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2721. 早朝の作曲実践とロンドンへの旅 

どうやら目には見えないほど小さな雨が降り始めたようだ。霧のような雨が降り始めたのと同時に、

近所で工事の続きが始まった。昨日はまでは休日であったから工事も一旦中断していたが、今日

からまた工事が再開したようだ。 

今朝は起床直後に、早朝の静かな時間帯に一曲作ってみようと思い、先ほど一曲作った。作曲も

文章の執筆と同様に、ある種の内的緊張と集中力を要するため、一日が終わりに差し掛かる頃の

少しばかり疲れた状態で曲を作るようりも、早朝に曲を作ることは望ましいように思えた。実際に先

ほど一時間ほどの時間を充てて一曲を作った。しっかりとした睡眠を取った後の早朝の方が断然集

中力が高いため、朝に作曲をすることは自分のリズムに合っているように思えてくる。 

過去の日記を読む前に、まずは作曲実践から一日の活動を開始していこうと思う。流れとしては、

軽めの身体運動、内的感覚のデッサン、一つの日記記事の執筆、作曲、それから過去の日記の編

集という流れにしたい。今日からその流れが一つの習慣となっていく。 

先ほど過去に作った曲を聴いていると、心の空に緑色の星々が瞬いているのを知覚した。その瞬き

に対して少しばかり夢想をしていた。曲に固有の音色についてはこれからより真剣に探究をしてい

きたい。「音色」というのは比喩では決してないのだ。本当にそこには色があるのだ。それは肉眼で

捉えることのできるものではなく、心の眼と耳を必要とする。それら二つの心的感覚器官の感覚を養っ

ていこうと思う。 

一つ一つの音や調が持つ固有の音色を聴きわけ、それらを自分の曲の中で表現できるようにして

いきたい。こうした感覚を養うためには、以前に購入したルドルフ・シュタイナーの色彩理論を学ぶ

こと、および昨日購入したシュタイナー思想に影響を受けた音楽家の理論書を読むことが有益だろ

う。 

明後日から始まるロンドンへの小旅行について期待が膨らむ。それはとても落ち着いた期待だ。明

日は荷造りだけではなく、事前にいつどのような場所に行くのかのスケジュールを決定したいと思う。

曜日によっては美術館や博物館が閉まっていることもあるだろうから、明日は目星の美術館や博物

館の開館日時を確認し、そこから逆算してスケジュールを決定していきたい。 
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毎日あれこれ勉強をして、様々な場所に旅に出かけていくことによって、初めて作曲の技術と思想

が深まっていくような気がする。勉強と旅。それらは私の人生になくてはならないものだ。ロンドンを

訪れる際も勉強道具を欠かさずに持って行く。訪れる美術館や博物館で画集や何かしらの文献を

購入するであろうから、持参する書籍は最低限のものでいい。一冊何かを持っていきたいと思う。 

あとはノートと筆記用具があればそれだけで勉強は十分できる。旅の際の勉強で何より重要なのは、

そうした書物だけではなく、自分の感覚を最大限に開くことだろう。旅でしか得られない感覚、そし

てその土地に根ざす固有の感覚を存分に得るためには自らの感覚を解放する必要がある。感覚の

解放に向けた準備も進めていこうと思う。ロンドンはもうすぐそこにある。フローニンゲン：2018/6/18

（月）08:26　 

2722. 意識の階層とウェブの世界  

つい先ほど昼食を摂り終えた。ロンドン旅行に向けて、普段は夕食に食べているカレーをここ数日

間は昼も食べている。一週間分作ったカレーを食べ切るためには昼と夜にカレーを食べる必要が

ある。カレーを一日に二回食べても全く飽きがこないところを見ると、この食べ物の奥深さを知る。 

天気予報の通り、小雨が降り始めた。窓ガラスには滴り落ちることのない雨滴が付着している。それ

ほどまでに雨脚は弱い。 

昼食前にトイレに行った時に気付いたが、トイレのヒーターの電源が自動的に入っていた。今はそ

れくらい気温が下がっているという証拠だろう。事実、今も長袖を着て部屋の中で過ごしている。ロ

ンドンに出発する日だけ気温が上がるというのも何か不思議だが、それ以外の日は今週を通じてずっ

と気温が低くなる。 

午前中に幾つかの断片的な事柄を考えていた。一つには、意識の発達階層は上にも下にも張り巡

らされており、それらの階層によって見えるものが全く異なることから、インターネットの世界を想起

した。純粋に覚醒意識の発達階層を考えるのではなく、無意識の階層まで含めると、人間の意識

には本当にディープウェブやダークウェブのような世界があることに気づく。覚醒中は表層的な世

界しか認識することができないが、実は意識そのもの、そして意識が認識し得る世界の階層は無限

に深い次元にまで続いていく。 
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また、高度に発達した意識だけがアクセスできる認識世界が広がっているということも、ウェブの世

界に通じるものがあるように思う。実は常にダークウェブは私たちの身近に存在しているが、一般的

に私たちはそこへアクセスすることができず、そこでなされているやり取りを知ることはできない。高

度に発達した意識には、さらには無意識にはこうしたダークウェブのような世界が広大に広がって

いる。そのようなことをぼんやりと考えていた。 

もう一つは、シュタイナーの芸術教育思想に関する探究についてである。作曲実践とデッサンの実

践に励めば励むほど、芸術教育についての関心が高まり、さらには以前からの関心である意識の

形而上学への関心と相まって、シュタイナーの芸術教育思想に強く関心を持っている。 

芸術教育に関する哲学を論じている哲学者や学者は数多くいるが、彼らがなす議論の多くはあり

ふれた次元にとどまっているように思えるため、あまり面白さを感じない。芸術にはどうしても言葉で

語りうる限界の世界、いや言葉を超えていく神秘主義的世界が密接に関わっており、そうしたところ

にまで踏み込んで思索を展開したシュタイナーの思想にはいつも大きな感銘を受ける。シュタイナー

の芸術教育思想については、博士論文を執筆するに資するぐらいに、関心の幅と深さを広げてい

こうと思う。フローニンゲン：2018/6/18（月）13:05　　 

2723. ローレンス・コールバーグの論文を読んで  

今日はこれから仮眠を取り、午後からの仕事に集中する。午前中、アルフレッド・マンが執筆したフー

ガの技法に関する書籍の初読をようやく終えた。これは随分と前に初読を開始していたのだが、途

中で読むのを中断しており、今日ようやく全ての内容に目を通した。この書籍は今の自分にとって

は非常に応用的な内容であり、初読で理解することができたのはほんのわずかであった。 

これまでフーガの技法を活用した曲をほとんど作ってこなかったので、そもそも経験値が不足して

おり、それに伴ってフーガに対する問題意識も低かったことが本書の理解を難しくしていたように思

う。今後少しずつ特にバッハのフーガを参考にしながら曲を作る中で経験値を積み、問題意識を育

むことによって、本書の内容がより一層意味のあるものになっていくだろう。 

作曲に関しては、本当に実践という経験を積むことが大切なのだと知る。実践の中で数多くの試行

錯誤と失敗を経験することがとりわけ重要だ。人は固有の経験とそれに伴う固有の失敗を通じてし
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か学べない生き物なのかもしれない。失敗を伴う経験を数多く積みながら、自分の固有の作曲方法

を確立していきたい。 

外国語を学ぶようにゆっくりと作曲実践を積み重ねていく。作曲技術の高度化のみならず、あらゆ

る能力領域において、試行錯誤の伴う経験の蓄積ほど大きなものはないように思う。 

昼食前から降り注いでいた雨が止み、今少しばかり晴れ間が顔を覗かせ始めた。午後からはウォ

ルター・ピストンが執筆した“Counterpoint (1947)”の二読目を行うのと同時に、本日二度目の作曲

実践を行いたい。 

作曲に関しては、インターバルを設けて早朝と午後に行うことが望ましいように思えてくる。さらに夜

にも作曲を行えるようになれば本当に理想だ。作曲に必要な筋力と集中力をより一層涵養していけ

ば、朝昼晩に作曲を行うことが可能になるだろう。 

午前中は道徳性の発達に関して多大な功績を残したローレンス・コールバーグの論文を四本ほど

読んでいた。それらは順に、“The Adolescent as a Philosopher: The Discovery of the Self in a 

Postconventional World”、“The Claim to Moral Adequacy of a Highest Stage of Moral 

Judgment”、“Moral Development, Religious Thinking, and the Question of a Seventh 

Stage”、“The Implications of Moral Stages for Adult Education”だ。 

特に最初の論文の内容で印象に残っていることがある。それは、現代の米国の教育がエドワード・

ソーンダイクの教育思想に根ざしたものであり、ジョン・デューイの教育思想がないがしろにされて

いるというものだ。端的に述べれば、デューイは経験を伴う生きた思考によって自らを深めていくこ

とを教育の本質とした。つまりデューイは教育の本質に発達を置いていたのである。 

一方で、ソーンダイクの教育思想には発達の観点はほとんどなく、発達に重きを置くよりも、「達成」

に重点を置いたものだという記述が印象に残ってる。ここで述べている「達成」というのは、試験で

良い成績を収めることや社会で成功することなどを指す。 

自己を深め、社会に対して深い関与を実現していくという意味での発達に価値を見出していない

教育思想は、何も米国の教育だけではなく、現代の日本の教育にも当てはまることだと考えさせら

© YOHEI KATO 2018 !6



れた。自己及び人生を深めながらこの世界に関与していくという発想を持たない教育のあり方に得

体の知れぬ危機感を覚える。 

ソーンダイクの教育思想とデューイの教育思想についてはこれからより精査をしていく。シュタイナー

の芸術教育思想だけではなく、教育哲学全般にも多大な関心を持っている今の私にとって上記二

人の教育思想をより深く理解することは必須のように思える。 

学校や社会で単に成功することを目指すような教育から脱却し、個人が真に自己を深め、真にこの

世界に関与していくようになることを促す教育が実現されるのはいつになるのだろうか。教育研究や

科学技術を用いた教育がどれほど目覚ましい進歩を遂げていたとしても、こうした教育思想的な成

熟は本当にゆっくりとしか進んでいかないのだとつくづく思う。この現代社会は、つくづく物質的な

客観的外面世界が肥大化しているのだと思わずにはいられない。フローニンゲン：2018/6/18（月）

14:11　　 

No.1080: Unrevealed Resolution 

It is a very quiet Sunday morning. I’ve recently pondered quite often how I live in my life. I made 

some firm resolutions. Groningen, 10:32, Sunday, 7/22/2018 

2724. ヨガ・呼吸・色彩 

時刻は夕方の五時半を迎えた。もうしばらくしたら入浴をして夕食を摂りたい。 

早朝の起床時にヨガを行うだけではなく、午後の時間帯にも一度ヨガを行うと随分と読書や文章の

執筆などの取り組みに集中できることが改めて分かった。ヨガのインストラクターの資格を取得して

から気づけば五年ほどになるだろうか。 

サンフランシスコ時代に少しばかりヨガスタジオでヨガを教えていたことがあるが、それ以降はティー

チングをすることなく、日々の生活の中で少しばかりヨガを実践するぐらいであった。しかも欧州に

来てからは朝にヨガをすることさえないような状態が続いていたが、欧州での三年目の生活を迎え

るにあたってまたその習慣が再開した。 
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やはり起床直後にヨガを行うことによって、その日一日の仕事を開始する際の心身の状態がまるっ

きり異なっており、それは一日の仕事全体に影響を及ぼすように思う。今日午後に一度ヨガの実践

をしたおかげで、夕方以降の仕事に取り組む際の集中力が非常に高かったように思う。明日からは

数分程度でもいいので午後にもヨガを実践しようと思う。 

そしてもう一つ重要なことに気づいた。それは呼吸のあり方である。ヨガにおいて——実は全ての実

践領域において——呼吸は非常に重要であり、先ほど読書をしている際にずっと深い呼吸をするこ

とを意識していた。すると脳に十分な酸素が行き届いているためか、非常に集中した状態で読書に

取り組むことができていたように思う。今後は読書をする際、そして作曲する際にも深い呼吸を意識

したい。 

可能であれば、日常のありとあらゆる場面において常にゆったりとした深い呼吸を行いたいと思う。

長年ヨガをしてきたことによって、私の呼吸速度は人よりも随分と遅いが、今以上にその速度を遅め

ることは可能であると思っている。この実践は今この瞬間からより意識を持つことができる。 

振り返ってみると、今日は朝から随分と読書を行っていたように思う。フーガの技法に関する書籍、

コールバーグの四本の論文、そして先ほどシュタイナーの“The Arts and Their Mission (1964)”の

初読を読み終えた。 この書籍はタイトルにあるように、神智学の観点から、芸術の役割を解説して

いる。本書はそれほど分量のない書籍だが、随所に下線と書き込みをした。今後考えを深めていき

たい箇所が幾つもある中で、改めて、多彩な色彩感覚を通じて生きることの重要性を理解したとい

うことが挙げられる。 

毎日デッサンをしていて不思議なのは、自分が直感的に選ぶ色には何らかの意味があり、自分の

内側では目には見えない色彩が立ち現れているようなのだ。それが自分にある特定の色鉛筆を持

たせることを促していく。今後はこの目には見えない色彩感覚をより養っていくことを意識したい。そ

のための良い実践は、引き続き内的感覚をデッサンしていくことだろう。さらには、少しずつでいい

ので、内的感覚に固有の色を曲として表現していくようにする。 
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そうした実践の積み重ねが、内側の色彩感覚をより豊かにしていく。結果としてそれが色を色として

表現することにつながり、多彩な色彩を通じて生きることを可能にするのだと思う。フローニンゲン：

2018/6/18（月）17:59　　 

No.1081: Ominousness & a Ray of Light 

Our life carries some ominousness, and a ray of light sheds itself on the uncanniness. Human 

development might proceed, being always inscribed in ominousness and light. Groningen, 10:48, 

Sunday, 7/22/2018 

2725. ロンドン旅行前日の早朝 

今朝は五時に起床し、五時半を迎える前あたりから一日の活動を開始させた。書斎の机の前に座っ

た瞬間に、窓を叩く音がした。音のする方を見ると、一羽の小鳥が窓の近くにやって来ていたようだっ

た。その小鳥はその場であまり休むことはなく、再びどこかに飛び立っていった。 

フローニンゲンはここ最近曇りの日が多い。今日もどうやら曇りとなり、午前中には少々雨が降るよう

だ。 

明日からロンドンに旅行に行くが、旅行の期間もフローニンゲンの街はあまり晴れの日は多くなく、

最高気温が15度の日が何日か続く肌寒い日々となるようだ。明日からのロンドン旅行に向けて、今

日は夜に荷造りをしようと思う。今回は五泊六日の旅行となるが、先月末の三泊四日のアムステル

ダム旅行とそれほど荷物の量は変わらないだろう。持参する書籍は一冊だけにする。 

まだ何を持っていくか決めていないため、今日の夜にでも一冊持っていく書籍を何にするかを決め

たい。以前の中欧旅行の時もそうであったが、こうした小旅行の際にはバルトークの『ミクロコスモス』

の楽譜を持っていくことが習慣になっている。今回もこの楽譜を持参し、旅の合間に作曲を行って

いきたいと思う。 

明日は午前八時過ぎに自宅を出発し、近くのバス停からバスに乗ってフローニンゲンの空港に向

かう。フライトの時刻は11時に近いものであり、ロンドンの空港に到着するのは時差の都合上同時
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刻となる。フライトの時間は一時間ほどであり、ロンドンとフローニンゲンの時差は一時間ほどである

から行きに関してはそのような計算になる。 

明日、ロンドンの空港に到着し、スムーズに市内に到着することができたら、まずはホテルのチェッ

クインを済ませるか、早ければ荷物だけ預けて市内観光に出かけたい。初日に関しては、近所にあ

るディケンズ博物館かヘンデル博物館のどちらかに訪れたいと思う。次の日以降に関してはまだス

ケジュールが確定していないため、どの日にどこへ足を運ぶのかを今日の夕食後に決定したいと

思う。ロンドン市内をゆっくりと回るのは今回が初めてだ。 

三年前にケンブリッジ大学を訪れた際に、ロンドン市内の駅で一度下車したが、その時は市内を観

光することをしなかった。今回初めて自分の目で見るロンドンはどのように映るだろうか。ロンドンの

街から私は何を感じ、何を学ぶだろうか。旅への期待感が徐々に高まっていく。 

そんな旅を明日に控えた今日は、午前中にまずは作曲実践を行い、その後に過去の日記を編集

し、そして作曲理論の解説書を読んでいく。今日は、ウォルター・ピストンの“Counterpoint (1947)”

の二読目に取り掛かりたい。フーガの技法を習得する上でも、美しいハーモニーを生み出すため

にも対位法の知識と技術は不可欠になる。 

そのため、ピストンの本書は非常に大切な役割を果たす。以前読んだ時はほとんどその内容を理

解することができなかったが、三ヶ月前に初めて本書を読んだ時と比較して、対位法に関する自分

の理解がどれほど進んでいるのかを確認することもまた楽しみだ。 

読書はそこから知識を得るためだけにあるのではなく、自己の存在位置を確認する役割も持ってお

り、同時に今の位置からその先の位置に自己を進めてくれる役割を果たす。今日の読書も自己を

深めることにつながっていくだろう。フローニンゲン：2018/6/19（火）06:00　　 

No.1082: Benignity 

Today is Monday, and a new week started. I realize that I will take a step forward to deepen my 

life. Groningen, 09:26, Monday, 7/23/2018 
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2726. 夢と時間に関する実践 

起床してから一時間ほどの時間が経つ。空は相変わらず薄い雲で覆われており、朝日は一向に姿

を現さない。このままだと今日はおそらく朝日を拝むことは難しそうだ。 

新鮮な空気を室内に取り入れるために先ほど窓を開けたところ、冷たい風が入ってきた。もう七月

に迫ろうかというのにこの肌寒さには驚かされる。確か昨年もこの時期にそのような驚きを持ってい

たように思う。 

昨年の八月にデンマークとノルウェーに旅行に出かけた時、とりわけノルウェーの肌寒さは予想外

のものであり、半袖で活動をしていたら少しばかり風の症状に見舞われてしまった。今年も八月に

北欧のフィンランドを訪れる予定であり、その時は長袖や上に羽織るものなどを持参したいと思う。

夏の時期に寒さ対策が必要になるというのは北欧の特徴だ。 

一日の活動をゆっくりと開始するに際して、今朝方の夢について少しばかり思い出していた。ここ数

日間は印象に残る夢をほとんど見ておらず、日記に夢を書き留めることはあまりなかったように思

う。 今朝方の夢の中で私は、ある旅館に宿泊をしていた。それは修学旅行のような雰囲気を醸し出

しており、実際に私が小学校六年生の時にお世話になった担任の先生や旧友たちがその旅館に

いた。 

ちょうど私は、担任の先生と数人の友人たちと一緒に午後からの授業について話し合っていた。そ

の日の授業のスケジュールが書き込まれた黒板を眺めると、午後からは「別館にて特別授業」と書

かれていた。一体どのような授業なのかを先生に確認すると、今宿泊している施設のすぐそばにあ

る別館で、招待した哲学者の授業が行われるそうだ。先生はその授業の概要を少しばかり話してく

れた。 

それを聞いていると、私の期待感はどんどん高まり、早く午後を迎えて欲しいという気持ちになった。

結局、哲学者の誰がやってくるのか、そしてどのような授業がそこでなされたのかがわからないまま

夢から覚めた。 
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振り返ってみると、おそらくその哲学者は日本人であった。そして講義内容も西洋哲学というよりも、

東洋哲学に関するものである予感がしていた。この夢に関してそれ以外に思い出せることはない。 

今日は午後から協働プロジェクトに関するオンラインミーティングが一件ほどあるが、それ以外の時

間は自分の探究活動に自由に時間を充てることができる。ここ最近はとにかく自分の時間が持てる

ということの有り難さを感じる。 

私たちが時間の中を生きる生き物であることを考えると、自らの時間を持てることの意味は大きいよ

うに思う。外側の時間に縛られるのではなく、自分の内的時間を通じて生きていくこと。しかもその

内的時間をできるだけ拡張させ、存分にその時間の中で生きること。そうしたことを心がけていきた

い。また、自分にとって自由な時間を生み出していくことの大切さのみならず、そうした自由な時間

をいかに過ごしていくかについても引き続き考えていく必要がある。 

往々にして人は自由な時間を急に獲得すると、そこで何をしていいのかわからなくなってしまうのだ

から。自由な時間に困惑することなく、その時間の中を十分に生き切ること。そうした自由な時間の

中で、自分が打ち込むべき探究対象に十分に励むことを実現させていく。自由な時間の確保と拡

張、そしてそうした時間をいかに過ごしていくか。 

この点については今後も考えを深め、深められた考えをもとに実践をしていく必要があるだろう。今

日という一日もそうした考察の場であり、時間に関する実践を積む場である。フローニンゲン：2018/

6/19（火）06:40　　 

No.1083: Inner Wind 

There is no wind today. Yet, I have a wind inside myself, which makes me feel as if I were 

hopping. Groningen, 09:37, Monday, 7/23/2018 

2727. ショパンの曲と身体感覚の鍛錬 

昨日から早朝の時間帯にも作曲実践を行うようにし始めた。これは今の自分にとって非常に良い実

践のようだ。早朝の頭が冴えている時間帯に集中して一曲を作ること。これをこれからの完全な習
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慣にしたい。やはり朝はしっかりとした睡眠をとった後であるため、曲の世界に入っていきやすい。

外の世界も静かであり、曲を作る上では申し分ない時間帯だと思う。 

早朝はショパンの曲に範を求めて曲を作っていた。まずは長調の曲を参考に短めの曲を作り、その

後モチーフは同じものを用いながら短調の曲を作った。ショパンの短調の曲は本当に素晴らしいも

のが多い。その音色には引き込まれるようなものがある。そこには冷たい哀しみや暖かい哀しみが

あり、多様な色の哀しみがそこにある。ショパンの音色が持つ色彩については本当に探究をしてい

きたいと思う。 

ショパンの曲を楽譜を眺めながら静聴すること、そして実際にそれらの曲をもとに自分の曲を作って

いく実践を行っていく。そうした地道な鍛錬が自らの音楽的な色彩感覚を磨くことにつながるのだと

思う。 

午前中の作曲実践を通じて、リズムによってメロディーを生み出していくためには、音楽のみならず

ある種の運動神経が必要になるのではないかとふと思った。リズムは文字通り、音の律動であり、そ

れは自分の身体の諸々の律動と関係している。心臓の鼓動、脈拍、脳波の動き、身体エネルギー

の動きなど。音のリズムと自分の身体の様々な律動は密接に関係していることにふと気付いたので

ある。 

ここから音感を鍛錬していくのみならず、純粋に自分の身体意識をより一層研ぎ澄ませていこうと思っ

た。それを実現させる方法はいくつもあるが、早朝と午後のヨガの実践というのはわかりやすい実践

であり、その他にはエネルギーワークなどもある。さらには、身体感覚を言語化することやデッサンと

して表現することも身体感覚を涵養していくことにつながり得る。それらを包括的に実践しながら徐々

に身体感覚をさらに研ぎませていこうと思う。 

全ては自分が理想とする曲を作るためであり、そうした曲が存在している音楽空間に参入するため

である。今の感覚のままではアクセスできない音楽世界があることをすでに知っている。そしてどの

ような感覚をどれほど研ぎ澄ませればそうした世界にアクセスできるのかをすでに知っている。あと

はその実践に絶えず従事していくかどうかが鍵を握る。今日も午後にヨガを行い、夕方にまた作曲

実践を行いたい。 
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天気予報の通り、午前中に少し雨が降っていた。それは本当にぱらつく程度の雨であった。今は

雨が止み、灰色の雲や白い分厚い雲が空を覆っている。 

早朝に過去の自分の曲を聴いていると、「真夏の白鳥」が空に舞うような感覚がした。そして、その

白鳥が静謐な湖面に降り立つような音が聞こえて来るかのような感覚に包まれていた。今の季節は

決して真夏ではないのだが、真夏の白鳥を知覚するような体験であった。それは冷たくもあり、どこ

か熱さを内に秘めた感覚であった。 

とっさに湧き上がってきたこの内的感覚、そしてその感覚を「真夏の白鳥」とすぐさま名付けた自分

について改めて不思議に思う。フローニンゲン：2018/6/19（火）12:49　　 

No.1084: A Morning Walk 

Groningen comes to be a real summer. Yet, morning is still cool, and thus I often want to go on a 

walk in the early morning. Groningen, 09:05, Tuesday, 7/24/2018 

2728. ロンドン滞在計画の最終確認 

時刻は午後の七時半を迎えた。今朝方は小雨が降っていたが、午後からは一切雨が降らなかった。

確かに今も薄い雲が空を覆っているが、雨が降りそうな様子はない。 

いよいよ明日からはロンドンへ旅行に出かける。五泊六日とそれほど長い旅ではないが、今から非

常に楽しみだ。これから就寝にかけて、訪問する場所のスケジュールを確定させたい。すでに目星

の訪問先は決まっており、あとはそれらをどの日に訪れるかを決めていくだけだ。 

今のところ、飛行機の遅延等がなければ初日に少なくとも一つ博物館を訪れたい。ヘンデル博物

館かディケンズ博物館に訪れることを予定している。これは本当にロンドン市内に到着する時刻に

よって左右されるため、今はどちらに訪れるかを決めることはできない。仮に全てが時刻通りに進め

ば、初日に二つの博物館を訪れることも十分にできるだろう。 

しかしたった今よくよく調べてみると、ディケンズ博物館はホテルから近く、他の博物館よりも朝早く

から開館するようなので二日目以降に回しても良いかと思った。初日に関しては、まずは宿泊先ホ
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テルにほど近い大通りをまっすぐに行ったところにある英国王立音楽院の博物館を訪れたい。二日

目の21日には朝から大英博物館を訪れたいと思う。三日目の22日は朝からナショナル・ギャラリー

を訪れる。 

四日目の23日は朝からディケンズ博物館に足を運び、ランチを近場で摂った後に、二日目と同じく

大英博物館を訪れたい。大英博物館を一日で廻ることは難しいであろうから、二日に分けることに

する。同様に、五日目の滞在である24日も朝からナショナル・ギャラリーにゆっくりと向かい、美術作

品を再度見て回ろうと思う。その足で午後からは、ウェストミンスター寺院を訪れることにしたい。 

当初は夕方のオルガンコンサートに参加する予定でいたが、ちょうど同時刻に日本のワールドカッ

プの第二戦と重なることに気づいた。厳密には、第二戦の試合終了とほぼ同じ時刻にコンサートが

始まる。幸いにして、先ほど日本はコロンビアに歴史的勝利を収めた。初戦に勝利したこともあり、

日本代表の戦いを第二戦も応援したいという気持ちが湧いてきた。 

ワールドカップを観戦したいという思いと、オルガンコンサートにも参加したいという思いがあり、どち

らも甲乙つけがたいものであるため、打ち手を考えた。ウェストミンスター寺院の周りを調べてみると、

徒歩4分のところにスターバックスがある。そこでコンサートが始まるギリギリまでパソコンを通じて試

合を観戦し、コンサートに参加したいと思う。ワールドカップの試合にせよ、オルガンコンサートにせ

よ、もう二度と同じ瞬間がやってこないため、できる限りのことをして試合の観戦とコンサートの鑑賞

を実現させたい。 

以前の日記で書き留めていたように、ロンドン滞在中のホテルの目と鼻の先には大英図書館がある。

せっかくの機会であるから、美術館や博物館を訪れた後に毎晩少しばかり大英図書館に通い、そ

こで一日の振り返りとしての日記を書き留めるのも悪くないと思う。実際には観光疲れもあるであろう

から、毎晩通うことが本当に実現されるかわからないが、少なくとも一度は足を運びたいと思う。これ

から荷造りをして、今日は早めに就寝して明日に備えたい。フローニンゲン：2018/6/19（火）20:03　　 

No.1085: A Teardrop 

The near sky feels far to me, and the distant sky feels close to me. Both farness and closeness 

must be a mere concocted physical perception. Groningen, 09:23, Tuesday, 7/24/2018 
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2729. 【ロンドン滞在記】ロンドン旅行に向けた出発の朝 

今日は四時半に起床した。いよいよ今日からロンドンへの小旅行が始まる。ここ数日間と異なり、今

日は早朝から快晴に恵まれている。起床直後には小鳥の清澄な鳴き声が辺りに響き渡っていた。

この美しい鳴き声が、早朝から何か満たされたものを私にもたらしてくれる。今もまだ小鳥たちは美

しい鳴き声を奏でている。 

昨夜の時点で荷造りを済ませているので出発に向けた準備をすることはもうほとんど無い。持って

行くものの最終確認をして、リビングの床に広げられたスーツケースを閉めるだけとなった。 

時刻は五時半を迎えた。フライトの時刻を確認すると、離陸する時刻と搭乗時刻を混同しており、搭

乗時刻が30分ほど早かったので、予定よりも早く自宅を出発することにする。フローニンゲン空港は

アムステルダムのスキポール空港とは異なり、非常に小さい空港であるからほとんど見るものはない

と思う。昨年に北欧を訪れた時には、帰りの便でフローニンゲン空港に降り立っただけであり、実は

フローニンゲン空港からどこかの空港に行くのは今回が初めてである。 

そのため少しばかり空港散策をしたいと思う。カフェなどがあればそこに立ち寄り、カフェでゆっくり

したい。バスの時間の都合上、出発する時刻を一時間ほど早めたため、空港でくつろぐ時間が増え

た。カフェを見つけ、そこで過去の日記を編集することにしたい。 

天気予報を確認すると、旅行の期間中のロンドンは天気に恵まれるそうだ。これは何よりも嬉しい。

イギリスというと天気が悪いイメージがつきものだが、今回は五泊六日の旅の最中ずっと晴れるよう

だ。しかもフローニンゲンよりも幾分気温が高く、初夏の過ごしやすい気候の中を旅することができ

そうだ。 

ロンドンの空港に到着したら、そこからまずはロンドン市内に向かう。空港に到着するのが午前11時

過ぎであり、市内に到着するのは午後一時ぐらいになるだろう。昼食をロンドン市内のどこかで摂り、

そこで少し休憩をしていればホテルのチェックインの時間にちょうど良くなると思う。ホテルのチェッ

クインを済ませたら、今日は英国王立音楽院の博物館に足を運びたい。 
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時間的に今日はそこぐらいしか観光することができないだろう。王立音楽院を訪問した後は市内を

散歩したいと思う。夕食はどこかのスーパーで購入し、ホテルの自室でゆっくりと夕食を摂りたいと

思う。今回のロンドンの小旅行を通じて、自分の中で深めていくべきものを深め、またこれから深め

る必要のある新たなものを得ることができればと思う。旅への期待が静かに高まっていく。フローニ

ンゲン：2018/6/20（水）05:48　　 

2730. 【ロンドン滞在記】膨大な量の短歌を作るように 

フローニンゲン空港に向けて自宅を出発するまであと一時間ほどになった。旅の移動の最中に過

去の日記を編集できるように今から少し下準備をしておきたい。先ほどゴミ出しを済ませ、あとは出

発を待つだけとなった。 

起床した時間が早かったため、朝一番に作曲に取り組むことができるかと思ったが、旅に向けた最

後の準備もあり、結局集中することのできるまとまった時間を確保することは難しかった。そのため、

今日はロンドンのホテルに到着してから夜に作曲をすることにした。 

ここ最近は短い旅行に出かけるときにはバルトークの『ミクロコスモス』の楽譜を持参して、宿泊先の

ホテルで作曲実践を行っていた。今回の旅でもこの楽譜を持って行こうと思っていたのだが、今回

はゲオルク・フィリップ・テレマン（1681-1767）の楽譜を持っていくことにした。テレマンはバッハとも

親交があったドイツの作曲家であり、当時においてはバッハよりもテレマンの音楽に対する評価の

方が高かった、ということを先日に知った。テレマンの楽譜を購入してからしばらく経つが、これまで

まだ一度もテレマンの曲に範を求めて曲を作ったことがなかった。 

バルトークの『ミクロコスモス』よりも薄い楽譜であり、旅に持参するのに便利だったこともあって、今

回はテレマンの楽譜を持っていくことにした。今日から数日間は宿泊先のホテルでじっくりとテレマ

ンの楽譜に向き合いたいと思う。 

昨日は二つほど曲を作っていた。昨日も改めて、短い曲を作っていくことを継続させていこうと思っ

た。最初から長い曲を作ろうとしていてはあまり上手くいかないように思える。とにかく最初は作る喜

びの中で、一曲を完成させ、完成させる喜びを感じながら実践に励むのが最良かと思う。私の場合

は特にそうだ。 
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短い曲を作る過程の中に充実感があり、仮に曲が極度に短かったとしても、それが完成した時には

完成の充実感がある。膨大な実践をしかも絶え間なく継続させていくためには、こうした喜びと充実

感が不可欠であるように思う。そうしたことからも、引き続き短い曲を作り続けていく。仮に今後一生

長い曲を書くことがなくてもそれでいいと思っている。 

その代わりに、短い曲の中に表現したいと思うことを全て具現化させるだけの技術を得たい。長編

小説を書くのではなく、とにかく短編小説を膨大な量にわたって執筆していくようなイメージで作曲

実践に従事する。長歌を作るというよりも短歌を大量に作っていくイメージで作曲を行っていく。そ

のようなことを考えていると、ロンドンへの出発時間が迫ってきた。 

そろそろスーツケースを閉め、出発に向けた最終準備をしたい。空は晴れ渡り、気温も涼しく、今日

は絶好の旅日和だ。フローニンゲン：2018/6/20（水）06:53　　 

2731. 【ロンドン滞在記】小さなフローニンゲン空港から 

フローニンゲン空港に先ほど到着し、セキュリティーを通り抜けた。午前八時半にフローニンゲン空

港に到着した時、あまりの人の少なさに驚いた。 

今は午前九時を過ぎたところだが、空港には係員などを全て含めたとしても、人は30人ほどしかい

ないように思う。旅行客、カフェの店員、チェックカウンターの係員、セキュリティーの係員を全て含

めてもそれぐらいの人数しかこの空港にいないのではないかと思われる。それくらい閑散としてして、

とても静かだ。こういう雰囲気の空港も悪くない。 

今飛行機を待つロビーには人が10人ほどいるのだが、誰も話をしていない。パソコンで仕事をして

いる人、コーヒーを飲んでいる人、パンをかじっている人、ロビーの窓から発着場を眺めている人な

ど、各人が思い思いに自分の時間を使っている。そんな様子を眺めながら、今日記を書き留めて

いる。フローニンゲン空港は確かに小さく、一体ここから欧州のどのような都市に飛行機が飛んでい

るのかが気になった。 

電光掲示板を眺めてみると、ミュンヘン、ロンドン、コペンハーゲンなど、幾つかの主要都市に飛行

機が飛んでいるようだ。その他に二つほど見慣れない都市の名前があった。最初は全く認識できな
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い都市の名前であり、よくよく眼を凝らしてみると、その他に一つわかったのはどうやらマジョルカ島

にも飛行機が飛ぶようだ。あと一つの都市はどうしてもそれがどこなのかわからない。“GRAN 

CANARIA”とは一体どこの国の都市だろうか？後ほど調べてみようと思う。 

フライトの搭乗が始まるまであと一時間ほどある。待ち時間を利用して、これから少しばかり過去の

日記の編集を行いたい。一時間ほどあれば随分と作業が進むだろう。 

実は今朝、フローニンゲン空港に来るまでに危うくバスを乗り逃しそうになるという小さなトラブルが

あった。端的には、私がバス停ではない場所で待っていた、という問題があった。自宅からすぐ近く

にあるスーパーに向かう途中に運河がある。その運河を渡ったところにバス停があるという表示が

Google Map上にあった。 

私はバスが到着する15分も前にそこに到着した。しかし、バスが到着する予定の場所を見回しても、

そこにバス停らしきものは見えなかった。そこには路上駐車の車がたくさんあり、バスが停まれそうな

スペースがなかった。だがGoogle Mapではそこにバスが停まると表示されている。 

過去の記憶を辿ると、これまでスーパーに行く時に何度がバスがその道路を通っているのを見かけ

ていた。そのため、間違った道路にいないことは確かだが、どうもバス停の場所だけが間違ってい

そうだという予感があった。Google Mapが示す場所にしばらくたたずんでおり、仮にバスが遠くに見

えたら手を上げて止めようと思っていた。すると、目の前のアパートから一人の紳士的雰囲気をまとっ

たビジネスパーソンが出てきた。 

その人と私は道を隔てて反対側にいたが、その人が私の存在に気付き、笑顔を見せたので、お互

いに挨拶をし、「ここはバス停ですか？」と私は尋ねた。どうやら以前はバス停だったようだが、最近

行われた工事によってバス停の位置が少しばかり変わったようだった。親切にもその方は、「バス停

はあちらです」と笑顔で教えてくれた。見ると、ロータリーを回ったところにバス停があるではない

か。  

実際には、その時に私が立っていた場所から15mほどのすぐ目と鼻の先に屋根付きの綺麗なバス

停があったのだが、私はGoogle Mapを過信しており、完全にそのバス停を見逃していた。これが人

間の認識能力の実態である。思い込みによって、私たちは盲目になる。そんなことを教えてくれる
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出来事だった。私はその方にお礼を述べ、無事に時間通りにバスに乗ることができ、今このようにし

て空港でくつろぐことができている。 

自分でも可笑しくなってしまうが、幾つになっても旅をする際にはいつも何かしらのトラブルがある。

これを小さな失敗や失敗の種と捉えるならば、だからこそ旅は私たちの人生を深めてくれるのだろう。

失敗があるからこそ旅の意義があり、そうした旅が私たちの人生を深めてくれるのだ。フローニンゲ

ン空港：2018/6/20（水）09:42　　 

No.1086: Gallop of the World 

It is also fine weather today. I feel the world starting to run in a vivacious way. Groningen, 08:15, 

Wednesday, 7/25/2018 

2732. 【ロンドン滞在記】ロンドンに到着して 

定刻よりも数分早くロンドンの空港に到着し、先ほどロンドン市内に到着した。今は大英図書館近く

のカフェでこの日記を書いている。 

英国に到着した時の第一印象は、どこか懐かしい感じだった。空港に到着し、入国審査のカウンター

に並ぶ際に、EU居住者と非EU居住者のレーンがあり、EU居住者用のレーンには随分と人がいた。

一方、非EU居住者用のレーンに並んだのは私だけだった。フローニンゲンから英国に来た非EU

居住者はどうやら私だけのようだった。 

前回英国を訪れたのは2016年の冬であり、今から二年半ほど前のことになる。その時に入国審査

を担当した人はあまり感じの良い人ではなかったように記憶している。だが今回は幸いにも、非常

に感じの良い女性が対応をしてくれた。対応は実に親切なのだが、やはり英国に入るときにはあれ

これと質問が飛んでくる。これは数年前に米国に入国するときも感じたことだったが、ここ最近はど

の国も昨今の国際情勢により入国するのが厳しくなっているようだ。 

今日は予定通りにロンドンに到着し、さらには体力的にも全く問題ないので、これから英国国立音

楽院の博物館を訪れようと思う。今回はヒースロー空港ではなく、ロンドン郊外の小さな空港を利用
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した。空港はとてもこじんまりしたものだったが、小綺麗な空港だと感じた。空港から電車の駅も近く、

駅も複雑ではなく、二つの車線しかないため非常にわかりやすい作りになっていた。 

電車を待っている間、私は駅のプラットフォームの上でロンドンの空をぼんやりと眺めていた。広が

る青空に白く美しい雲が浮かんでいた。電車が到着するまで少しばかり時間があったのだが、そこ

で本を読むことなく、私は無心で空を眺めていた。ただ空を眺めていた。ぼんやりと空を眺めたかっ

たから。 

爽やかな風がプラットフォームの上を駆け抜けていく。しばらくすると列車が到着し、ロンドン市内に

向けて定刻通りに出発した。 

列車に乗ってすぐに気づいたが、英語が母国語の国に来ることがこれほどまでに自分の心を安心

させてくれるのかと思った。もちろん、オランダでも英語が通じるため全く問題はないのだが、それ

でも公共の場で何か会話をする必要がある場合には、最初は常にオランダ語で話すようにしている。

言語的にも郷に入っては郷に従うことは大切だと思っているのだが、普段気づかないところで言語

的な気遣いをオランダで行っていたのかもしれない。英国ではそうした気遣いを一切しないで済む

ことがどれだけ気を楽にしてくれるか。 

もちろん、私は米国で生活をしてきたため、米国英語のほうが聴き取りやすいのは間違いないが、

それでも英語が母国語の国では言語的な気苦労がないことがわかった。列車に乗ってすぐに思っ

たのはそのようなことだった。 

列車に乗ると、席は空いており、私は景色が見える窓際の席に腰掛けた。ロンドン郊外の落ち着い

た雰囲気がとても心地良い。今この瞬間には、ロンドン市内の中心にいるため、それとのコントラスト

は明らかだ。列車の車窓から見ていた景色を思い出すたびに、都市的生活からいつか本当に離

れた場所で過ごしたいと思う自分がいる。 

気づかないうちにホテルのチェックインの時間が来た。今からカフェを後にし、ホテルでチェックイン

を済ませ、これから王立音楽院の博物館に向かいたい。ロンドン初日はまだ終わらない。ロンドン：

2018/6/20（水）14:00　　  
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No.1087: Memories of Departed Summer Days 

It has been like a real summer in the last couple of days. I was wondering about how long this 

summer lasts. It seems that we need to discover something eternal inside ourselves on passing 

days. Groningen, 08:34, Wednesday, 7/25/2018 

2733. 【ロンドン滞在記】英国王立音楽院博物館を訪れて 

ロンドンの初日の観光を終えて、今は宿泊先のホテルでゆっくりとしている。ロンドンを訪れた感想

についてたくさん書き留めておきたいことがあるが、明日の観光に備えて今日は早めに就寝しようと

思っているので、とにかく今書き留めておきたいことだけをここに書き記しておく。 

ホテルに到着するのが早かったため、一旦ホテルでスーツケースを預け、チェックインの時間が来

るまで近くのカフェで休憩を取っていた。カフェでしばらく休憩を取っていると、すぐにチェックイン

の時間がやってきたため、チェックインを行い、すぐさま英国王立音楽院に向かった。音楽院に併

設されている博物館に関心があり、今日はそこだけを訪れることにしたのだが、ここに来て本当に正

解だったと思う。大英博物館やロンドン・ナショナル・ギャラリーと同様に、王立音楽院の博物館にも

無料で入ることができる。 

地上階は音楽院の歴史を示すパネルが壁に飾られており、メンデルスゾーンやリストなどがこの音

楽院と関係を持っており、彼らはロンドンでもコンサートを行っていたようだ。また、最近少しばかり

注目をしているメシアンもこの音楽院とつながりのあることがパネル及び展示されている資料を通じ

てわかった。地上階の資料をじっくり眺めた後、私は一階（日本でいう二階）に向かった。一階は主

に弦楽器の歴史を示す資料が展示されており、その中でもアントニオ・ストラディバリが製作したヴァ

イオリンの印象が強く残っている。 

ただし、私は弦楽器よりもピアノに関心を強く持っているため、この階に展示されている資料や歴史

的な弦楽器を熱心に眺めながらも、心の中ではどこかピアノのある二階に関心が向かっていたと言

えるかもしれない。しばらく一階で時間を過ごした後、いよいよ二階に向かった。この階には、1620

年代に作られた鍵盤楽器から1920年代のスタインウェイのピアノなどが置かれていた。さらには、ハー
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プシコードやモーツァルトが注文をしたピアノフォルテなどがそこに置かれていた。私は古い年代の

鍵盤楽器から順番に見ていくことによって、現代のピアノまでの歴史的変遷を見ていった。 

ピアノの構造的な発展過程を見ていくのも非常に面白かったのに合わせて、その階にはピアノを修

理するワークショップがあり、そこでなされているピアノの修理にも私は釘付けになっていた。一つ

一つの修理を手作業で行っている二人の男性の手元に私の意識は絶えず向かっていた。心ゆくま

でワークショップでの修理作業を眺め、もう一度鍵盤楽器をあれこれ眺めた後に、私は地上階の

ショップに立ち寄った。ここでは音楽院の関連グッズ以上に様々な音楽ジャンルの楽譜が充実して

いた。 

私はそこで三冊ほどの楽譜を購入した。一冊はフランスの作曲家エマニュエル・シャブリエ（1841-

1894）の楽譜、もう一冊はイギリスの作曲家エリック・コーツ(1886-1957)の楽譜、最後に購入したの

はバッハのコラール集である。前者の二つについては偶然手に取った楽譜であり、私はその時ま

でシャブリエとコーツという作曲家を知らなかった。また、実はそれら二冊の楽譜を購入して博物館

を後にしようと思ったその時に、ショップの左手にまだ見ていない棚があることに気づいた。 

そこで偶然発見したのが、バッハの“371 Harmonized Chorales and 69 Chorale Melodies with 

Figured Bass (1941)”だった。私はシャブリエとコーツの楽譜の支払いをすでにレジで済ませていた

ので、バッハの楽譜を購入するために再度レジに向かった。この博物館を運営しているのはショッ

プの店員も含めて、彼は全員この音楽院の学生のようだ。私がこの楽譜をレジに持っていくと、新た

に対応してくれたレジの男性が「この楽譜はとても価値のあるものです」と述べた。 

私もそのように思ったからこの楽譜を購入しようと思ったのだが、音楽を専門としている人からそのよ

うに言われると、いい本を購入したのだなと改めて思う。とにかくこの楽譜に記載されている合計で

440曲が作曲実践に極めて価値があると私は思った。 

今日はもう就寝しようと思うが、これらの楽譜について、そして今日のその他の体験についてはまた

明日日記を書き留めておきたい。ロンドン：2018/6/20（水）21:53　　  
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No.1088: Time of Green Leaves 

Today, I’ll visit the Hoge Veluwe National Park, which is my second time to visit there. I plan to 

stay at a hotel close to the park; it is a two-night trip. I look forward very much to this short trip. 

I want to relax in nature. Groningen, 08:40, Thursday, 7/26/2018 

2734. 【ロンドン滞在記】ロンドン⼆⽇⽬の朝に 

ロンドン滞在の二日目の朝を迎えた。フローニンゲンで生活をしていたここ数日は早朝の四時半に

目覚めることが多かった。ロンドンとフローニンゲンの間には時差が一時間ほどあり、今朝も四時半

に一度目が覚めた。今宿泊しているホテルはロンドン市内の主要な駅の一つであるキングス・クロス・

セント・パンクラス駅からほど近くにある。確かに昼間は一通りが多く賑やかな場所なのだが、昨夜

はとても静かであり、今朝もとても静かだと感じている。 

四時半に目を覚ましてから、五時過ぎまでベッドの上で何かをぼんやりと考えていた。その際にも

辺りはとても静かであり、鳥たちの鳴き声も聞こえてこなかった。今は午前五時半を過ぎ、少しずつ

小鳥の鳴き声が聞こえ始めてきた。フローニンゲンで毎日聞いている小鳥の鳴き声と少しばかり異

なる印象を受ける。異なる種類の鳥だろうか。 

早朝にベッドの上でぼんやりと考えていたことの内容はあまり覚えていない。その時は夢と覚醒意

識の間に位置するような意識状態にいたため、瞑想的な意識状態で芽生える固有の思考だったと

言っていいかもしれない。昨夜はぐっすり眠ることができ、二日目の観光をするにあたって万全の心

身の状態だと言える。 

初日に自分の内側に流れ込んできた諸々の感覚を今日から少しずつ言葉にしておきたいと思う。

今日の行動計画について改めて書き留めておこうと思ったその瞬間、私はふと、今宿泊しているホ

テルに以前泊まったことがあるような気がした。ロンドン市内に宿泊することは実際には初めてであ

るから、そのようなことはないはずだ。だが、私はどこかこのホテルには以前泊まったことがあるとい

う感覚がしたのである。 
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どこか見覚えるのある部屋だ。「あぁ、いつかの夢の中で宿泊していたホテルかもしれない」というこ

とをふと思った。部屋の作り、部屋の窓から見える古風なレンガ造りの家々。狭い道路と路地裏のな

んとも言えない雰囲気。それらのどれを取っても見覚えがあるのは、いつかの夢の中で宿泊してい

たホテルと瓜二つだからだと思った。そうした不思議な既視感が突如やってきた。 

ロンドン滞在の二日目は、主に大英博物館をゆっくり巡ろうと思う。大英博物館には数日後にまた

訪れる計画でいるため、今日は博物館の全体を掴み、思わず足を止めたくなるような作品を中心に

見ていくことにする。昨日訪れた王立音楽院の博物館にせよ、明日訪れるナショナル・ギャラリーに

せよ、大英博物館も無料で入館できることは有り難い。英国が芸術を重んじていることの表れだろう

か。 

いずれにせよ、それらの博物館は英国政府からの支援の恩恵を受けていることは間違い無いだろ

う。美術館や博物館をゆっくり巡ることを旅の一つの目的にしている私にとっては、優れた美術館や

博物館に無料で入館できることは非常に有り難い。 

今日の昼食は大英博物館内のカフェかレストランで摂ろうと思う。昼食を摂ってひと休憩をしてから

再び館内を巡る。夕方まで芸術鑑賞をしたら、その足で大英図書館に向かいたい。大英図書館の

中でゆっくりと今日の振り返りでもしようと思う。 

小鳥の鳴き声が徐々に大きくなり始めた。目の前の通りを見ると、まだ道行く人はほとんどいない。

早朝の四時半からすでに辺りは明るかったが、ロンドンの街が真に目覚めるのはこれからのようだ。

ロンドン：2018/6/21（木）06:00　　  

No.1089: Greatness of Nature 

Nature is really extraordinary and august. It gives us both peace and vivacity. What are we giving 

back to nature? Groningen, 08:54, Thursday, 7/26/2018 

　 

© YOHEI KATO 2018 !25



2735. 【ロンドン滞在記】環境と自己 

出来事としては昨日のことなのだが、フローニンゲンからロンドンに向かう飛行機の中で、私は時折

窓の外を眺めていた。窓の外には青空が広がっていて、眼下には白い雲が所々見えた。時にそれ

は白い雲海をなしており、その美しさに幾分恍惚とした気持ちになっていた。 

飛行機に乗る際は、仮に窓際の席に座っていたらいつも私は窓の外の景色に見とれてしまう。とり

わけ、空と雲には何か惹きつけられるものがある。また、昨日不思議な感覚に陥っていたのは、どこ

か宇宙から地球を眺めるかのような感覚で、飛行機の中から地上を眺めていたことである。 

物理的に高い位置から地上を眺めることと、思考空間の中で次元が高い位置から低い位置の現象

を眺めることが完全に合致しているかのような感覚があった。私は飛行機の中で、自分の身体が物

理空間上高い位置にあるだけではなく、思考の位置も高い場所にあることに気づいたのである。こ

れは幾分興味深い体験であった。 

飛行機に乗る際にはこれまでもほぼ毎回このような感覚に陥っていたのだが、今日初めてそれを言

葉にした。身体を持つ私たちにとって、やはり身体をどのような環境に置くのかということは私たちの

意識に多大な影響を与えるのだと改めて思う。 

本当に私たちの意識は環境に埋め込まれており、環境との相互作用で生起するという性質を持つ

らしい。ある環境の中に身を置くことで初めてその環境の特質が見えてくることがある。まさに今回

のロンドン旅行がその最たる例だ。逆に、ある環境から離れ、別の環境に身を置いて初めて元の環

境に対する理解が深まるという現象が起きる。それは例えば、日本を離れ異国の地で生活をするこ

とを通じて日本に対する理解が深まることなどが挙げられる。 

環境に埋め込まれてみるということ、そして環境から離れてみることの意義と重要性を知る。対象を

理解するには、その環境に深く入っていくこととその環境から離れることの双方が必要なのだ。その

ようなことを改めて思わされる。 
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時刻は午前六時を回り、この時間帯からは少しずつ人々が活動する様子が滲み出てきた。先ほど、

通りに落ちた葉っぱやゴミを掻く音が聞こえてきた。早朝のこの時間帯に、誰かが清掃を始めたよう

だった。 

再度昨日の出来事を思い返してみると、環境というテーマで何か書き留めるのであれば、フローニ

ンゲン空港に向かう最中のバスから見える景色が本当に素晴らしかったことを述べておく必要があ

るだろう。フローニンゲンは文化的に豊穣な街であり、歴史も感じさせてくれる。それでいて経済が

発達した都市のようにガヤガヤしていない。 

空港に近づいてくればくるほどに周辺の景色には目を奪われるものがあった。通りに植えられた花

や落ち着いた家々が美しい景観を作り上げていた。改めてこの街で生きていることに喜びと感動を

感じていたことをふと思い出す。どのような環境に身を置いて生きていくか。どのような環境の中で

日々の探究活動と創造活動に励んでいくか。それらについて本当に真剣に考える時期にあり、そ

の時々の自分に最適な環境の中に身を置くようにしていきたいと思う。ロンドン：2018/6/21（木）

06:20　　  

No.1090: The Hoge Veluwe National Park 

Today, I’ll go to the Hoge Veluwe National Park and visit the Kröller-Müller Museum. After that, 

I plan to enjoy cycling in the park. Perhaps, I may be able to see wild animals. If I see them, I’ll 

stop the bicycle and watch their strolls. Otterlo, 07:28, Friday, 7/27/2018  

2736. 【ロンドン滞在記】旅の中に流れる時間と自然 

ロンドン滞在の二日目の朝を迎えてから数時間が経つ。時刻は午前九時に近づきつつある。もう30

分ほどしたらホテルを出発し、ゆっくりと大英博物館に向かいたいと思う。大英博物館の開館は午

前10時からであり、ホテルから大英博物館までは歩いて数分の距離である。そのため、焦って早く

ホテルを出発する必要はない。今日は晴天に恵まれ、絶好の観光日和だと言える。滞在中のロンド

ンは最終日まで涼しいようで非常に助かる。 
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街をよく歩くことを一つの楽しみにしている私にとっては、涼しい気候であることが有り難い。しかし

ちょうど私がフローニンゲンに戻る日から一気に気温が上がり、30度近い日が続くようだ。今日の最

高気温は19度であり、明日から滞在の最終日にかけての気温は20度前半とのことである。こうした

気候であればロンドンの街を縦横無尽にたくさん歩くことができるだろう。 

これから訪れる大英博物館でどのような発見と出会いがあるだろうか。きっと未知との遭遇を果たす

ことになるだろう。それは自分の内側の未知なものとの遭遇を意味する。芸術作品を通じて得られ

る感覚を通して見えてくる自己の未知な側面。今日はそうした側面が明らかになっていくような予感

を今からしている。 

今回の旅行は五泊六日の旅であり、ようやく今日から本格的な観光が始まる。昨日のフローニンゲ

ン空港のカウンターでなされた係員とのやり取りをふと思い出した。係員の女性に、「どれぐらいの

期間イギリスに滞在するのですか？」と聞かれ、「五日」と答えるところを「五分」と答えてしまった。そ

れに対し、お互いに苦笑していたのを思い出す。 

だが、この五日間はもしかすると、あたかも五分間のような速さで流れていくかもしれない。時が止まっ

ているように思えながらも、時が光のように過ぎ去っていく可能性もある。旅の充実感が時の流れを

止めながらも、充実感の怒涛のような流れが時の背中を押していく。時間というのは本当に不思議

な性質を持っている。 

旅をしていると、時間の性質が変容し、ますますその特殊な性質が開示される。今日の時の流れは

いかほどであろうか。 

さすがに時刻が午前九時を回ると、ロンドンの街に活気が溢れてきた。遠くの方で工事をする音が

聞こえて来る。昨日ロンドン市内を歩いている時に感じたが、確かにロンドン市内には見るものはた

くさんあるが、ここでは本当に落ち着いた生活をすることは難しいであろうということだった。昨日に

空港から市内に向かう列車の中で見たロンドン郊外であれば話はまた別かもしれない。 

とにかく私は自然の声を聞きながら日々の生活を送りたいのだと改めて理解した。絶えず自然に囲

まれた環境の中で生活をし、自然の声を曲として表現したいという思いが湧いてくる。都会の生活
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には刺激があり、それが曲を生むことに好都合になることもあるかもしれないが、刺激であれば自然

の中にも十分あると思う。なぜなら、自然は毎日違う表情を私たちに見せてくれているのだから。 

都市が生む無機質な刺激や変化よりも、自然が生み出す有機的な刺激や変化を欲する。自然に

囲まれた場所で暮らし、自然からもたらされる有機的な刺激と変化をもとに日々の創造活動に打ち

込む日々を今後数年の間に実現させたいと思う。ロンドン：2018/6/21（木）09:17 

No.1091: Dance of a Little Bird 

The first day after I came back from the Hoge Veluwe National Park began. Both birdsongs that I 

heard at the park and I hear now in Groningen are so beautiful. Groningen, 10:16, Sunday, 

7/29/2018 

2737. 【ロンドン滞在記】大英博物館を訪れて：文明の巨大な流れ 

今ようやく大英博物館を後にして一息休憩を入れている。膨大な書物を一気に読んだ後のような感

覚が今の自分を包んでいる。大英博物館の体験をどこからどのように述べたらいいのかわらかない

が、とにかく大量の文献の中に身を置いたような感覚だったと言うのが一番正確だろう。古代エジプ

ト文明、いや古代のアフリカ文明まで起源を遡り、人類が長大な歴史の中で築き上げてきた全文明

が一気に自分の内側に流れ込んできた感覚が襲った。 

宿泊先のホテルを予定通りに出発した後、開館時刻に大英博物館に到着した。形式的な手荷物

検査をすぐに済ませ、並ぶこともなくすぐに博物館の中に入ることができた。まず館内に入る前に驚

いたのは、その外観の立派さである。おそらく古代ギリシャの建築様式か何かが活用された外観で

あったと記憶している。 

私は博物館の外観を見上げるようにして館内に入っていった。入ってすぐさま気づいたのは、この

博物館があまりにも巨大だということである。実際に一切休憩なしに一日をかけて博物館を見た後

で言えることだが、もしかすると、二年前に訪れたルーブル美術館に匹敵するぐらいの大きさか、あ

るいはそれを凌ぐぐらいの大きさであったように感じた。とにかく見るものが多い。見るカテゴリーも
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多岐に渡っており、本当に事前に何を見たいのかを決めておかないと、館内であっという間に時間

が過ぎていくだろう。本当に迷ってしまうぐらいの広さであった。 

大英博物館を訪れたらすぐに気づくだろうが、例えばアメンホテプ3世の巨大な石像や古代アッシリ

ア文明の二体の巨大な人頭有翼獅子像など、どうやって運んだのか不明ぐらいな巨大な所蔵品が

数多くある。それに加え、世界中の古代文明の品々を膨大に収集している様子を見ると、英国が保

持する底力を見たように思えた。歴史的に見て、フランスのルーブル美術館に対抗するような意図

があったのだろうか。これだけの膨大な品々を収集するためには途轍もない金と権力が必要であろ

うから、改めて大英帝国の力を見せつけられたような気がした。 

冒頭で述べた通り、およそ五時間ほど休憩らしい休憩を取ることなく所蔵品を見て回っていたため、

膨大な書物を読んだ後のような感覚がある。そのため、なかなか滑らかに言葉が出てこない。印象

に残っている所蔵品は数知れないが、古代文明の品々を見ていて思ったのは、古代文明の精神

性はもしかしたら現代よりも発達していたのではないか、ということである。ここで述べているのは科

学文明に立脚するような思考形態のことを言っているのではなく、超越的な世界への認識や死に

対する認識などについて述べている。 

これは昨年ライデンの博物館を訪れた時にエジプト文明の所蔵品を見た時にも思ったが、古代エ

ジプト人の死生観は現代人のそれよりも随分と洗練されていたのではないかと思われる。一つ自分

が直感的に思っていたのは、古代文明の人間たちが持っていた思想世界はシュタイナーやブラヴァ

ツキーの思想世界と非常に近い、もしくはそれ以上の深さを持ったものだったのではないか、という

ことだった。 

正直なところ大英博物館は何度も足を運ぶことによって少しずつ理解されていく品々が所蔵されて

いる美術館であって、決して一日で全てを理解しようと思ってはならないのだと思う。一方で、明後

日にもう一度博物館に訪れようと思ったが、今日得られた感覚が消化されない中で足を運んでも無

意味なのではないかとも思う。 

無意味というのは言い過ぎかもしれないが、自分の内面世界にとって過度な負担であることは間違

いない。そのため、もしかすると明後日に博物館を訪れるのをやめるかもしれない。 
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博物館の入り口付近で博物館のガイドと大英博物館に所蔵されている作品の詳細な解説書を購

入した。所蔵品については英語ではなく日本語で理解したいと思ったため、二冊とも日本語のもの

を購入した。今日から少しずつそれら二冊の書籍を眺め、人間の文明の発達史と文明間の連関に

ついて理解を深めていきたいと思う。ロンドン：2018/6/21（木）15:46 

No.1092: Beatific Life After Death 

There is no substitute for the euphoric beauty of the other world. One of the pleasures for living 

in this world would be savoring it. To presume that we cannot enjoy the beauty in the other world 

can prompt us to stay in this world. Groningen, 10:26, Sunday, 7/29/2018 

2738. 【ロンドン滞在記】ロンドン市内のカフェでくつろぎながら 

宿泊先のホテルの近くには、近年できたばかりと思われるようなショッピングストリートがある。そこに

は飲食店やアパレル店を含めて、小綺麗な店が立ち並んでいる。今はそのストリートの一角にある

カフェでこの日記を書き留めている。今日も天気に恵まれ、観光するには最適な一日だ。 

カフェの中で話をしている人、コーヒーを飲みながらぼんやりと外を眺めている人の姿が見える。今

ちょうどカフェの外の通りでジャズか何かの演奏が行なわれている。道行く人たちの何人かがその

演奏に耳を傾けている。 

今日は大英博物館の所蔵品に没頭して眺めていたため、そういえば昼食を摂っていないことに今

気づいた。現在宿泊しているホテルの朝食があまり期待できなかったので、今回は朝食を付けるこ

となく、近所のスーパーで購入したリンゴとバナナが今朝の朝食であった。今日は摂取したカロリー

を遥かに超えるほど博物館内を歩き回っていたのだが、空腹をどこかで感じなくなり、そのまま今の

夕方の時刻を迎えた。今日は夕食を少し早めに食べ、大英図書館に足を運んでそこで作曲を行い

と思う。 

宿泊先のホテルの机が思ったよりも小さく、いつも作曲を行う際に広げている道具を広げることがで

きないため、あまり集中して曲作りに従事することができない。そうしたこともあり、今日は大英図書
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館が夜の八時まで開いているようであるからそこで作曲実践を行いたい。音が漏れないようにイヤ

ホンを持参することを忘れないようにしたい。 

今日の夕食は昨日に引き続き、Wasabiという日本食のチェーン店で夕食を食べたいと思う。昨日は

ホテルの自室に持って帰って夕食を摂ったが、今日は店内で食べることにする。数ヶ月前にポーラ

ンドのワルシャワに訪れた際も夕食は日本食を食べていた。なぜか私はオランダから別の国に旅行

に出かけると日本食を無性に食べたくなるらしい。 

実はこのチェーン店には、今から二年前にケンブリッジ大学を訪れた際にも毎日通っていた。当時

と全く同じ食生活を送っている姿を見ると、自分の中で深まっていくものがある一方で、食の好みの

ように不変的なものがあることに気づく。もちろん、食習慣も変化をしていくものだが、それは垂直的

な変化をしない。 

あと一時間ほどカフェで過去の日記を編集したら、その日本食店に足を運び、夕食を食べ、近所の

スーパーで水を購入してから一旦ホテルの自室に戻る。作曲に必要な諸々の道具を準備してから

ホテルを後にし、歩いて数分ほどのところにある大英図書館に行く。 

今日はテレマンに範を求めてまず一曲作り、余力があれば昨日にロンドン王立音楽院で購入した

バッハの楽譜に範を求めて二曲目を作りたい。今日も大英博物館の所蔵品を眺めながら思ってい

たが、いつかこうした芸術作品から喚起されるものを曲として表現したいと思う。 

本日博物館で購入した二冊の書籍に掲載されている諸々の写真が何かを自分の内側に投げかけ

てきている。それらは間違いなく自分に創造を促しているのだ。ロンドン：2018/6/21（木）16:43 

No.1093: Grassland with a Pleasant Breeze 

A new day began. I feel as if I were on a grassland with a pleasant breeze. Groningen, 08:30, 

Monday, 7/30/2018 
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2739. 【ロンドン滞在記】彼岸に向かう夢 

ロンドン滞在の三日目の朝を迎えた。時刻は午前六時に近づきつつある。ホテルの自室の窓を少

し開けてみると、爽やかな早朝の風が室内に入ってきた。それはとても新鮮な風であり、幾分冷たく

もある。空を見渡すと雲一つない青空が広がっている。ロンドン滞在中の五日間はずっと晴れが続

くようであり、こんなに天気の良いイギリスは初めての経験だ。 

昨日に大英博物館を訪れ、そこで得られた感覚がまだ自分の内側に残っている。この感覚を消化

するのには幾分時間がかかりそうだという予感がある。 

今朝方は印象的な夢を見ていた。特に、最後に見ていた夢の内容を今でも覚えている。私はゆっ

くりと流れる大きな川の岸辺に立っていた。そこにたたずみながらぼんやりと川を眺めていた。 

すると突然、私の横に友人らしき人物が現れて私に話しかけてきた。何を話しかけてきたのかは覚

えていないが、その友人とこの川について話をしていたのを覚えている。 

私：「今からこの川を渡ろうと思ってるんだ」 

私は友人にそのように述べた。この言葉を述べるまで自分が川を渡ろうと思っていることなど知らな

かった。言葉に出して初めて、その行動に移る決心のようなものが生まれた。確かに川は緩やかに

流れているが、川の流れは不規則なうねりを持っていた。 

友人：「この川の流れは変わりやすいよ。向きも速さも」 

友人はそのように述べた。その言葉を聞いて再度川を眺めると、流れの向きが変わっていた。先ほ

どまでは右から左に流れていたが、今はこちらからあちら側の岸に向かって流れている。 

私：「あっ、流れが変わった。あっちの岸に向かって流れ始めてるよ。これはあちら側の岸に行く

チャンスだね」 

私はそのように述べ、意を決して川の中に入っていった。川の流れも手伝って、私はどんどんとあち

ら側の岸に近づいていく。 
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向こう岸に着くか着かないかのところで夢から覚めた。ロンドン滞在の三日目の朝にそのような夢を

見た。この夢は、此岸から彼岸へ向かうことを示唆していたのだろうか。こちらの世界からあちらの

世界に行く夢。私は時折そうした類の夢を見る。 

昨日に大英博物館で見た古代エジプトのミイラや棺、そして死者の書を思い出す。死者を死後の

世界に案内するための呪文を集めたもの、それが死者の書だ。 

夢の中で私は、対岸があまりよく見えず、どのような場所かもわからないにもかかわらず、あちらの

岸に対して何か憧れとでも呼べるような感情を持っていた。そして印象的なのは、川に入った時、

川の流れに身を任せて向こうの岸に向かっていくことの心地良さである。それは本当に恍惚的な心

地良さであった。 

流れの向きと同じ方向に流れていくこと。しかも流れる速度を自分で決めるのではなく、川の流れの

速度のままに流れていくこと。それがどれほど私に心地良さと安堵の気持ちをもたらしただろうか。 

幾世代もの時代を見てきた歴史を感じさせる煉瓦造りの家々に朝日が照っている。ロンドン滞在の

三日目の朝が今始まろうとしている。ロンドン：2018/6/22（金）06:20 

No.1094: A Passionate Crystal 

Everyone has a crystal inside him or herself, which essentially embodies zest. The inherent 

brightness of the crystal represents that of each soul. Groningen, 08:44, Monday, 7/30/2018 

2740. 【ロンドン滞在記】 巨大な知の宝庫、大英図書館を訪れて 

昨日は夕食を摂った後に大英図書館に向かった。木曜日であった昨日は夜の八時まで図書館が

開館しており、結局閉館時間までその場にいた。 

大英博物館も他の主要な博物館と同様に無料で利用できる。入り口のセキュリティーチェックを速

やかに通り抜けた私は、まず入ってすぐに目の前に広がる開放的な空間に息を呑んだ。入り口の

右横には開放的で綺麗なカフェがあり、何人かの人たちが飲み物を片手に勉強や仕事をしていた。

入り口の正面には巨大なガラス張りの本棚の中に無数の書物が並んでいた。その様子を見ている
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だけで私の心は高鳴った。正面の大きな本棚を眺めながら、エスカレーターを使って上の階に上

がった。昨日に大英図書館に訪れたのは何か書物を読むためではなく、作曲をするためだ。 

現在宿泊しているホテルの自室の机が狭いため、思ったように作曲ができない。そうしたこともあり、

十分なスペースの机があるであろう大英図書館で作曲をしようと思ったのである。 

「大英図書館」と聞くと、人は様々なことを考えたり、思い出したりするだろう。私の場合は、カール・

マルクスのエピソードをいつも思い出す。マルクスは30年間、ほぼ毎日この図書館に通い続けた。

マルクスは日々同じ時間にやってきては同じ時間に帰るという生活を30年ほど続けていたそうだ。 

日々規律と克己を持って大英図書館に通い続け、探究をし続けた末に生み出されたのは『資本論』

だった。大英図書館という言葉を聞くとき、私はいつもこのエピソードを思い出す。マルクスの生活

態度には強い共感の念を持ち、マルクスが30年という長大な期間を毎日規則正しく探究に打ち込

んだことには多大な感銘を受ける。そのようなことを考えながら、私は空いている席を探した。 

図書館の中には地上階以外にもカフェがあり、そこでくつろぎながら勉強している人たちの姿を多く

見かけた。夜の時間であったにもかかわらず、多くの人たちが図書館で勉強をしていた。結局私は、

最上階でようやく良さそうな席を見つけることができた。席に腰掛け、少しばかり辺りを見渡した。 

確かに私がいるのは、マルクスが日々探究を行っていた「閲覧室」ではないのだが、それでもこの

歴史ある図書館の雰囲気を感じるには十分であった。しばらく辺りを見渡した後、私はテレマンの

曲を参考に二曲ほど曲を作った。八つのパートを持つ曲を、まるで手紙を書くように自由に作り上

げたと言われるテレマン。そのように述べていたのはヘンデルだ。 

また、テレマンと言えば多産なことでも有名だ。テレマンの曲に範を求めて改めて思ったが、テレマ

ンから学ぶことは実に多い。楽曲から学ぶことも多いが、それ以上に多産の秘密や手紙を書くかの

ように自由に曲を作り上げていった秘法について知りたいと思う。そうした秘密や秘法を知るための

最良の方法は、テレマンが残した楽譜をもとに実際に曲を作り上げていくことだろう。 
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そうした実践を続けていけば、いつかテレマンが獲得した作曲上の秘密や秘法が我がものになるよ

うな気がしている。マルクスが30年間規則正しく探究活動を行ったように、私も規律と克己を持って、

長大な時間の流れの中で作曲をし続けたいと思う。ロンドン：2018/6/22（金）06:42  

No.1095: Shining Feathers 

August will begin from tomorrow. Groningen in the morning has an atmosphere like shining 

feathers. Groningen, 09:43, Tuesday, 7/31/2018 
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