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2321. サマータイム最初の日曜日 

今日は目覚めてみると、時刻は朝の七時近くだった。昨日は五時に起床しており、再び早い時間

帯に起床するリズムができていたと思ったのだが、今日の目覚めはゆっくりであった。 

ふと思い出すと、今日から欧州はサマータイムに入り、これまでの時間で言えば六時前に起床して

いたことがわかる。起床するリズムそれ自体はこれまでと同じだったのだ。変化したのはサマータイ

ムという制度によってもたらされた外的時間であった。欧州はこれからサマータイムに入ったため、

日照時間がますます伸びていくだろう。気温は相変わらず低く、このところ冴えない天気が再び続

いているが、春の到来を静かに待ちたい。 

一昨日と昨日は、怒涛のように論文を執筆していた。知らず知らず同じ姿勢を維持していたためか、

首と肩に少し凝りがあることに昨夜の入浴中に気づいた。それほどまでに集中して論文の執筆に取

り組んでいたのだろう。ただ、同じ姿勢をとり続けるというのはあまり良くない。もう少し姿勢そのもの

にも変動性を与え、身体を適宜ほぐしながら日々の仕事に取り組みたいと改めて思う。 

論文を集中的に執筆したおかげもあり、二つの論文のドラフトが一旦完成した。ここからは文章を少

しばかり寝かせ、また後日編集をしていきたいと思う。今日は論文の執筆から離れ、ゆったりとした

気持ちで、ここ最近ダウンロードした論文に目を通していきたい。すぐに読もうと思っていた論文が

PDFでパソコンのデスクトップに保存されている。 

数を数えみると、いつの間にか20本以上の論文がたまっていたようであり、今日はこれからゆっくり

着実に一つ一つの論文に目を通していく。どこまで読み進めることができるかは定かではないが、

今日はかなりの論文に目を通すことができるように思う。 

本日はサマータイムに入った最初の日曜日ということもあり、外の景色がいつもとは少しばかり異なっ

ているように知覚される。うっすらとした雲がフローニンゲンの街全体を覆っており、それでも今は少

しずつ明るくなってきている。風は一切なく、小鳥の鳴き声だけが遠くから聞こえて来る。通りを走る

車もほとんどなく、通りを歩く人もほとんどいない。そんな日曜日の朝だ。 
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今日は論文をくつろいだ気持ちの中で読み進めるのと共に、過去の日記の編集と作曲実践も並行

して行っていく。読んで書く、書いて読むというあり方は今日も変わらない。フローニンゲン：2018/3/

25（日）07:29　　　 

No.905: Celestial Purification 

Today is Easter Sunday. According to the weather forecast, it will be like spring in Groningen 

from next week. Don’t you think that spring feels like celestial purification? Groningen, 09:37, 

Sunday, 4/1/2018 

2322. 物質と言葉に宿る美 

もう少しだけ日記を書き留めたら今日の仕事に取り掛かりたいと思う。文章を書くことが全ての活動

の準備として不可欠なものになっている。あるいは、その日を充実感の中で生きるための儀式的な

行為になっているように思える。文章を書くというのは私にとってはもはや神聖な儀式なのだろう。

その日一日を生きるということ、その日を新たに生き直すことを可能にするのは文章の執筆による。 

今目の前に映る景色は本当に静かだ。白いカモメが空を横切った以外、動くものはほとんど見えな

い。世界は絶えず動いているのだが、目の前の景色は自然が生み出す静止画のようである。再び

カモメが空を横切った。その様子を眺めると、世界はやはり動的な側面と静的な側面の双方を兼ね

備えたものなのだということに気づく。 

今朝方は起床前に印象的な夢を見ていた。端的には、それはとても感動する夢だった。詳細は忘

れてしまっているのだが、それがどのような物語であったのかの全体像は今でも記憶に残っている。

友人の妻が難病を患っていることが判明し、余命がそれほど長くないことがわかった。そこで友人は、

妻とのこれまでの思い出の一つ一つを形として残すために創作物を作り始めた。 

友人は、一つ一つの思い出に対して一つのオブジェを作り、思い出に対する自分の言葉をそのオ

ブジェに付しているようだった。一つ一つのオブジェが物体としての美しさを放っていたのみならず、

何と言っても友人の言葉が美しかった。そこには精神的な美が宿っていた。その美は、妻に対する

絶対的な感謝と愛から生まれていることは誰の目にも明らかだった。私は夢の中で、友人が妻との

思い出を梱包したオブジェと言葉を生み出す全過程を見守っていた。 
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また、友人が完成した創作物を病院で寝ている妻に手渡し、そこでなされていた感動的なやり取り

にも立ち会うことができた。物と言葉に宿る極限の美。その美は感謝と愛から生み出されていたこと

を改めて振り返る。物質と言葉の双方に生の実感を喚起する精神的な美が宿るということを教示し

てくれる夢だった。 

相変わらず静けさが辺りを包んでいる。昨日ふと、四月の上旬に訪れるポーランドとブダペストにつ

いて思いを馳せていた。まだホテルや飛行機の予約をしておらず、出発の一週間前には予約を完

了しようと思う。まずはポーランドに訪れる予定であり、出発は三週間後の金曜日である。 

来週の土日かその次の週の土日にホテルと飛行機の予約をしておこうと思う。今回もまずは列車の

旅を考えたが、フローニンゲンからワルシャワまで、そしてワルシャワからブダペストまで列車の乗り

継ぎがあまり良くなく、結局飛行機で行くことにした。昨夜は少し気が早いが、ホテルや飛行機を予

約するよりも先に、何の本を持っていくかを考えていた。今回の東欧旅行はまた何かを私にもたらし

てくれるだろうと確信している。フローニンゲン：2018/3/25（日）07:55　　　 

No.906: Constructing Developmental Models in Music Composition and Aesthetic Experience 

I’ll construct a rigorous developmental model in the domain of music composition skill. To tackle 

it, I’ll apply Kurt Fischer’s dynamic skill theory to my empirical data. Also, I’ll investigate some 

theories of aesthetics to elaborate my model. If I could also explore the developmental process of 

aesthetic experience, that would be ideal. Building both models will be a part of my lifework. 

Groningen, 11:46, Sunday, 4/1/2018 

2323. スキーマと作曲 

サマータイムに入った最初の日曜日はこれから夕方に向かっていく。先ほど昼食を摂り終え、今は

少しばかり窓の外をぼんやりと眺めている。何かに集中したり、このようにぼんやりとしたりすることを

往復するような形で一日が進んで行く。ある時から私は、短い時間でも良いので、ぼんやりとするよ

うな空白の時間を意識的に設けるようにしている。 

とりわけ書斎の窓の外の景色を眺めるというのはその最良の方法である。結局今日は、朝からこの

時間帯にかけてずっと薄い雲が空を覆っていた。一瞬たりとも太陽の姿を見ることはなかった。だが、
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それでもどこか慈愛に満ちた形で時間が進行していく様子に気づいている。深く静かな慈愛が日々

を満たしていることだけで十分だ。 

今日の午前中は随分と多くの論文を読んだ。分野に関しては、AIと科学哲学、ダイナミックシステム

理論、認知的積載理論とスキャフォールディングなどに及ぶ。認知的積載理論やスキャフォールディ

ングなどの学習理論に関する論文は、科学的な発見事項を学ぶという点において刺激に満ちてい

る。一方で、それ以上に私の関心を引きつけていたのは、AIやダイナミックシステム理論に関する

哲学的な議論であった。 

学習理論を含めた科学的な発見事項を紹介している論文は純粋に新たな知識項目との出会いに

伴う喜びを引き起こすが、哲学的な議論は純粋に思索を深めていく喜びを感じさせてくれる。もち

ろん科学者として前者の価値をないがしろにするわけにはいかないが、私の内側には後者に対し

て大きな関心を示している自分がいることを見逃すことはできない。 

今日はこれから過去の日記を少しばかり編集し、そのあとは音楽と美学に関する論文を何本か読

み進めていこうと思う。この調子であれば、デスクトップ上に保存していた論文の大半を今日中に読

み終えることができるだろう。先ほど論文を読み進める中で、スキーマの獲得と作曲技術の向上に

は大きな関係があると思った。より洗練されたスキーマを獲得することは、より複雑高度な曲を作る

ことを可能にする。 

作曲というのは確かに一つの創造活動だが、同時に問題解決活動でもある。作曲のプロセスがパ

ズルや数学の問題を解くことに喩えられることがあるように、作曲は音楽理論に関する知識と感性を

活用した問題解決の営みであるという側面を持っている。複雑な問題を解決するためには、洗練さ

れたスキーマ構造もしくはスキーマネットワークが不可欠となる。作曲に関する科学的な研究をする

際に、一つはスキーマと問題解決という点に焦点を当ててみるのも面白いと思った。 

つまり、作曲という一つの問題解決タスクに紐付けた形で作曲領域に関するスキーマの発達過程と

そのメカニズムを研究していくのである。こうした科学的研究に並行して、これから読み進める美学

の観点から探究を深めていくことができれば、なお一層充実感を私にもたらしてくれるだろう。フロー

ニンゲン：2018/3/25（日）13:14　　　 
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No.907: New Research on Synchronization between Various Developmental Processes in Music 

My next research will focus on the relationship between the degree of understanding of music 

theory (or music composition theory) and the level of complexity in a musical work that a learner 

creates. I’m curious about not only the developmental process of each domain in music 

composition but also the degree of synchronization of these developmental processes.  

The latter theme can be investigated by cross-recurrence quantification analysis 

(CRQA). Although it takes some time to conduct such a study, once I complete the study, I’ll 

add another dimension of the developmental process of aesthetic experience; meaning-making of 

aesthetic experience. The degree of synchronization between the three domains can be examined 

by CRQA. I hope to start those studies in my near future. Groningen, 12:45, Sunday, 4/1/2018 

2324. 環境適応と知識体系の発達 

明るい。今日から欧州はサマータイムに入ったため、午後八時を迎えつつあるフローニンゲンはま

だ明るい。日の長さだけを取れば、もう夏の夜のようだ。だが言うまでもなく、今日も外の気温は低

かった。明日はまた最低気温がマイナスになるようだ。 

今思わず笑みが漏れたが、確かに「サマータイム」という名前は正しい。気温は別として、日照時間

は確かに夏のようなのだ。サマータイムということを考えながら窓の外を眺めてみると、空を飛ぶ鳥

たちの動きもどこか活発なように思える。新たな季節に向けて始動を開始したかのようだ。 

今日は午後から、音楽理論と音楽哲学に関する論文をひたすらに読み続けていた。合計で何本の

論文を読んだかはわからない。クラウド上のフォルダにはテーマごとに分類された論文がどんどんと

積み上がっていった。文章を書くことと曲を作ることを最優先にしながらも、こうした読書というのは

絶えず行っていく必要がある。なぜなら、読書は自分を深めるための最良の基礎を提供してくれる

からだ。 

読書によって得られた素材をゆっくりと咀嚼していくことを心がける。今日は午前と午後を合わせて

どれほどの論文を読んだのだろうか。とにかく、膨大な点としてのスキーマを獲得していこう。それら
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の点を線として結びつけていくのはまだ先のことである。まずは確固とした点としてのスキーマを多

様な領域内に構築していく。 

そうした実践を継続させていく過程の中で徐々に線としてスキーマ同士を結び合わせていく。そこ

から面や立体を作っていくのは随分と先の話であるし、それはもしかすると意識的になされるという

よりも、膨大な投入量の後に突然やってくる無意識的な現象なのではないかとふと思う。 

今日も過去の日記の編集作業に取り掛かっていると、ピアジェの認識論で面白いものがあった。そ

れは、ピアジェが知識を私たちの身体器官の一部のように捉えていたことだ。知識とは、私たちにとっ

て発達する一つの器官なのである。生物が進化を遂げる過程で身体器官を発達させていったのと

同様に、私たちも進化の過程の中で知識体系という一大器官を発達させていく。 

この時、置かれた環境に適応するう形で身体器官が発達していく様子に私は改めて着目していた。

欧州でのこの二年間を冷静に振り返ってみると、やはり自分の知識体系が欧州の土地に適応する

形で発達を遂げていったことがわかる。端的に述べれば、今の自分の知識体系は欧州に来なけれ

ば獲得されえなかったものだということにはたと気づかされたのである。日々何気なく欧州で生活を

し始めている自分がいるが、やはり日本人の私にとってはいつまでもこの環境には異質性が伴って

いるはずである。 

これまでの私はまさに、こうした異質な環境に適応しようとする運動に無意識的に従事し、その結果

として今の自分の知識体系があるように思う。そして、この秋から再び米国に戻るかもしれないという

ことは、また新たな環境へ自己を投じることを意味し、それはすなわち再度新たな知識体系を構築

していくことを意味しているように思う。米国に行くのか行かないのかは、もはや運命のみが決める

ことだ思い始めている。米国に戻るにせよ、欧州に残るにせよ、どちらも喜んで受け入れようと思う。

フローニンゲン：2018/3/25（日）20:00　　　 

No.908: Vernal Lullaby 

After the Easter holidays, a new week began. The outer world seems to song a lullaby. Groningen, 

08:57, Monday, 4/2/2018 
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2325. マーストリヒトへの列車  

サマータイムに入ってからの二日目の朝を迎えた。一時間ほど時間がずれたことによって、早朝の

目覚めが正確に一時間ほど遅れている。今朝は七時から一日の活動を開始させた。昨日にも気づ

いていたが、サマータイムに入ったことによって夜はすでに八時まで明るくなっているが、早朝のこ

の時間はまだ少し暗い。今朝のフローニンゲンの上空には灰色の雲が立ち込めている。 

今朝方の夢の中で、私は日本からオランダに来た人々にオランダの情報を伝えるような仕事を任さ

れていた。これはどこかの組織に勤務するような形態ではなく、完全にフリーな形としてある意味ボ

ランティアのような活動であった。活動の具体的な内容は、出発地点は定かではないが、ある駅か

らオランダ東南部の都市マーストリヒトまでの列車の時刻を正確に伝えるというものである。私にそ

の仕事を依頼してきた人は、列車の時刻を一覧表にまとめて欲しいという依頼をしてきた。 

しかし、その依頼をしてきたのは日本時間のその日の朝であり、こちらの時間では深夜未明であっ

た。こちらの時間で朝がやってきてメールを確認した時、列車の時刻表を今日の午前中に作って

事務所に持ってきて欲しい、という連絡があった。私は他にもやるべきことがあり、列車の一覧表を

作ることに時間など充てられないと思った。しかも、列車の時刻を調べて一覧表にするぐらいであれ

ば誰でも簡単にできるだろうと思っていた。 

とはいえ、私は依頼された仕事に少しばかり取り掛かってみた。ある出発駅からマーストリヒトに向か

うまでの途中の駅について調べていると、それらの途中駅の街の様子が鮮やかな写真となって脳

裏に現れた。私はしばらくこの心象風景を心の中で眺めていた。はっとして気づいてみると、自宅を

出発し、依頼者がいる事務所に向かう時間が迫っていた。 

結局、その心象風景もマーストリヒトまで辿り着かず、列車の時刻表も完成することはなかった。私

は書きかけの時刻表を持って事務所に向かった。そのような夢を見ていたことを覚えている。夢の

中で出てきた都市マーストリヒトにはまだ訪れたことがない。なぜこの都市が夢の中に現れたのだろ

うか？ 
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また、調べていた列車はどこを出発地点にしていたのだろうか？おぼろげながらアムステルダムで

はないことは確かであり、フローニンゲンでもないことも確かである。出発地点が不明確ということは

一体何を暗示しているのだろうか。そうした謎を残すような夢であった。 

今日はこれから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ほど入ってい

る。それが終わり次第、一昨日にドラフトを完成させた「デジタルラーニングと学習環境」のグループ

論文の編集を行っていく。一日ほど寝かせた文章とまだ未編集の箇所に対して編集を行っていく。

それが終わり次第、研究インターンで集めたデータのエクセルファイルを整理することと、データ分

析の過程で書いていたRのプログラミングコードをPDFとしてまとめ、それらを共有フォルダに保存し

ておこうと思う。 

今日の大きな仕事はその三つであり、それ以外の時間を使って、現在執筆中の論文で引用するた

めの論文を調査しようと思う。今日も気温は低いが、いつもと同じように、自分のなすべきことを前に

進めていくような一日としたい。フローニンゲン：2018/3/26（月）07:31　　　 

No.909: Elastic Life 

Life is willing to start a dynamic dance with the vernal energy. It seems that Groningen finally will 

be warm from next week. Groningen, 09:06, Monday, 4/2/2018 

2326. 複数領域の実践を継続させるための工夫 

振り返ってみると昨日は、一時間ほどしか作曲実践をしていなかったことに気づく。未編集の過去

の日記を編集していたり、学術論文を大量に読むことに集中していたため、どうしても作曲に充てる

時間が少なくなってしまった。ただし、それについてあまり悲観的になる必要はないだろう。なぜな

ら、一時間は確実に確保できたのだから。とにかく途切れることなく毎日少しでもいいので作曲実践

を続けていくこと。そうした継続が何より大切だ。 

昨日もふと考えていたのだが、私はおそらく一日の間に一つの仕事だけをやり続けることはできな

い。厳密に言えば、それは不可能ではないのだが、そのような仕事の進め方をしていると必ずどこ

かで心身が疲弊し、継続的な実践を行うことの支障になる。 

© YOHEI KATO 2018 !10



欧州での生活が非常に充実しているのは、毎日複数の仕事に取り組んでいるからだろう。一日に

仕事に取り組める時間はおよそ12時間ほどであり、その時間を三つか四つの全く異なる仕事に割り

当てている自分に気づく。複数の領域の仕事を毎日行うようになったのは自然の成り行きだったよ

うに思う。だが、毎日異なる領域の実践活動に励むことによって、私の生活は本当に充実したものと

なり、心身が調和の取れた形で毎日が進んで行く。 

確かに理想を言えば、作曲実践も毎日三時間ほど行うことができれば望ましい。このあたりは自分

の意識を少し変え、一度に三時間の実践をするのではなく、午前と午後の二回に分けて作曲に取

り組むという工夫を改めて行いたい。毎日三、四時間時間を充てる実践が三つか四つほどあれば、

長い目で見た時に、それは自分の人生を豊かにしてくれるだろう。単一の領域に偏ることなく、実践

時間と実践領域の数として、「三」ないし「四」という数字は常に念頭に置いておきたいと思う。 

もう一つの振り返りとして、昨日改めて文章を書くことと作曲することの比較を行っていた。その時の

観点は、日本語の日記を英語の日記にすることは容易く、その逆もまた容易いという事実と、自然

言語によって執筆された日記を曲として表現することは難しいというものだった。おそらく、曲として

表現されたものから何かしらの文章を書いていくことはそれほど難しくないのだと思う。やはり今の

私にとって、自然言語を音楽言語に変換することは依然として困難である。 

それはそもそも、まだ音楽言語に習熟しておらず、自分の思考や内的感覚を自由自在に曲として

表現できるほどの技術を持ち合わせていないからだろう。日本語で日記を書くように、日々の思考

や内的感覚を自由自在に音楽言語で表現できるようになりたいと強く願う。それを実現させるため

には、上記の通り、少なくとも三時間の作曲実践を毎日継続させていくことだろう。こうした小さな継

続と精進が、また新たな境地をいつか切り開いてくれるだろうと確信している。フローニンゲン：2018/

3/26（月）07:51　　　 

No.910: My Plausible Doctoral Work 

My doctoral research should focus on building a robust measurement system of music composition 

skill and understanding of composition theory. Probably, it would be easier for me to tackle the 

latter theme to construct a measurement about the degree of understanding of music composition 
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theory. To build the system, I need to collect ample data about the linguistic developmental 

classification in terms of understanding of composition theory.  

Thorough analysis on the developmental process of acquiring composition skill and construction of 

a robust measurement system would be an ideal candidate for my doctoral work. Groningen, 

09:46, Monday, 4/2/2018 

2327. 春の訪れを感じる午後に 

早朝は曇り空が広がっていたが、午前中の途中から徐々に太陽が顔を覗かせ始めた。今はすっか

り良い天気となった。太陽が燦然と輝いており、部屋の中に入ってくる太陽の光のおかげで、室内

は随分と暖かい。ここ数日間は太陽の光を全く見ない日が続いていたので、久しぶりに太陽の姿を

拝めることは有り難い。太陽の光を浴びることによって、また新たなエネルギーが補填されるかのよ

うだ。午前中と昼食後に集中的に仕事に取り組んでいたこともあり、早朝に計画していた三つのうち、

二つの仕事が無事に完了した。 

昼食を摂っている最中に、食卓の窓から外を眺めると、目の前の通り沿いにある小さな空き地に綺

麗な花が咲き始めていることに気づいた。特に、紫色の花が美しく咲き始めている。しばらく花々を

眺めていると、家族らしい三人の女性がその空き地に足を踏み入れ、綺麗な花をより近くから眺め

ている姿が目に入った。季節は着実に春に向かいつつあるようだ。 

今日はこれから研究インターンで習得したデータの整理とRのプログラミングコードの整理を行う。

整理が済んだファイルを共有フォルダに保存しておこうと思う。それを行う目的はひとえに、私がい

なくなった後にも、誰か別の研究者がこのデータやRを用いて分析ができるようにするためである。

今からまた集中してこの作業に取り掛かりたい。 

今朝方の日記にあるように、日々の活動はできるだけ複数領域を行き来するようにしたい。そのた

めにも、各々の実践や仕事についてはメリハリをつけて行っていく必要があるだろう。今日は一日の

仕事を全て終えたら、ウォルター・ピストンの“Counterpoint (1947)”という書籍を最初からゆっくりと

読み進める。ここで再び、作曲に関する理論を学んでいこうと思う。作曲の実践を最優先にしながら
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も、先日の日記にあるように、作曲に関するスキーマを獲得していく必要がある。そのためには、こう

した理論書を読むことは何よりも有益だろう。 

一日の隙間時間で作曲の理論書を少しでもいいので読み進めていく。こうしたことを心がけるだけ

でも、スキーマの獲得とそのネットワーク的構築・拡大に大きな影響を与えるだろう。大きな差異を

生み出すためには、小さな差異を日々積み重ねていくことが大切だ。今日も決然とした流麗な流れ

のような一日を過ごすことができていると思う。フローニンゲン：2018/3/26（月）15:23　　　 

No.911: Assessment of Various Domains in Music Composition 

Once I start to construct a measurement system for music composition, I’ll try to cover various 

domains of music composition (e.g., fugue, modulation, harmony, etc.). In other words, the 

measurement system should evaluate developmental stages in each domain. In order to construct 

such an evaluation system, I need some support from experts in music composition and music 

theory. I hope to begin this project from this September. Groningen, 11:15, Monday, 4/2/2018 

2328. 四月からの研究に向けて 

夕食を食べている最中、今日も思わず「明るい」という言葉が漏れた。サマータイムに入ったためか、

八時を迎えた今も辺りはまだ明るい。今日は午前中は曇りがちの天気であったが、午後からは太陽

が顔を覗かせた。今もその余韻が残っており、夕日が遠くの空に沈んでいくのが見える。 

今日は無事に、早朝に計画をしていた全ての仕事を完了させた。研究インターンに関して、他の研

究者が同様の——あるいはさらに発展した——データ分析を行えるように、整理したデータとRのコー

ドを共有フォルダに保存した。 

四月の中旬より、今回の研究をもとに、ミヒャエル・ツショル教授と協働している研究に本格的に取り

掛かろうと思う。その際にいくつか注意するべき点が先ほど頭に浮かんでいた。研究インターンで

行った分析を発展させる形で、今度はオンライン講義のみならず、受講者のコメントに対してもフラ

クタル次元を三つの定量化基準を用いて特定していく。オンライン講義を分析する際に、講義ビデ
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オは「アウトライン」に分類されているものではなく、「コンテンツ」に分類されているものだけに着目

して分析を行った。 

これはなぜなら、「アウトライン」に分類されるレクチャーはコースの内容と直接的に関係のないロジ

スティクス関連の事柄を扱っているからである。受講者のコメントを分析する際にも、「コンテンツ」に

分類される講義に対するコメントだけに焦点を絞っていきたい。一つ厄介なのは、受講者のコメント

は講義ビデオとは異った構造のデータを持つ点である。つまり受講者のコメントは、講義ビデオのよ

うに単一的な流れを持っておらず、受講者が他の様々な受講者のコメントに対してコメントをすると

いうような構造を持っている、ということである。 

そうした特性を持つ受講者のコメントをどのようにして時系列データにするかをもう少し考えていか

なければならない。この問題さえ解決されれば、時系列データに対する分析手法は研究インターン

で活用したものと同じものを活用できるため、データ分析に関しては問題はない。いくつか筋が良さ

そうな方法を考え、この論点を再来週のツショル教授とのミーティングで取り上げようと思う。そのミー

ティングに向けて、今週末は当該研究の論文のイントロダクションを改めて書き直そうと思う。 

ちょうど今日、三つの定量化基準に関する先行文献を調査したため、それらの文献を参考にする

形で文章を執筆していく。ミーティングの数日前に、書き直したイントロダクションをツショル教授に

送っておこうと思う。研究と協同プロジェクトでまだ少し慌ただしいが、四月の中旬からはツショル教

授との研究に集中できる環境が整うだろう。フローニンゲン：2018/3/26（月）20:14　　　　 

No.912: A Hunch of Spring 

Although Groningen remains cold, I can have a hunch of spring. I’ll visit Eastern Europe from the 

end of the next week, and I hope that Groningen will be warm at that period. Groningen, 08:56, 

Tuesday, 4/2/2018 

2329. 別れの夢 

小鳥の鳴き声がこだまする早朝。いつものように一日の活動を開始させようとした時に、今朝方の

印象的な夢について思い出した。一つは、列車に乗って日本列島の東に向かう夢だった。おそらく
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実家のある山口県のある駅から東京の方に向かおうとしていた私は、列車を待つプラットフォーム

の上にいた。その駅は無人駅であり、改札口はなく、駅員もいない。また、駅は完全に山の中にあっ

た。 

しばらくプラットフォームの上で列車を待っていると、程なくして列車がやってきた。しかし私はどうい

うわけか、この列車が東京に向かうものなのか、逆方向の博多に向かうものなのかの区別がつかな

かった。その区別をすることは大事だったのだが、乗ってから判断すればいいと思い、そのまま列

車に乗った。列車が出発してすぐにわかったが、この列車は東京ではなく、博多に向かっていた。 

少しばかり困ったなと思ったが、次の駅で降りればいいと思った。私はそこからしばらく列車の窓か

ら外の景色を眺めていた。次の駅に到着したので降りてみると、そこは先ほどの駅と全く同じであっ

た。先ほどは駅で待つ人は私しかいなかったのだが、今度は小中学校時代の旧友たちがその駅で

列車を待っていた。 

彼らと話をする中で、先ほどの失態についても言及した。すると一人の友人から、「東京行きはこっ

ちじゃなくてあっちのプラットフォームだよ」と教えてくれた。しかし、反対側のプラットフォームに行く

ためには連絡道を通る必要があり、それは随分と離れた場所にあった。少しばかり困った表情をし

ていると、再び同じ友人から、「あっちのプラットフォームに早く行くには、そこを駆け上がればいい

よ」と述べた。 

友人の指差す方向を見ると、プラットフォームとプラットフォームの間は土の堀で仕切られており、そ

こを駆け上がって降りれば、向こうのプラットフォームに行けるらしかった。私は友人に「ありがとう」と

一言お礼を述べ、すぐさまその堀を駆け上がろうとした。だが、私はなぜだかその時裸足であり、裸

足のままあの土の堀を登るのは危険なように思えた。なぜなら、その土の堀には何か得体の知れな

いものが落ちていそうだと思っていたからだ。そのため、私は隣にいた友人に靴を貸してくれない

かと頼んだ。 

私：「堀の上に登ったら、そこから靴を投げて返すよ」 

友人：「わかった、じゃあどうぞ」 
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私：「ありがとう。サイズもバッチリだね」 

私は友人から靴を借り、小高い堀を駆け上がった。そして、堀のてっぺんから友人に向かってお礼

を述べながら靴を投げ返した。友人たちは手を振っており、私も手を振って彼らと別れた。 

堀を超えた先にあるプラットフォームにはすでに東京行きの列車が停まっていた。列車の表示は東

京ではなく、富山であったが方向が同じのため、私は迷わずその列車に乗った。するとそこで夢の

場面が変わった。 

次の夢の場面では、私は実家にいる愛犬と散歩をしていた。人気の少ない閑静な住宅地を散歩し

ていると、近くに川を架ける橋が見えた。散歩をするときはいつもあの橋を渡っている、とふと思った。

穏やかな太陽が優しく地上に降り注いでいる。 

愛犬と私はゆっくりと散歩をし、その橋の近くまでやってきた。するとそこで、ゴールデンレトリバーを

飼っている近所の人とばったり遭遇した。その人もちょうど犬と散歩中だったようだ。お互いの犬が

橋の横で戯れ始めた。近所のその方と私はその場で少し立ち話をしていた。 

話を終えてお互いの犬の方を見ると、二匹は遊び疲れたのかその場で昼寝をしていた。うちの愛

犬は小型犬であり、その方が飼っているゴールデンレトリバーのお腹の下にすっぽりうずくまる形で

昼寝をしていた。その光景は微笑ましく、私はそっとしておこうと思った。いや、もうここで愛犬とお別

れをしないといけないと思った。 

私は近所のその方に、「うちの愛犬をよろしくお願いします」と挨拶をした。その方は微笑みながら、

「わかりました」と述べた。その返答を聞くことによって、私は迷いなく、川を架ける橋を一人で渡り始

めた。橋の上を数歩進んだ時、昼寝をしていた愛犬がおもむろに目覚め、橋の手すりの上をゆっく

りと歩いて私の後を追いかけてきた。 

その歩みはゆっくりだが、愛犬の表情はにこやかだった。私はその表情を見て胸が痛むような思い

になりながら、「お別れだよ。もうお別れなんだよ」と何度もつぶやいていた。そのようにつぶやく自

分の眼からは大量の涙がこぼれていた。フローニンゲン：2018/3/27（火）07:39　　 
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No.913: Reduction of Cognitive Load in Learning of Music Composition 

From today, I’ll start to investigate each music example in a book about music 

composition. When I focus on such an illustration, I’ll reduce my cognitive load by not to read 

text information. Delving into too much text info would hamper my learning. I just want to acquire 

structural patterns of music within each work in order to apply them to my future work at will. It 

is crucial for me to obtain those patterns as many as possible. Groningen, 10:33, Tuesday, 

4/2/2018 

2330. 活動的な朝  

夢に関する振り返りを終える頃には、フローニンゲンの街はすっかりと明るくなっていた。起床の時

と同じく、何羽かの小鳥が鳴き声を奏で続けている。いつもの鳴き声よりもどことなく元気があるよう

に思える。時刻はまだ七時半を過ぎた頃なのだが、赤レンガの家の横の通りには、道路を修復する

作業員がすでに一日の仕事を開始している様子が見えた。他の作業員はまだ来ておらず、その人

は一人で仕事を始めているようだ。早朝のこの時間帯から勤勉に働く人を見ながら、私も自分の仕

事を静かに進めていこうと思った。 

天気予報によると、今日は午後から小雨が降るらしい。今はまだ雨が降るとは思えないようなライト

ブルーの空が広がっている。今、目と鼻の先に一台のヘリコプターが通り過ぎていくのが見える。一

台だけだと思ったら、もう一台ヘリコプターがやってきて、近くの公園に着陸した様子を目撃した。ど

こか今日は活動的な朝だ。 

一人で道路の整備を始めていた作業員が砂利を運ぶ中型のトラクターを動かし始めた。その様子

を眺めながら、昨夜ふと、自分はいつまで日記を書き続けることができるのだろうか、と思ったことを

思い出していた。自分の人生を全うするその日まで、ごくわずかばかりでいいので毎日日記を書き

続けたいと改めて思った。しかしそこには、いつか日記を書くことが終わりを迎えるのだという何とも

言えない気持ちが自分の胸の内に渦巻いていた。 

今朝は何だか普段と違うように思える。それは外側の世界と内側の世界の両方においてである。赤

レンガの家に早朝の太陽の光が反射され始めた頃、道路の整備をする作業員の数が増えた。ちょ
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うど別の二人の作業員が歩いて現場にやってくるところを見た。これから本格的に一日の仕事が始

まるのだろう。 

今日私は、朝一番に協働プロジェクトに関する仕事を一つ行う。それが終わり次第、少しばかり作

曲理論の学習を進めようと思う。昨日から読み始めたウォルター・ピストンの“Counterpoint (1947)”

を今日も読み進めていく。昨夜の段階で二章を読み終え、今日も二章ほど読み進めたい。こうした

作曲理論の専門書は、あくまでも作曲実践の補助として活用していくという意思を再び明らかにし

た。こうした書籍を読んでいるだけでは決して作曲技術は高まっていかないのだ。こうした書籍を少

しずつ読む中で触れた知識を、作曲実践によって自らのスキーマに変換させていくことを行ってい

かなければならない。そうした実践は、今日は昼食後に一度行おうと思う。 

午後からは、デスクトップ上に保存されている美学に関する論文、そして成人発達理論と経営理論

を架橋する論文を読み進めていく。今日も読むことと書くこと、そして曲を作ることで形作られた一

日としたい。フローニンゲン：2018/3/27（火）08:02　　　　　 

No.914: For Tonic Days 

However melancholic the weather is, my inner world is always invigorated. Being aware of the 

briskness of today, I’ll start to work. Groningen, 08:01, Wednesday, 4/4/2018 

2331. くつろいだ午後に向けて 

先ほど協働プロジェクトに関する仕事を一つ終えた。その後私は、協働者とのこれまでの歩みを静

かに振り返っていた。一人の人間の仕事がどれほど小さいものに思えようと、それがこの世界に確

かな影響を与えているという実感。この実感は、先日に縁起と社会関与について書き留めていた日

記を思い出させてくれた。 

自分にできることをこれからも継続して行こうという気持ちが再び強まる。この社会への関与を継続

させていくためには、私は絶えず学び続け、絶えず自らの存在をより深めていかなければならない。

これは自分が望んでいることというよりも、もはや自分はそのように生きることを強く促されている。こ
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の促しに逆らうようなことはしない。絶えず絶えず学び続け、それをこの社会に還元していく。自分

にできる共有と関与を今後も続けていきたいと改めて思わされた。 

様々な協働者の方から、日本の桜の写真がメールで送られてくる。そうなのだ、この季節は日本で

は桜が満開の頃なのだ。日本のそうした状況とは対照的に、フローニンゲンの街はまだ寒さが残っ

ている。そして、曇りがちな日々が続いている。曇りの日々に加え、明日と明後日は雨が降る。 

しかしそうした天気であっても、日々が晴れ渡っているかのように感じられるのはなぜだろうか。自

分の内側の天気にも当然ながら曇りや雨の日がある。しかし、それでも光が絶えず差し込んでいる

ように感じるのはとても不思議である。 

今日は午後から少しばかりゆったりとした時間を過ごそうと思う。具体的には、昼食後すぐに作曲実

践に取り組んだり、ウォルター・ピストンの作曲理論に関する書籍を読み進めたりする。作曲に関す

る学習と作曲実践に並行して、今日は福永武彦氏の小説作品を久しぶりに読みたい。このところ福

永氏の全集を書斎の机の上に置きっぱなしにしている状態が続き、なかなかそれを読む機会がな

かった。 

今日は午後から時間を取り、福永氏の作品世界の中でゆっくりと呼吸をしたいと思う。明日からは、

四月の初旬に迫った「デジタルラーニングと学習環境」というコースの最終試験に向けての勉強を

始め、研究の方にも力を入れていきたいと思う。とにかく今日は、協働プロジェクトや研究とは関係

のないことに時間を使いたい。おそらくこうしたことが日々に充実感を与え、内側の世界の光を生み

出しているのだろう。フローニンゲン：2018/3/27（火）11:52　　　　　 

No.915: A Rough Sketch of My Next Research 

This is a rough sketch of my next research about the developmental processes of music 

composition skill. To investigate the developmental processes of understanding of composition 

theory, I need to prepare for a specific task by providing an excerpt of an actual music 

score. This design is a kind of case study. After setting a case, I’ll prepare for a couple of 

questions that correspond to the domains I want to investigate. For instance, one question 

examines the degree of understanding of melody, whereas another explores that for harmony.  
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Here, I need some help from experts to specify domains for research. I have to understand what 

kind of domains exist in music composition. Then, I should make sure of the difficulty of the 

task. In order to determine the task difficulty, I need to learn basic psychometrics and test 

theory. Groningen, 11:11, Wednesday, 4/4/2018 

2332. 深い休息 

午前中は晴れ間が顔を覗かせていたが、昼食後から少し雲が出始めた。昼食前に近くのスーパー

に買い物に行った時、晴天の清々しさが心地よかった。今は少し雲が出てきているが、鬱蒼とした

感じはなく、むしろ落ち着いた天気のように見える。ちょうど先ほど仮眠を取り終え、再び午後からの

活動に取り掛かり始めたところである。 

先ほどは仮眠の中でサトルな意識状態のみならず、夢を見ない深い意識状態であるコーザルの意

識状態にあった。ここ最近は、協働プロジェクトや学術研究に取り組むことに午前中の時間を充て

ることが多く、実際に昼食後まで少しばかり慌ただしいことが多かった。そうした日の仮眠時の様子

を振り返ってみると、常に覚醒意識の状態にあったのではないかと思う。深い意識状態に入ること

ができず、常に覚醒状態のまま仮眠を行っていたというのがここ最近であった。 

今日は昼食後から少し落ち着いた時間を過ごせることがわかっていたこともあってか、先ほどは仮

眠中に心身がくつろいでいた。夢を見ない深い意識状態であるコーザルの意識状態というのは、

やはり心身をさらに一段深く休ませてくれる働きを持つと改めて思う。さらには、コーザル意識の特

徴として、それが本質的な治癒や変容を引き起こす場であることも見逃せない。 

早朝の八時から仕事を開始していた作業員の人たちがまだ路上で働いている。見えないところで

実直に仕事を進めていくことの大切さを彼らの背中は語っている。雲の切れ目から穏やかな太陽の

光が地上に降り注いでいる。その光はいつも以上に優しい。 

今日はこれから福永武彦氏の全集を開き、『水中花』という作品を読み進めていく。この作品は極め

て短いものであるため、次の『冥府』という作品まで読み進めることができるかもしれない。二つの小

説作品を読み終えたら一旦作曲実践に取り掛かる。 
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予定していた通り、昼食後にウォルター・ピストンの作曲理論書の二つの章を読み進めた。その内

容はまだまだ咀嚼している最中であり、むしろ理解できたことなど微々たるものだが、書籍から得ら

れた感覚的なものを午後からの作曲実践に活かしたいと思う。作曲がひと段落したら、デスクトップ

上の学術論文を読み進めていく。昨夜に改めて感じたことだが、脳が休息を求め始めたら素直に

休むことが賢明だ。そうした状態で無理をして読書や創作行為に打ち込むのは賢明ではない。 

夜の時間に脳から休息のサインが出たら、それに従う形で早めに就寝するような生活態度を確立し

たいと思う。日々のあり方を意識的に組成する形で、心身に最適な休息を与えながら絶え間ない実

践を続けていく。フローニンゲン：2018/3/27（火）14:35　　　　　　 

No.916: Note for My Research 

In addition to investigating the developmental processes of understanding of music composition 

theory, I want to explore the relationship between the degree of understanding of composition 

theory and that of complexity of an actual music work that learners create. I’m curious about 

whether there is a correlation between them. I hope to conduct a series of research from this fall 

to investigate both developmental processes and the relationship. Groningen, 11:16, Wednesday, 

4/4/2018

2333. 虚構と真実なるもの及び軟禁状態について 

時刻は夕方の五時に近づきつつある。天気予報とは異なり、結局まだ雨が降っていない。先ほどま

では時折顔を覗かせていた太陽もなりを潜めて、今はうっすらとした雲に覆われた空が広がってい

る。今日は起床時からこの時間帯にかけて、継続的に不可思議な意識状態にあるように思う。日常

の意識を超えた意識を持って日常を生きるということ。そのような形で今日という一日の時間の中に

生き続けている自分がいる。 

仮眠を終え、先ほどから今にかけて、福永武彦氏の小説を読んだ。『水中花』と『冥府』の二作を続

けて読んだ。130ページほどを一気に読み進め、気づけば小説世界からこちらの世界に戻ってきて

いた。はて、小説世界というものは何なのだろうか？ということを考える。福永氏の作品世界の中で
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私は確かに生きていたのだ、という強烈な実感がある。それはこの世界で生きること以上のありあり

とした生の実感を伴っていた。 

小説世界というのは虚構の世界なのでは決してない。そんなことを思う。仮にそこで展開されている

物語それ自体が虚構の産物だとしても、その物語を読むことによっていざなわれる世界でのあのあ

りありとした実感は現実感に満たされている。 

いや、そもそも小説で展開される物語というものが虚構の産物であるとみなすのもどこか乱暴のよう

に思える。一人の生きた人間が生み出す創造物が真の虚構の産物になりうるのだろうか。虚構でな

いものが即真実なるものであるとは限らず、真実でないものが即虚構なるものであるとは限らない。

虚構と真実なるものとの区別は曖昧であり、それらを明確に区別することは不可能なのではないか

と思う。今この瞬間に感じている不可思議な意識状態は、もしかすると虚構と真実なるものの中間

地点に自分がいることを示唆しているのかもしれない。 

雨を待っている自分がいる。今日は本当にこのまま雨が降らないのだろうか。 

欧州でのこの二年間を振り返ってみると、ふと自分が軟禁状態にあることに気づく。こうした状態は

意図的に生成されたものであり、なおかつそれを望んでいる自分がいることは間違いない。外に出

かけることは最小限であり、極力自宅から外に出ないようにしている。よほどのことがあれば大学に

行き、人に会う。そんな生活をこの二年間送ってきた。いや振り返ってみると、似たような生活をこの

10年ぐらい送っているかもしれない。こうしたあり方は欧米での生活に限ったことではなく、日本でも

見られたことだったのだと改めて思う。 

「軟禁」という言葉の意味を調べてみたところ、そこに肯定的な意味合いが含まれていることを初め

て知った。辞書によれば、「身体の自由を認めながらも、外部との接触を制限すること」とある。私が

自らに課しているこうした生活態度は、身体の自由のみならず、精神の自由を認めた上での外部と

の接触制限なのだと思う。欧州に来てからこうした生活態度をより意識することによって、外部との

接触を断てば断つだけ、自らの心身が解放されていくことに気づく。 
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そして何よりも大切なのが、外部との物理的な遮断が、精神的な次元においてこの世界への強い

関与を私に促し始めたことだろう。こうした軟禁状態がこの先どれだけ続くのかはわからない。だが、

そうした状態が続けば続くほどに、私が行うこの世界への関与は増していくように思うのだ。 

雨はまだ降らない。いつから降り始めるのだろうか。フローニンゲン：2018/3/27（火）17:16　　　　　　 

No.917:Research Progress 

How lucky I was because it just started to rain once I came back to my apartment. I had a 

meeting with my thesis supervisor today. We talked about the progress of my research and next 

steps. Especially, his advice to encourage me to delve into the analyses I’ve done already was 

very helpful. Until the next meeting, I’ll examine the correlation between the metrics I 

chose. Then, I’ll combining two or three metrics for multiple regression analysis. So far, we 

decided not to expand the data analysis to examining leaners’ online comments. Groningen, 

17:38, Wednesday, 4/4/2018 

2334. ⼩⿃の鳴き声から始まる朝 

今朝は六時前に起床した。昨夜、いつもより15分ほど早く就寝したためか、普段より目覚めが早かっ

た。それでいて起床時の心身の状態も普段以上に良いように感じる。わずか15分だけ早く就寝す

ることがこうした差をもたらすことに少々驚く。昨夜早めに就寝したのは、脳が休息を求めるサインを

出し始めたら、読書をしたり創作活動に従事することをせず、素直に脳に休息を与えようという考え

が昨日の午前中に芽生えていたからだろう。 

早めに就寝することは結果として、自分の心身に好影響をもたらすことが明確になったので、今日

からはこれを習慣にしたいと思う。その日になすべきことを行ったら、そこから追加で何かに従事し

始めるのではなく、すぐに休息をするという習慣を確立したい。 

今朝は起床時から数羽の小鳥が美しい鳴き声を発し続けている。今も彼らの声が聞こえる。今は外

が闇に包まれているため、小鳥の姿を見ることはできないのだが、彼らの鳴き声からその姿を想像
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している。しばらく小鳥の鳴き声に意識を集中していた。どうも鳥の鳴き声には意識を変容させる力

があるようだ。 

天気予報を確認すると、今日はこれから雨になる。早朝に一件ほど、協働プロジェクトに関するオン

ラインミーティングがある。厳密には、こちらに関してはまだ正式なプロジェクトになっておらず、その

前段階である。今日はこれからその打ち合わせに向けた準備を再度行おうと思う。この打ち合わせ

が終わり次第、大学のキャンパスに行き、プログラム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。その目的は、私の近況とプログラム全体の進捗状況を報告することだ。マスカレノ

教授とは「システマティックレビュー」のコースでお世話になって以来であるから、二、三ヶ月ぶりに

会うことになる。 

早いもので現在所属しているプログラムも終わりに差し掛かりつつある。マスカレノ教授とのミーティ

ングが終われば、その足で「デジタルラーニングと学習環境」のコースの最後のクラスに参加する。

今日はグループ課題に関するプレゼンを行う日だ。課題に一緒に取組んでいるハーメンがプレゼ

ンを担当してくれることになっているため、私はその資料作りに専念していた。 

今朝はプレゼンに向けた準備をする必要もなく、クラスには気楽に参加できるだろう。クラス終了後、

キャンパス内のカフェで昼食を摂り、当該コースの最終試験に向けた勉強を本格的に始めようと思

う。試験は二週間後に行われるため、比較的時間に余裕があるが、日本企業との協働プロジェクト

に関する仕事がいくつかあるため、試験に向けた勉強は前倒しで進めておく必要がある。 

コースを担当するミヒャエル・ツショル教授から送られたサンプル問題を見ることから始め、そこから

講義資料を全て見返し、合わせて講義で取り上げられた論文を読み返そうと思う。辺りはまだ闇に

包まれているが、今日の活動をゆっくりと始めていこうと思う。フローニンゲン：2018/3/28（水）06:38　　　　　　 

No.918: Hierarchical Complexity in Music Composition 

I hypothesize that learners for music composition have different developmental paths in distinct 

domains in composition skills. For instance, the developmental process of modulation may be 

different from that of harmony. I’ll investigate the degree of differences in diverse domains in 

music composition. If I revealed any differences, the finding would be helpful for teaching.  
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For example, I may find that understanding and applying modulation is more difficult than doing 

harmony, then I could provide some practical implications considering the difficulty. Also, there 

might be some differences between understanding modulation and applying it. All of the 

developmental processes will be examined from the perspective of hierarchical complexity. 

Groningen, 18:13, Wednesday, 4/4/2018 

2335. 今朝方の夢と静かな充実感に向かって 

小鳥の鳴き声がパタリと止んだ。早朝の闇に包まれた空が少しずつダークブルーに変わりつつある。

乾いた道路を走る一台の車の音が聞こえる。今朝方見た夢は印象的だったのだが、それはあまり

良い印象を私に与えない。 

夢がどのように終わりを告げたかを特に覚えている。夢の中で私はアパートの一室にいて、小中高

と一緒だった幼馴染の女性とダイニングで話をしていた。そのアパートの前には公園があり、私たち

がいるダイニングの窓からその公園を眺めることができる。私たちは昔の思い出話をしており、話を

することによって昼食までの時間をつぶしていた。 

ダイニングから公園の方を見ると、そこには何人かの西洋人がいた。どうやら私は彼らと顔見知りの

ようであり、また彼らは私たちと昼食を共にする予定になっているようだった。引き続き私は旧友の

女性と話を続けていたが、昼食時を迎えても、公園にいる彼らは一向に部屋に戻ってこようとしなかっ

た。そこからしばらく経ってもまだ戻って来る気配がなかったため、再度ダイニングの窓から公園を

眺めると、彼らは公園でバーベキューを始めていた。 

彼らとの事前の約束では、今私がいるダイニングで昼食を一緒に摂ることになっていたはずだった。

結局いつもの昼食時よりも一時間以上も待たされた挙句、私たちには何も告げないままバーベキュー

を始めている彼らに対して、どこか憤りの感情を覚えた。 

私は思わずダイニングの窓を開け、彼らに向かって英語で罵倒した。彼らは驚いた表情を見せ、謝

罪をし始めた。謝罪を受けてもあまり腹の虫が収まらなかったが、私は窓を閉め、旧友と共に当初

の予定通りにピザを食べることにした。怒りの感情が冷めないまま夢から覚めた。 
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外の世界に耳を澄ませると、再び小鳥の鳴き声が聞こえ始めた。今日は昼食を大学のカフェで摂っ

た後に、髪を切りに行く。これまでお世話になっていたロダニムは燃え尽き症候群を患ってしまい、

結局もう半年以上仕事に復帰できていない状況が続く。その後にお世話になっていたケヴィンは独

立し、新しく店を構えるようだ。彼の新たな店は自宅から少し遠いこともあり、結局これまで行ってい

た美容室を変えることはなく、別の美容師にお願いすることにした。 

今日から担当してもらうのは、前々から挨拶をすることがよくあった、人の良さそうなメルヴィンという

美容師だ。散髪を済ませた後は、行きつけのチーズ屋に立ち寄り、よく発酵されたチーズといつも

のナッツ類を購入する。自宅に戻ってからは、福永武彦氏の全集を開き、夜の三部作の続きである

『深淵』という作品を読みたい。そこから就寝に向けては、作曲実践と「デジタルラーニングと学習環

境」のコースの最終試験に向けた文献の再読を交互に行っていこうと思う。今日もまた静かな充実

感を感じられる日になるだろう。フローニンゲン：2018/3/28（水）06:38　　　　　　 

No.919: Max Reger’s “Modulation (2007)” 

I was surprised at how profound modulation is. While reading Max Reger’s “Modulation (2007),” I 

was deeply impressed by the universe of modulation. My jubilant feeling toward modulation 

became enhanced. I’m convinced that I can acquire robust structural patterns within music by 

learning from actual examples in the text book. Groningen, 21:23, Wednesday, 4/4/2018 

2336. マスカレノ教授との久しぶりのミーティング 

午前中、自宅を出発しようと思った頃から小雨が降り始めた。夕方の四時においても小雨が降り続

けている。この雨は激しくなく、とても静かな雨だ。今日はあいにくの天気だが、なぜだか早朝から

心が躍るような気分だった。まるで春が私の目には見えないところで踊っているかのようであり、そ

れが私の心に影響を与えているかのようだった。 

今はもう自宅に戻り、この日記を書斎の中で書き留めている。この瞬間においても小雨が降り続け

ているのだが、今日は本当に心が明るい。小鳥の鳴き声ではなく、小雨のささやきを聞きながら、今

日のこれまでを振り返っていた。午前中にプログラムコーディネーターのマイラ・マスカレノ教授とミー

ティングを行った。 

© YOHEI KATO 2018 !26



チリ出身のマスカレノ教授は、いつも親身に私をサポートしてくれる。彼女が長を務める現在のプロ

グラムには私しか学生がいないことも影響しているのかもしれないが、マスカレノ教授とはこれまでも

お互いの近況を報告するようなメールやミーティングを行ってきた。だが、年末の「システマティック

レビューの執筆方法」のクラス以降は、直接に会って話をする機会はなかった。私も年末年始は日

本に一時帰国し、私がオランダに戻ってきたタイミングでマスカレノ教授はチリに一ヶ月ほど帰って

いた。 

今日は数ヶ月ぶりに直接会って話をする機会に恵まれた。研究インターンシップの進捗状況、そし

てミヒャエル・ツショル教授の支援のもとに行っている研究の進捗についてまずは話をした。その後、

インターンやツショル教授との研究だけではなく、五月と六月に行われる二つの国際学会で研究発

表をすることを伝えた。前者はアムステルダムで行われる国際ジャン・ピアジェ学会での発表であり、

後者はロンドンで行われる国際学習科学学会での発表だ。 

すると偶然ながら、マスカレノ教授もアムステルダムでのピアジェ学会で発表することが決まってい

るそうだ。二人が揃ってこの学会で発表する機会を得られたことはお互いにとって嬉しい知らせで

あり、各自がどの日に発表するのかを確認しあった。私は6/1の最後の最後に発表をする枠が割り

振られており、マスカレノ教授は6/2の昼食前に発表する機会が割り振られているようだ。この学会

には、昨年私がお世話になっていたサスキア・クネン教授もゲストスピーカーとして登壇することに

なっている。 

また、新ピアジェ派、ないし「新・新ピアジェ派」に区分されるであろう発達科学者も世界中からこの

学会に参加するため、この三日間の学会が今から非常に楽しみである。その後、以前からマスカレ

ノ教授から依頼のあった、当該プログラムに対するコンサルテーションの話に移った。「コンサルテー

ション」というと少し大袈裟かもしれないが、マスカレノ教授は常に私にこのプログラムをさらにより良

いものにしていくための助言を求めていた。 

プログラムで提供されているコースの質とプログラム構成については、私は大変満足しているのだ

が、二人の焦点はやはりこのプログラムへ入るための選考基準に当てられた。留学生のみならず、

オランダ人を含めて、このプログラムに昨年入学したのは私一人である。このプログラムへ応募した

者は何人もいたそうだが、とりわけ統計学の知識の不足を理由に、その他の全員は入学を認めるこ
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とができなかったという背景がある。今年も何人かの応募があったそうだが、軒並み全員が同様の

理由で不合格になっているそうだ。 

フローニンゲン大学の社会科学系のプログラムは、かなり厳格な科学トレーニングを課すことをミッ

ションに掲げているため、そうした厳しい選考基準になっている。だが、マスカレノ教授曰く、教育科

学のこのプログラム（実証的教育学）に関しては、独自の基準を設定しようかと考えているそうだ。 

まず私に意見を求められたのは、事前に課せられている統計学の知識がこのプログラムを進めて

いく上でどれだけ必要だったのかということだった。確かに、最初の学期に履修した一つのコース

においては統計学の知識が要求されたが、それは必要最低限のものだったように思う。私は過去

に二度連続してフローニンゲン大学から不合格通知を受けており、二回目の不合格通知を受けて

から、米国ジョンホプキンス大学が提供している統計学に関するMOOCを二つほど正式に受講した

り、英国ケンブリッジ大学に行って応用的な統計手法とRプログラミングについて集中的に学んでき

た。 

そうした準備を経て、今このようにしてフローニンゲン大学にいる。そこで学んできた統計学の知識

やRのスキルは確かにこのプログラムを進める上で大いに役立っているが、仮にそれがここまでの

水準ではなかったとしてもプログラムの完遂にはさほど問題ないように思える。事実、最初の学期に

履修したコースの課題でRを用いているのは私だけであり、後の60人ぐらいの受講者はSPSSを用い

て統計分析を行っていた。また、最終試験そのものに統計学的な知識がそれほど要求されることは

なかったことも考慮すると、入学段階でそれほど厳しい基準を設ける必要もないのではないかと思う、

と話した。 

「ありきたりな表現かもしれないが、このプログラムで学ぶ動機と情熱が最も重要だと思い、それを重

視する形で、統計学の基準は少し緩めてもいいのではないか」とマスカレノ教授に提案した。また、

「もし統計学の基準をあまりに満たしていない場合、pre-master program（修士過程に行くための準

備プログラム）で統計学のコースを履修するように勧めるのがいいのではないか」とも提案をした。 

実際に、昨年も二名ほどの留学生がこのpre-master programに進んだらしいのだが、全員そこでも

単位が取れなかったそうだ。二人とも自国からわざわざフローニンゲンに来てこのプログラムに参加
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していたそうであり、単位が取得できなかったことはマスカレノ教授にとっても心が痛かったそうだ。

この間進路相談を受けたスコットランド人のカルムであればこのプログラムについていけるだろうし、

問題なく修了できるように思う。このプログラムが全て英語であることを考慮すると、もしかすると英語

に関してはネイティブであるかそれに準ずるレベルが必要であるようにも思う。 

また、そもそも教育科学の他のプログラムともう少し差別化を図る必要があり、「実証的教育学」の魅

力を伝えるようにすれば、オランダ人の学生にも応募してもらえるのではないかと思う、とマスカレノ

教授に伝えた。大学院のプログラムをコーディネートすることはなかなか難しいのだと改めて思わさ

れた。フローニンゲン：2018/3/28（水）16:35　　　　　　 

No.920: Toward Doctoral Work 

I want to bridge diverse scientific fields (i.e., developmental, educational, and complexity science) 

and music education. In particular, I’ll delve into education for music composition. I need to have 

a large picture and decompose it into smaller parts that correspond to one study. I hope to 

investigate this theme for my doctoral dissertation. I’ll make a sophisticated research plan. 

Groningen, 07:13, Thursday, 4/5/2018 

2337. 素晴らしき出会いより 

今日は昼食を大学のカフェで摂り、その後フローニンゲンの街の中心部で髪を切った。行きつけの

理髪店に行き、今日から新しい美容師に髪を切ってもらうことにした。彼の名前はメルヴィンという。

いつもは常に満席のこの理髪店も今日はあまり人がいなかった。昼の二時という時間がそうさせて

いたのかもしれない。 

理髪店に到着すると客は私しかおらず、メルヴィンと挨拶を交わし、早速彼は飲み物の注文を取っ

てくれた。私はこの理髪店のエスプレッソを好んでおり、いつも通りそれをお願いした。エスプレッソ

を受け取り、メルヴィンは満面の笑みを浮かべながら、会話を切り出した。 

メルヴィン：「実は来年の三月に日本に行くことになってるんだよ。ヨウヘイが日本人だということを

知っていたから前々から話したくてね」 
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そこからメルヴィンと私は日本に関する諸々の話をした。メルヴィンが来年の三月に四週間の休み

を取って、東京、大阪、京都に行くということだったので、それらの都市の見所などを自分の知って

いる範囲で紹介した。話の随所から、メルヴィンが日本へ多大な敬意と関心を持っていることがわ

かり、こちらも嬉しくなった。そうした純粋な喜びの感情を見てみると、やはり自分の根幹には絶えず

日本人としての魂が宿っているのだと思う。 

そこからも引き続き日本に関する話をしたが、私がメルヴィンに対して感銘を受けたのは、彼が哲学

的な深い洞察を持ちながらこの世界を生きていることだった。メルヴィンが切り出したテーマとして

印象に残っているのは、「情報・知識・叡智の差異について」「内的世界をないがしろにし、外的世

界にだけ意識が向かう現代人」など、私が普段から問題意識を持っていることと同じことをメルヴィン

も考えているようだった。 

それらのテーマについて話が多いに盛り上がり、今日初めて話をした間柄だとは思えなかった。メ

ルヴィンの父はオランダ人であり、母はインドネシア人ということもあり、日本以外のアジア諸国には

何度か訪れたことがあるそうだ。 

メルヴィンの言葉一つ一つに彼の存在が体現されている感じがしており、その辺りについても話題

として取り上げてみると、身体と心のつながりについて関心を長らく持っているとのことであった。今

はもう踊っていないそうなのだが、彼はヒッポホップダンスを長くやっていたそうだ。そうしたことも心

身のつながりに対して関心を向かわせたことに関係しているだろうし、一人の表現者として踊り続け

ていたことが、彼の言葉に自己の存在を体現させることにもつながっているのかもしれないと思わさ

れた。 

メルヴィンとの対話から、私は随分と考えさせられることがあり、今日は髪を切りに行くだけのつもり

だったのだが、本当に素晴らしい対話をすることができたことに感謝している。次回もまたメルヴィン

に髪を切ってもらおうと思う。私はもしかしたら、この秋から再び米国に戻る可能性があり、メルヴィ

ンが日本を訪れるのは来年の三月であるため、そこでの体験がどのようなものであったかを聞くこと

ができないかもしれないことは残念だ。だが、秋までの期間にあと何回か対話をする機会があるの

で、その時間を大切にしたいと思う。 
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メルヴィンとの素晴らしい出会いに感謝しながら、明日に向かって今日の残りの時間を大切に過ご

していこうと思う。フローニンゲン：2018/3/28（水）17:52　　　　　　 

No.921: Serene Zest 

Groningen has been gradually like spring. This season lets us feel the serene zest of all forms of 

life. Groningen, 08:05, Friday, 4/6/2018 

2338. 新たな一日  

今朝は六時前に目を覚まし、六時過ぎから一日の活動を開始させた。今は雨は降っておらず、辺り

はとてもひっそりとしている。昨日の早朝に引き続き、小鳥の清朗な鳴き声が闇の中にこだましてい

る。今日は昼前から雨が降り始めるらしい。天気予報を確認すると、ここから一週間以上晴れマーク

の無い日が続く。曇りか雨の日が長く続くようだ。 

今朝方見ていた夢の記憶がどんどんと遠のいていく。わずかばかり印象に残っているのは、夢の中

で昨日実際に会った美容師のメルヴィンが現れていたことである。彼と何か話をしていたことがかす

かに記憶に残っている。改めて、昨日のメルヴィンとの出会いについて振り返っていた。 

以前から店の中で強い存在感を放っていたメルヴィンは何かと気になる存在ではあった。メルヴィ

ンが昨日何度か述べていた「直感（gut feeling）」に従ってみたとき、お互いに何か相通じるようなも

のがあるのではないかと前々から私は思っていた。 

実際に昨日話をしてみて、その直感が正しいことがわかった。「直感」「内的世界と外的世界」「感情

表現」「旅としての人生」という主題を対話の中で取り上げたのは、米国西海岸のベイエリアに住ん

でいた頃以来のことかもしれないとふと思った。道としての人生と流れとしての人生が交差を始め、

道かつ流れの人生に変貌を遂げていく。今日もそうした人生を構成する大切な一日となる。 

「デジタルラーニングと学習環境」のコースが昨日に終わり、今日からは最終試験に向けた準備に

取り掛かりたい。まずは課題論文と課題テキストの本質的な箇所だけを読み返すようにし、その箇

所を自分の言葉でまとめ直すという作業をしていく。ここでは深く文献を読み直すというよりも、文献

の全体像及び重要箇所を把握し直すということを心がける。今日は午前中に協働プロジェクトの打
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ち合わせがあり、その前後には少しばかり過去の日記記事を編集したいと思っている。そのため、

最終試験に向けた学習は午後から取り組むことになるだろう。試験の日から逆算する形で、簡単な

学習計画を立て、それに沿っていく形で、文献を少なくとも四、五回読むようにしたい。 

協働プロジェクトと最終試験に向けた学習に合わせて、今日も作曲実践にゆっくりと時間を充てよう

と思う。ここ数週間はモーツァルトとベートーヴェンに範を求めることが多く、昨日からショパンの曲を

参考にしていみたところ、それが新たな刺激となり、多くの発見を得た。同じ作曲家だけに範を求め

続けるのではなく、このように変動性を与える形で他の作曲家を参考にすることを織り交ぜていくこ

とは実り多いと思った。今日から数日間はショパンの作品を参考にしようと思う。フローニンゲン：

2018/3/29（木）06:36　　　　　　　 

No.922: Psychological Projection 

When I notice someone’s projection onto me, does that also represent my projection? It is still 

difficult to distinguish other’s projection from mine. Yesterday, I experienced severe projection 

from someone else. I’m wondering whether that is purely the person’s projection or the 

concoction of both ones. Groningen, 08:19, Friday, 4/6/2018 

2339. 旅人のような風 

今朝は相変わらず寒い。室内にいても足元から寒さがやってくる。そのため、暖房の設定温度を少

し上げることにした。今朝の寒さにもかかわらず、ここ数日と同じく、目の前の道路には工事に取り

掛かっている作業員たちの姿が見える。今朝も八時前から彼らは仕事を開始していた。暖かい格

好をし、ニット帽をかぶりながら彼らは仕事に励んでいる。こうした寒さにあって、彼ら以外にも数多

くの人たちが通勤や通学に向けて自転車を走らせている姿が見える。私もこれから一日の仕事に

取り掛かろうと思う。 

コーヒーカップのぬくもりを手の平で感じ、温かいコーヒーを飲みながら、今日の仕事について少し

ばかり考えていた。昨日、今年の六月にロンドンで行われる国際学習科学学会の担当者から一通

のメールが届いた。提出した論文を冊子にするために、最終修正を施してほしいとのことだった。特

に大きな変更は必要ではなく、審査の過程で執筆著者は伏せることになっていたので、私を含めた

© YOHEI KATO 2018 !32



三名の著者の情報を載せる。それ以外には、ワードのフォーマットを整えるぐらいで済みそうだ。今

日は夕方にこの作業を完了させ、その担当者に返信のメールをしておきたいと思う。 

考えてもしょうがないのだが、来年の今頃はどこで何をしているのかを考えている自分がいた。来年

の今頃は米国で過ごしているのだろうか、それとも欧州に残っているのだろうか。そして、どのような

取り組みに従事しながら日々を過ごしているのだろうか。明白なのは、米国であろうが欧州であろう

が、日記と作曲を続けていることだけは確かだ。だが、逆に言えば、確かなことはそれくらいしかな

い。 

強いてその他のことを挙げるとするならば、日本企業との協働プロジェクトにはいくつか携わらせて

いただいているように思う。しかし、それらのプロジェクトをどのように進めているかは見えないことが

多い。それ以外の事柄は本当に未知だ。そうした未知な未来の中で、日記と作曲があるということ

は私にとって救いなのかもしれない。それら二つの営みがあれば、この世界のどこで何をしていて

も、日々を確かな足取りで歩いていけるような気がする。 

かすかな風が吹いている。それは、フローニンゲンの街をゆっくりと通過していく旅人のように思え

る。もしかするとこの風と同じように、自分もまたそうした旅人なのかもしれない。ゆっくりと吹き抜ける

風のように、これからゆっくりと今日の仕事に取り掛かろうと思う。フローニンゲン：2018/3/29（木）

08:34　　　　　　　　 

No.923: Emotional Charge and Objectification 

After reflecting on the distinction between others’ projection and mine, emotional charge would 

be key to distinguishing them. If my emotional charge is rather high at that moment, it might be 

the sign that I’m entrapped by my projection. Objectification of the situation and myself is a key. 

Groningen, 09:53, Friday, 4/6/2018 

2340. 雨上がりの夕方に 

天気予報とは裏腹に、午前中は雨が一切降らず、午後もこのまま晴れなのではないかと思ってい

た。すると、昼食を摂り終えた後から急に天気雨のような激しい雨が降り始めた。しばらく雨は降り
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続け、夕方の五時を迎えた今は再び晴れ間が広がっている。とても不思議な空模様だ。どうやら今

日は夜までこのまま晴れるようだ。 

深夜から明日の朝方にかけて雨が降り、明日もまた午後からは天気が良くなるらしい。今日は昼食

前から、「デジタルラーニングと学習環境」のコースの最終試験に向けた学習を開始した。試験範

囲になっている書籍と論文の三分の一をもう一度読み返した。その際に、重要な箇所をワードにま

とめていくことをした。試験範囲になっている文献を隅から隅まで読んでいては、いくら時間があっ

ても足りない。そのため、その文献の中で外せない論点、概念、発見事項などを押さえていく読み

方を採用していくのが賢明だ。 

今日はこれからもう一本ほど論文を読み進め、残りの時間は自由に使いたい。最後に目を通す論

文は、生態心理学を取り扱ったものであり、具体的には、ジェームズ・ギブソンのアフォーダンスの

考え方とドナルド・ノーマンのアフォーダンスの考え方を比較した上で、著者の独自の考え方を説

明しているものだ。この論文を読む際のポイントは明白であり、アフォーダンスに付したギブソンの

独自の定義、ノーマンの定義、著者の定義をそれぞれ押させていくことである。この時、それぞれの

定義に対して具体例を考えることを行っていけば、三者の違いがより明確になるだろう。 

今日はこれからこの論文を読む。明日はもう三分の一ほどの文献を同様のやり方で読み進めていく。

どの文献に対しても今回は二度目の読みとなるが、一回目に読んだのが一ヶ月以上も前のことで

あるため、今回の再読も細部に入った読み方はしないようにする。もう二、三回上塗りするように繰り

返し読み、その後に余力があれば細かな点も押さえるように読み返したいと思う。 

晴れ間が見え始めたこの時間帯に、明日明後日の取り組みについても簡単にまとめておこうと思う。

明日は、研究インターンの分析レポートを最終版にするように文章を改訂していきたい。来週の木

曜日に、ジャン・フォルカート博士とエスター・ボウマ博士との最後のミーティングがあり、そこで改訂

された最終分析レポートの内容について情報を共有する。このミーティングをもってして研究インター

ンも無事に終わりを迎えることになる。 

厳密には、四月の最終週にもう一度ミーティングがあるが、実質上は来週のミーティングが最後だ。

明日の取り組みで一番重要なのは、この分析レポートの執筆となる。明後日は土曜日ということもあ
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り、比較的ゆとりがある。午前中は自分の関心に沿った読書を行い、昼食後からは、再来週に迫っ

てきたワルシャワとブダペストの滞在に必要な各種の予約を済ませておきたい。 

できる限りフローニンゲンのローカル空港からワルシャワに行ける便を見つけ、航空チケットを予約

する。それに加えてホテルの予約を済ませておきたい。この二つの予約さえできれば、その他は何

か特別な準備をする必要などない。二つの都市に合計で八日ほど滞在する予定であり、一日に一

つか最大二つほど行きたい場所を訪れるようなゆったりとした時間の過ごし方をしたいと思う。フロー

ニンゲン：2018/3/29（木）17:33　　 

No.924: Spring Flute 

I’ve recently waken up with transparent and mellifluous voice of little birds every morning. In 

parallel with the lively ambience in the morning, the voice sounds like a spring flute. Groningen, 

08:34, Saturday, 4/7/2018 
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