らの様子を見て、数年前に生活をしていた南カリフォルニアの人たちの姿を思い出した。当時私

は、アーバインという街で一年間生活を送ったが、その時に、日中に雨が降ったのはほんの数日だ

けであった。雨が降った日に、私は折り畳み傘を広げ、大学のキャンパスから自宅に戻っていた。

その時に、多くの住民はやはり傘をさすことなく平然と歩いていた。 

そこから私は、ノーダープラントソン公園を歩いている最中に、「ここは南カリフォルニアと同じかもし

れない」という冗談を心の中で述べながら、一人で笑っていた。そうした笑いのおかげもあってか、

鬱蒼とした天候の最中にあっても、私は前に進むことができるのだと思う。 

昨年同じプログラムに所属していたインドネシア人のタタからメッセージを受け、一昨日に学内のカ

フェテリアで話をすることにした。共通の友人であるドイツ人のフランにもタタが声をかけていたよう

であり、私たちは三人で久しぶりに旧交を温めていた。 

フローニンゲン大学での成績評価が非常に厳格であることは以前に言及したが、タタは研究手法

に関するコースの単位をまだ取得できていないそうだ。応用統計手法に関するコースに関しては、

追試を受けても突破することができず、今学期に履修していたコースに関しても、最初の試験がうま

くいかなかったそうだ。タタはインドネシアの極めて優秀な大学を卒業しており、彼女の能力につい

て疑うことはできず、それほどまでにこの大学での成績評価が厳しいということだろう。私は無事に
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一年間で最初のプログラムを終えることができたが、試験に向けた準備は毎回かなり入念に行って

いたように思う。ドイツ人のフランは無事に単位を取得することができているそうだが、修士論文の

執筆に時間をかけるために、一年半の計画でこのプログラムを終えていく予定だそうだ。私たちは

お互いの近況について語り合い、プログラム終了後に関する話をしていた。 

一時間強の時間、私たちはカフェテリアで話をし、その後、私は現在所属しているプログラムのコー

ディネーターを務める、マイラ・マスカレノ教授のオフィスに向かった。 

現在、実証的教育学のプログラムに所属しているのは、オランダ人も留学生も含めて私しかいない。

その日の夕方に、大学院のプログラム説明会があり、マスカレノ教授が実証的教育学のプログラム

を紹介するに際して、実際にプログラムに在籍している人からの意見や感想を共有してほしいとい

う依頼を受けた。私はその依頼に快諾し、マスカレノ教授と共にプログラム説明会に参加することに

なった。 

説明会には10数名ほどの参加者が集まり、そのうちの半分はフローニンゲン大学の学部で学んで

いる学生だった。その他には、現在教職についている者が何名かいるという構成だった。事前にマ

スカレノ教授と打ち合わせをしていたわけではなかったが、簡単に自己紹介をし、私がこのプログラ

ムを選んだ理由やプログラムの特徴などについて説明をした。 

当然ながら、教育科学学科の中にある他のプログラムの学生との交流はあるのだが、現在のプログ

ラムには私しかいないため、冬学期から実証的教育学のプログラムに入学してくる人が一人でもい

ればと思う。実証的教育学という学問領域は、比較的新しく確立されたものであり、それを体系的に

学べる大学院は世界的に見ても多くない。また日を改めて、マスカレノ教授とは実証的教育学のプ

ログラムの認知をいかに高めていくかについて話し合うことにした。2017/11/22（水）09:01 

No.458: Soul and Creation 

The more radiant my soul is, the more my creation deepens. The extent of the luminosity of my 

soul corresponds to the profundity of my creation. 16:43, Sunday, 12/3/2017 
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1814. 鮮やかな初冬の夕焼け 

夕方を迎え、夕日に染まるフローニンゲンの空をぼんやりと眺めていた。薄いピンクのような、薄い

紫のような空が、今目の前に広がっている。空には一切の雲がなく、その代わりに、遥か上空に飛

行機雲が幾筋も見える。 

今日は午前中から晴れ間が見え、夕方のこの瞬間は雲一つなく、絵葉書にしたいような鮮やかな

初冬の夕焼けが広がっている。米国にいた時も、日本にいた時も、このような色を発する夕日を見

たことがなかったのではないかと思う。今、私はずっとこの夕焼けを眺めていたいという気持ちで満

たされている。 

明日からまた雨の日が続く。そうしたことを考えると、なおさら今この瞬間に広がる夕焼けが貴重なも

のに思えてくる。なんとか自分の芯から言葉を絞り出し、この夕日の素晴らしさを表現しようと試みて

みても、それは困難を極める。直接的な言葉でそれを表現することはできないのだ。もしかすると、

真の感動を引き起こすものは、直接的な言葉の形から滑り落ち、間接的に様々な言葉を当てていく

ことを通じて、かろうじて感動の全体像が浮かび上がってくるに過ぎないのかもしれないと思う。 

遥か上空に見える飛行雲を背に、無数の鳥たちが空を舞う姿は圧巻である。ピンクがかった薄い紫

色の夕焼けが、空を舞う鳥たちを優しく包む。 

この夕日を眺めて歓喜しているのは、もしかすると私だけではなく、鳥たちもそうなのかもしれない。

それほどまでに、多くの鳥たちが優雅な飛行を楽しんでいる。 

フォーレやラヴェルの音楽が溢れてきそうな夕焼け。モネやルノワールの絵画が滲み出してきそう

な夕焼けがそこにある。自然がもたらす一つの神秘的な情景に立ち止まり、それを心ゆくまで味わ

い尽くし、自然と自己が一つになるまでその瞬間に居続けることを許容・奨励するような生活。そうし

た生活を日々送ることができること以上に幸福なことはあるだろうか。 

幸福とは常に、自己の内側と外側の接点にあるのだ。重要なことは、それが両者の世界の接点に

あることなのだと思う。外面主義に陥るのでもなく、内面主義に陥るのでもなく、二つの世界の接点

に幸福の種が宿っている。 
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夕日の色が徐々に薄くなっていることに気づく。時刻は四時半に近づき、これから深い闇の世界に

入る。この夕日は、闇の世界に入る前の灯火の輝きだと言っていいかもしれない。いつまでもこの

夕日を眺めていたいと思う。しかし、この夕日もその役目を終えようとしている。 

一過性の中に内包された、儚さの向こう側にある感動。そうした感動をもたらしてくれる夕日に対し

て、私は大いに感謝をする必要があるだろう。こうした感謝の念が明日を呼び、それは永遠への足

がかりになるだろう。2017/11/22（水）16:28 

No.459: Memoirs of My Being 

I realized the reason to engage in continuous creation of writings and musical works. They are the 

records of my existence. I keep a journal and compose music everyday. All of my writings and 

musical works are the memoirs of my being. 16:50, Sunday, 12/3/2017 

1815. 輝く三日月と創作ノート 

あの美しい夕焼けが見えた方向を眺めると、もうそこには暗闇しかない。あの夕焼けの輝きはすで

に視界から消え去っているが、心の中にはまだあの景色が色濃く存在している。それだけで十分で

はないだろうか。 

美しい夕焼けが去った後の闇夜の空は、ひどく寂しいものように思えた。しかし、書斎の窓から西の

空を仰ぎ見ると、黄色く輝く三日月を見つけた。その輝きは、先ほどの夕焼けに劣らない美しさを持っ

ている。 

先ほど私はふと、今からすぐにでも二、三本の論文が執筆できてしまいそうな予感がしていた。それ

は予感というよりも、内発的なエネルギーと論文の構成に関する概念的素描がそこにあったため、

十分に実現可能な確信と言っていいだろう。もう論文の全体像がそこにあり、それを形にするため

の内発的エネルギーも自分の内側にあるのだ。 

ちょうど明後日に、研究アドバイザーを務めてくださっているミヒャエル・ツショル教授に、これから取

り組む新たな研究の計画書を送る。今回の論文は、最初からツショル教授との協働論文として執筆
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していく予定だ。もちろん、筆頭著者は私が務めることになるが、最初からツショル教授に第二著者

になっていただくことを前提に、二人で新たな研究を進めていく。 

今回の研究も昨年の研究と同様に、さらなる研究の足がかりになるような広がりのあるものになるこ

とがすでに見えてきた。この研究が二、三本の論文として形になることは全く不可能ではなく、むし

ろそれ以上の数の論文が必要となるかもしれない。 

創作に関して、最近不思議なことを思う。それは、創作というのは作り手の意図を超えたところに、「成

長力」あるいは「発達力」とでも呼べるような力を持っており、それは作り手の意思を超えたところで

作品を自然に育てていくのだ。 

今、私は今回の研究が持つそうした内在的な力の存在に気づいている。であるがゆえに、今回の

研究はさらに大きく育っていくのではないかという予感があったのだ。こうした事柄は、作曲実践を

通じていても実感することがある。学術論文にせよ、曲にせよ、作品にはこうした内在的な成長力が

あり、作り手としてできることは、そうした力に抗うことなく、その力が作品をあるべき姿にしていく自

然な試みに寄り添っていくことなのだと思う。 

学術論文の執筆と作曲実践に関して、私は創作ノートのようなものを残している。この日記も実際の

ところは、そうした創作ノートのようなものだと言っていい。しかし、実際にノートに手書きで残してい

るものは、あたかもデッサンを描くように、論文や曲の全体をさっと掴んでおくためにある。そのよう

にして掴まれた全体像の細部や大きさそのものは変わりうるが、全体が持つ心臓は変わらない。 

論文にせよ曲にせよ、作品そのものの本質が知覚されるたびに、それをノートに走り書きのように書

き残している。そうした創作ノートを参照しながら、論文を執筆し、曲を作っていくという方法は今後

もあまり変わらないであろう。むしろ、この創作ノートをより意味のある形にしていくための方法をさら

に模索している自分がいる。なぜなら、作品としてこの世界に形になろうとしているものは、毎日私

の内側に流れ星のように絶えず明滅しているからである。 

闇に包まれた西の空に浮かぶ三日月は、やはりとても美しい。2017/11/22（水）17:57 
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No.460: Daily Poetical Memoirs 

I am wondering about composing a diary-like and a poem-like piece of music. Each of my musical 

works should be as small and short as possible. Yet, it should also capture each poetic moment in 

my reality.  

The more I spend my life in Europe, the more I notice that my life is replete with poetic 

phenomena. Although this type of music might be called as lyrics, I want to regard it as music of 

daily poetical memoirs. 17:01, Sunday, 12/3/2017 

1816. システマティックレビューに関する課題 

今朝の起床時の目覚めは爽快であり、今日という一日の充実振りを早くも予感させた。早朝の六時

より本日の仕事を開始させた。今日はこれから、四時間ほどに及ぶオンラインでの研修を行う。ある

日本企業の方にお声掛けいただき、マネージャー層とエグゼクティブ層の方々に向けて成人発達

理論の研修を行うことになった。 

時差の都合上、こちらの時間帯では朝の七時からの開始であり、研修が始まるまであと少しである。

とりわけ今回の研修においては、およそ30名の参加者の方々とどのようなインタラクションを行うこと

ができるのかを楽しみにしている。参加者の方々の役職を考慮すると、これからの研修の中で活発

な意見交換がなされるのではないかと期待している。四時間に及ぶ研修を終えてもまだ昼食前で

あるため、そこから新たに取り組む研究の計画書のドラフトを最終版にしたいと思う。 

ドラフトが出来上がってから二日間ほど寝かせているため、こうした短い計画書にとっては程よい熟

成時間だろう。昼食前から昼食後にかけてドラフトの最終確認を行い、完成次第、研究アドバイザー

のミヒャエル・ツショル教授と、同じ研究グループにいる友人のハーメンに完成版を送る。無事に完

成版を送ったら、そこからは「システマティックレビューの執筆方法」のコースの第二回の課題に取り

組む。ちょうど昨日、半分ほどこの課題を終わらせていた。 

午後から残りの半分に取り組む。具体的には、システマティックレビューのプロセスの最初のステッ

プである、調査目的の明確化と検索ワードの設定を終え、次のステップである、データベースを活
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用しながら実際に文献を収集することを今日は行う。システマティックレビューの執筆に関する理論

と方法を学んでいると、データベースを活用しながら文献を収集し、収集された文献をスクリーニン

グし、最終的に残った文献を精査していくプロセスは、前職時代の国際税務コンサルティングの仕

事の中で行っていたことと似ている。 

その時は、税務リスクの分析であったが、クライアント企業と比較対象となる企業を広く選定し、そこ

からスクリーニングを行い、最終的に細かく精査をしていくという対象企業の選定プロセスは、まさに

システマティックレビューのプロセスと似ている。思わぬところで前職の経験が活きてくるものである。

そうした過去の経験があるがゆえに、システマティックレビューの執筆に対して抵抗感なく、むしろ

親しみのある感覚を受けるのかもしれない。 

今取り組んでいるシステマティックレビューのテーマは、自分で設定したものではない。実際のシス

テマティックレビューを行おうとすると、多大な時間がかかるため、今回のコースでは、担当教授が

選んだ二つの論文のうち、どちらか一方を選択し、その論文で行われているシステマティックレビュー

のプロセスを精査し、そのシステマティックレビューをさらに洗練させていくことが課題として要求さ

れている。 

私は二つの論文のうち、「プロブレム・ベースド・ラーニングが高校生の学習に及ぼす効果」につい

て取り上げることにした。もちろん、私は成人の学習を主に研究しているが、成人期前の学習にも

大きな関心を寄せており、今回は以前から着目していたプロブレム・ベースド・ラーニングの効果に

ついてシステマティックレビューを行う。私が行うシステマティックレビューと著者のシステマティック

レビューの結果がどれほど合致するのか、どのような点で相違するのかを確認しながらこの課題を

進めていく。今日も仕事がはかどりそうな予感がしている。2017/11/23（木）06:31 

No.461: Fractal Dimensions of Music 

Since I began to learn nonlinear dynamics and music, I have been curious about fractal dimensions 

of music. I remember that I found some studies on the topic. However, I thought at that time that 

I could conduct research in a different and unique way. Probably, I will do it in my near future. I 

hope that the research will be beneficial for other researchers and for my music composition. 

17:35, Sunday, 12/3/2017 
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1817. この雨雲の向こう側 

降りしきる雨を眺めながら、これから夕方の仕事に取り掛かろうと思う。昨夜の夕焼けを少しばかり懐

かしく思いながら、どこか遥か彼方の見知らぬ国へ続いていく空まで雨雲がかかっている様子を今

眺めている。 

遥か彼方の遠くの空のさらに遠くの空は、黄金色の太陽で照らされている。あの空の見える場所に

辿り着くために、あの空の下で太陽の光を浴びるために、今日もこれからいつもと変わらない形で

淡々と仕事に取り組んでいく。 

今日の雨と昨日の雨が異なるように、淡々と進めていく今日の仕事の中に、昨日までと異なる差異

を見出したい。その差異は必ず自分をあの空の下まで連れて行ってくれる。そのように思えて仕方

ない。 

昨年の今日、私は一体何を考え、何をしていたのだろうか。それは日記を辿ってみれば明らかだろ

うが、そのようなことを敢えてするつもりはない。昨年の今日と今この瞬間の自分は同一人物であり

ながら、もはや異なる人間になってしまったように思える。今は敢えて昨年の今日の自分を振り返ら

ない。 

過去の思い出よりも今が欲しい。過去の自分を振り返ることの尊さ以上に、今この瞬間を真に生きる

ことの尊さの中に私はいる。 

通りを走る車が、水しぶきを立てながら通り過ぎていく。一台、また一台と過ぎ去っていく車の音が、

何か大事なことを伝えているように思えて仕方ない。 

刹那の重要性を知らせる音。数台の車が通り過ぎて行った。 

書斎の窓の外をふと眺めると、遥か遠くに見えていた晴れ渡る空が、少しばかりこちらに近づいて

いるように見えた。空はずっと晴れていたのだ。動いたのは雨雲だったのだ。 
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充実感や幸福感というのは、動かぬ空のような存在なのではないだろうか。私たちは動かぬものを、

まるで空が動いているかのようなものとしてみなし、それはいつも絶えず私たちのすぐそばにあるの

に、私たちはそれを躍起に求めようとしていないだろうか。晴れ渡る空は常にあったのだ。この雨雲

の上に。 

ここ数日間、印象的な夢を見ない。いつもそうしたことを述べると、まるで自分の無意識がその言葉

に応えてくれるかのように、そうした発言の夜は夢を見る。 

欧州での二年目の生活を迎え、今私が抱えている一つの課題のようなものが明るみになってきて

いるように思う。それは、充実感や幸福感の核が持つ巨大なエネルギーに恐れ慄くことなく、それを

自然なものとして受け止め、絶えず充実感と幸福感の中で生きることだ。 

真の充実感や幸福感は、自分の小さな自我を完全に溶解させる力がある。そうした力に圧倒され

ず、充実感と幸福感の真芯の中で日々を送っていくこと。あるいは、自己の存在というものが、そも

そも充実感と幸福感と全く同一のものであるという事実を客観的事実ではなく、所与の主観的事実

として受け止めること。そうしたことが私に求められているように思う。 

端的に述べれば、私はまだ少しばかり恐れているのだと思う。自己が充実感と幸福感になることを。

それはこの小さな自我の最後の抵抗かもしれない。 

隠していた心の願いが通じたのか、鮮やかな夕日が顔を覗かせ始めた。 

自我の最後の抵抗を乗り越えることができれば、この光り輝く太陽になることは何ら不可能ではない。

それこそが、存在が光になることであり、充実感や幸福感になることだ。2017/11/23（木）15:23 

No.462: Fractal Dimensions of Beethoven’s Piano Sonatas 

I downloaded seven articles about fluctuation and fractal analysis. These papers are for my new 

research on MOOCs. After downloading those articles, I suddenly became intrigued by fractal 

dimensions of Beethoven’s piano sonatas. More specifically, I wanted to investigate the fractal 

dimension of the fractal dimensions of piano sonatas. I still have to rephrase it; my interest is to 

discover the fractal dimension that derives from those of 32 piano sonatas. Each sonata probably 
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has a unique fractal dimension. 32 fractal dimensions would encapsulate one specific fractal 

dimension. Which dimension is it? 19:25, Sunday, 12/3/2017 

1818. ワルツ形式 

今日は早朝の七時から四時間ほど、ある日本企業のマネージャーとエグゼクティブの方々を対象

にした成人発達理論の研修を提供させていただいた。参加者の方々の質問は、仮にこれまでどこ

かで受けたことのあるものであったとしても、一つ一つが常に新鮮さを持ったものとして知覚された。

研修の中においては、質疑応答の時間こそが、最大の充実感をもたらす。 

今日はこれから、今年の年末から本格的に取り掛かり始める新たな研究の計画書を書き上げる。す

でにドラフトは出来上がっており、それを最終稿にする作業にこれから取り掛かる。それさえ終われ

ば、今日は別の仕事に取り掛かるのではなく、数日前から読みたいと思っていた二つの論文に目

を通し、その後にゴッホの画集に目を通す。そして就寝前には作曲実践に取り掛かる。 

昨夜の作曲実践の中で、ワルツ形式の曲を作ってみようと試みた。おそらく、「伴奏」という日本語

訳で正しいのだと思うが、最初に作っていたメロディーに対して、ワルツ形式の伴奏を当ててみた。

すると、最初の16小節までは、ワルツ形式の伴奏が見事にメロディーに合致しているように思えた。

しかし、そこから最後に向けて、ワルツ形式の伴奏と合致しないような箇所が散見された。 

ワルツ形式の伴奏については、つい先日作曲理論のテキストを通じて学習したばかりであり、まだ

その適用条件とヴァリエーションについて理解が浅いのだろう。作曲理論のテキストに記載があった

のは、一般的にワルツは3/4拍子で用いられることが多いとのことであった。しかし私はあろうことか、

4/4拍子でワルツ形式を採用してみる実験を試みた。最初の16小節は比較的うまくいっていたのだ

が、後半で齟齬をきたしたのは、拍子の問題とも関係しているかもしれない。あるいは、メロディーの

特性に応じて、ワルツの形も変えていく必要があるのかもしれない。 

ここ数日試していたのは、コードの中で最も低い音を最初の拍に置き、真ん中と最も高い音を次以

降の拍に配置していくという最も基本的なワルツの形式だった。その形式で40小節ほど作ってみた

ところ、やはり途中から単調さを感じざるをえなかった。そこで私は、ワルツ形式の伴奏というのはそ
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もそも一曲全体を通して使われるようなものではなく、何からの前提条件に合わせてその都度適用

していくものなのではないかと思った。 

今の私は、そうした前提条件を自ら掴んでいく段階にある。ワルツという言葉を聞いて、そういえば

ショパンがワルツ集を残していたように思い、書斎のソファの上に積み重ねられた楽譜群の中から、

ショパンの楽譜を取り出した。ショパンが残したワルツの楽譜を眺めてみた時、美的歓喜と知的歓

喜が起こった。楽譜の中には確かに、上記で書いたようなワルツの基本原則に則った形の箇所が

散見されたのだが、多くは今の自分には理解の及ばぬものだった。 

ショパンの曲と自分が作った曲との間にある、途轍もないほどの距離を目の当たりにし、再び前に

進んで行く意欲を掻き立てられた。ショパンのワルツと私が作ったワルツがあまりにも次元の違うも

のであり、楽譜を見ながら笑みがこぼれた。歩くことのできる道の距離が果てしないものであることが、

私に喜びをもたらしたのだと思う。今夜の作曲実践も、先の全く見えない遥か彼方に向かっての大

切な一歩となるだろう。2017/11/23（木）15:52 

No.463: Cross-Recurrence Quantification Analysis on Beethoven’s Concertos and Symphonies 

Someday, I want to visit Boston University Center for Beethoven Research to see Beethoven’s 

musical diaries that are invaluable information sources. Although my curiosity targets at only his 

piano works, if I were to research on his concertos and symphonies, I would investigate the 

synchronization between instruments by using cross-recurrence quantification analysis. 19:38, 

Sunday, 12/3/2017 

1819. 日常世界の隣にある永遠世界 

今年の冬は、外側の世界も自分の内側の世界も昨年と異なるようだ。先ほど私は、今後の人生に

おける生活拠点をぼんやりと考えていた。学術研究と作曲実践に深く純粋に打ち込める場所であ

れば、世界中のどこであっても構わない。そんな考えが脳裏をよぎる。 

都会の喧騒から離れ、静かな場所であればあるほど望ましい。特に、自然の中で生活をしながら学

術研究と作曲実践に打ち込むことができれば、なんと幸福だろうか。それを実現させる場所につい
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て思いを巡らせていると、これまで訪れたことのある場所の中で、いくつか候補地のようなものが浮

かんできた。その中でも、とりわけ欧州の土地のいくつかが私を惹きつけてやまない。 

自らの魂の遍歴性という特徴を踏まえると、私はもしかするとどこかの土地で落ち着くことが一生で

きないのではないか、という考えがよぎる。物理的にある拠点に落ち着くことができるのは、もしかす

ると生涯を閉じてからのような気がするのだ。こうした生き方をすることは、自分の魂の本質に合致し

たものなのだろう。実際に私自身、数年に一度生活拠点を変えることは全く苦ではなく、むしろ逆に、

新たな土地で得られる思考と感覚の恩恵を心底歓迎し、それを享受していると思う。 

ある意味、生活拠点を数年に一度変える必然性のようなものが自分の中にあるのだろう。今後のこ

となど一切わからないのだが、北欧の国々を数年おきに移住するような時期や、英国に一時的に

住む日が来る気配がある。欧州大陸においては、フランス、イタリア、スペインなどには縁がなさそう

であり、オーストリアのウィーンやスイスのどこかの都市で生活をする可能性ならありそうだ。その他

には、直感的な候補として挙がっているのが、ハンガリーのブタペストやチェコのプラハなどである。 

それぞれの土地で生活する可能性があるというのは、直感的なものであり、論理的な説明を受け付

けない。「そこなら自分の魂が一時的に落ち着きうる」という感覚だけがそこにある。 

仮に来年から米国の大学院に客員研究員として所属することになったら、そこからしばらくは米国

で生活を送ることになるだろう。だが、その次の生活拠点は、上記の場所のいずれかになるであろう

し、そこからさらに転々と生活拠点を変えていくような自分の姿が見える。 

自分の願望に従う形で生活拠点を選ぶことはしない。魂の要求に従う形で生活拠点を変えていく。

自分にできるのはそれだけだ。 

昨夜久しぶりに、辻邦生先生の『嵯峨野明月記』という作品の一部を読んだ。その中で、登場人物

の光悦の最後の独白に目頭が熱くなった。 

光悦が到達した、「死してもなお生き続ける」という思想。それは不老不死を望むというような俗的な

考えではない。人は、自らが残した仕事において生き続けることができるという思想である。 
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肉体は死滅する。だが、その肉体を持っていた人物が残した仕事は死ぬことはない。それは永遠

なものとなる。 

欧州での生活を始めて以降、直接的な体験として永遠というものに触れることが多くなった。この体

験は、いつも私を驚かせ、いつも私を畏怖の念に包ませる。 

「人は誰しも死ぬのだが、決して死なないのだ」ということを直接体験を伴って理解するまでに随分

と長い時間を要した。人は死ぬ。だが、人は死なない。 

この意味を分かってもらえるだろうか。日常世界のすぐ隣には、永遠の世界がそこにあるのだ。 

永遠の世界を見てもらえるだろうか。2017/11/23（木）20:27 

No.464: Link between My Unconsciousness and a Certain Virtual Currency  

Since I purchased a certain amount of virtual currencies two years ago, I have forgotten for a 

while that I possess them. However, I have recently had a dream about them. Interestingly 

enough, whenever I see it in my dream, the price increases.  

Last night, I had a dream in which the virtual currencies showed up. After I got up, I checked the 

price, and it increased compared to before. I came up with a preposterous hypothesis that the 

collective consciousness around the virtual currency connects with my unconsciousness. That is 

why I see the currency in my dream whenever the price boosts. 10:55, Monday, 12/4/2017 

1820. 新たな研究に向けて 

昨日、ここしばらく印象に残る夢を見ていないと述べ、もしかすると夜に印象的な夢を見るかもしれ

ないと述べていた。その予感の通り、昨夜は印象に残る夢を見た。 

母と叔父が登場する夢なのだが、それをうまく描写することは難しい。二人の過去に関する話だっ

たということだけをここに書き記しておきたい。いつかこうした夢の内容についても書き留めておく必

要が出てくるであろう。 
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今日は五時半に起床し、六時から仕事に取り掛かった。今日も昨日と引き続き、ある日本企業のマ

ネージャーとエグゼクティブを対象にした研修がある。昨日は四時間ほどの研修だったが、今日は

二時間の研修だ。時間としては短いが、できるだけ濃密な時間になることを願う。こちらの時間では、

研修は朝の九時に終わる。そこからは、自分の研究を前に進めたいと思う。 

昨日の段階で、すでに新たな研究の計画書をアドバイザーのミヒャエル・ツショル教授に送った。同

じ研究グループに属する友人のハーメンと共に、月曜日にツショル教授とミーティングを行う。その

際に、提出した計画書をもとにディスカッションをすることになる。今日行いたいのは、研究に間接

的に関係しているであろう専門書を読むことである。 

可能であれば、二冊ほど目を通しておきたいものがあるが、焦る必要はないだろう。まずは、複雑性

科学の理論や方法を教育研究に活用した論文が多数収められている、“Complex dynamical 

systems in education (2016)”に取り掛かろうと思う。この専門書には、偶然ながら、今年の春にザル

ツブルグでの学会で知り合った、オランダ人のヘレーナの論文が収められている。彼女は私と同様

に、教師と学習者間のやり取りに対して、状態空間グリッド（State Space Grid）という手法を適用した

研究を行っていた。 

彼女の博士論文を基にした論文が本書の中に収録されている。また、フローニンゲン大学の顔見

知りの教授たちが協同研究を行った際の論文も収録されている。 

本書の編集者は、ザルツブルグでの学会で知り会ったギリシャ人のディトリオス・スタモフラシス教授

が務めており、彼の論文も何本が収められている。知人の論文を中心に読み始め、そこから自分の

関心に合わせて他の論文を読んでいきたい。 

複雑性科学の手法を教育研究に活用する潮流はまだ始まったばかりであり、当該研究領域は黎明

期にある。そうしたことからも、本書の中に収められている論文はどれも貴重だと言える。 

ザルツブルグで参加した国際学会は、非線形ダイナミクスの理論や手法を社会科学の領域に適用

した研究を扱うものだった。米国では毎年学会が行われており、欧州では二年に一度学会が行わ

れている。仮に来年から再び米国に戻ることになったら、再度この学会に足を運びたいと思う。その

際には、これから取り組む新しい研究について発表を行いたい。 
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現在の研究は、ツショル教授と共に最初から査読付き論文として発表することを前提にしている。

上記で取り上げた専門書を読むことは、近い将来にやってくる学会に向けて、さらには査読付き論

文の執筆のための一つの重要な足がかりになるだろう。2017/11/24（金）06:42 

No.465: The Essential Dewey 

From today, I began to read “The essential Dewey: Volume 1 (1998).” Although I purchased it 

two years ago, I have not read it yet.  

Dewey is one of the influential philosophers for me. Especially, his philosophy of education and 

aesthetics are my main interests.  

I have the succeeding volume, and it may take some several days to finish reading both 

volumes. It does not matter how much time it takes; I will read them several times. Both volumes 

will provide me with fruitful insights. 14:51, Monday, 12/4/2017
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