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2561. 感性の鍛錬 

どこからともなく祝福の歌が聞こえてくるかのような一日が始まってからしばらく経つ。時刻は午前九

時を迎え、辺りは静かに活動的なエネルギーを表に出し始めた。今日のフローニンゲンの空は快

晴であり、自分の心の空もまた快晴である。雲ひとつない青空がこの街を覆っている。 

再び自分の内側の何かが決壊したかのように、書物や論文を貪るように読もうとする自分が生まれ

た。これからも引き続き文章を書くことに重きを置き続けるだろうが、今からしばらくはまた膨大な量

の文献を読んでいきたいと思う。自覚的な意識がそれをしようと思っているのではなく、意思の及ば

ない何かが私に書物を読ませるように働きかけている。その促しに逆らうことなく、そこに全てを委ね

る。 

来月の中旬に論文を提出したら、それを境に、私は再び膨大な量の文献を読むことを行っていき

たいと思う。そうした衝動を自分の中に感じる。 

昨日に、上の階のピアニストの友人と話したこと、そして小林秀雄の全集を読んだことが大きな刺激

となっており、少しばかり言葉を外に出す感覚が麻痺しているように思う。自分の内側にあるものを

深めていく際に、こうした刺激というものがいかに大切であり、尊いものかを知る。仮にそうした刺激

によって自分の何かが麻痺したのであれば、それは本当の刺激であったことの証しだろう。昨日得

られた刺激については、ゆっくりと咀嚼していけばいい。焦る必要は全くないのである。 

今日も旺盛な読書を行い、合わせて作曲実践を積極的に行っていく。作曲実践に関しては、とに

かく音楽言語に関する微細な感覚を養っていく。つまるところ、究極的に大切なのはその一点では

ないかとすら思えてくる。 

作曲に関する知識の拡充は非常に重要であるが、知識を拡充することの土台には感覚の鍛錬が

あるように思えてくる。感覚が知識に先行し、感覚の深まりが知識の深まりを促していく。何かそのよ

うな関係があるように見える。自分で作曲をする際には、とりわけ感覚を磨くような意識を持つ。ピア

ニストのその友人が述べていたように、例えば、V-VIの進行が引き起こすちょっとした驚きの感覚、

フラットとメイジャーの調が持つ独特の質感などを自分の感覚を通じて掴んでいく。 
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そうした感覚を自然言語を用いて文章として形にすることやデッサンとして表現することは、音楽的

な感覚を他の表現手段によって客体化させることにつながり、自分の内側の感覚がより豊かになっ

ていくだろう。つまり、これから私が意識するべき事柄は、音楽的な感覚を他の感覚に移し替え、そ

の作業を通じて音楽的な感性を養っていくことだ。 

音楽的なものを自然言語を通じた言葉にし、視覚的なデッサンとして残していくこと。とりわけそれら

の実践を意識したい。曲、文章、デッサンの全てを分離した実践として扱うのではなく、それらを一

緒くたに一つの実践として捉えていく。欧州での三年目の生活は、知性の鍛錬を継続することだけ

ではなく、とりわけ感性の鍛錬に焦点を当てたいと思う。 

それを行うことを促されている自分がいる。そのために私は欧州にもう一年残ることになったのだろ

う。フローニンゲン：2018/5/14（月）09:28 

2562. 言葉と感性の共時的深化 

早朝に引き続き、自らの感性を鍛錬する方法についてしばらく考えていた。明確な方法というもの

はないのだが、自分なりに手探りで諸々の実践をしている。また、そうした方法について改善するべ

きところや新たな着想はないかとあれこれ考えていた。日々の生活の中で接する音楽や絵画との

向き合い方をより意識的なものにしたいと思う。 

幸いにも、日々の生活の中に傑出した音楽や絵画が周りにたくさんある。それを軸として自らの感

性を磨いていきたいと改めて思う。当然感性を磨くための出発点として、何らかの観点が必要だ。

あるいは、音楽や絵画と接した時に引き起こされる感覚をもとに、観点を獲得していくような意識を

持つ必要もある。 

感性を養うためにもやはり観点というものが必要であり、刺激された感性から観点をまた広く深いも

のにしていくことが必要になる。直感的・感覚的・思索的であるということを全て三位一体として実践

していくことが求められる。 
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フローニンゲン大学で二年間ほど科学の世界の枠組みで思考することを要求されていた反動から

か、再び自分の関心が秘教的・神秘主義的なものに向かっている。秘教的・神秘主義的な思想や

実践方法について再度自分なりに探究をし、それを日々の創造活動の中に流し込んでいく。 

人間の知性すら疑う知性のたくましさを獲得していくことが迫られている。それは自分だけの話では

なく、現代人の多くに当てはまることなのではないかとふと思う。自らが発揮する知性がいかに脆弱

なものであるかを透徹な眼差しで見ることができるようなたくましい知性の存在。そうした知性の獲得

を望む。 

何を思ったのか、書斎の本棚から“Plato: Complete Works (1997)”を引っ張り出した。これは1800

ページに及ぶプラトン全集であり、数年前に購入してからまだ一度も全体を通して読んだことがな

い。ここで一つのことを思い立ち、明日の朝から新たな習慣として、本書を30-40分程度毎日素読し

ていく。直感的に、本書を 初から 後まで精読していくのではなく、音読を通じて身体的にそれと

触れることが何よりも大切だということがわかった。明日から本書の素読を新たな習慣にする。 

とにかく言葉を紡ぎ出す形で思索を深めていこうと思う。内側から出てこようとする思念を次から次

に形にしていく。もしかすると、成人期を迎えた今の私の感性というものも書くことでしか養われてい

かないのではないかと思う。ここから先に進むためには、何かを深めていくためには、兎にも角にも

書き続けていく必要がある。断続的に書いていては何も始まらない。とにかく書き続けること。 

そのようなことを考えていると、以前からぼんやりと考えていた、「言葉が言葉を生んでいく」という現

象について再び意識が向かった。どうやら言葉にも自己組織化現象が見られるようなのだ。問いが

問いを生むように、言葉が次の言葉を導いていく。こうした現象を「言葉の自己組織化作用」と名付

けるようにし、その作用を活用しながら自らの考えを深めていこうと思うに至った。 

また、感性はこうした言葉の自己組織化作用の力を借りながら、感性そのものの自己組織化を行っ

ていくのだと思うようになっている。つまり、一つの言葉が新たな言葉を生み出すのに並行して、一

つの感性が新たな感性を開いていく、そんな様子を見て取ることができる。 
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それが言葉と感性の共時的深化なのだと思う。欧州での三年目でやるべきことがあるとすれば、言

葉と感性の共時的深化とそれに立脚した創造活動だけだ。本当にそれだけだ。その他のことは二

の次だ。いや着手すらしない。フローニンゲン：2018/5/14（月）11:05 

2563. 技術と思想の修練 

今日は見事な晴天であった。夕方の七時半を迎えた今も、西日が燦々と地上に降り注いでいる。ど

うやら明日も同じような天気になるらしい。明日の朝から、今朝方書斎の本棚から引っ張り出してき

たプラトン全集を読み始める。 

今、机の右隅にその分厚い全集を置き、明日の朝からの素読を小さな楽しみにしている。1800ペー

ジの本書を一通り全て読み終えるのはいつ頃になるだろうか。毎朝数十分ほど読むことを習慣にし

ていけば、気づかない間にそれが実現されているだろう。過去の日記の編集と同様に、本書をゆっ

くりと読み進めていく。 

欧州生活も三年目を迎えようとしている今になって、ようやく自分の中にギリシャが入ってきた。もち

ろん、自分の中で共鳴するギリシャ的な何かを見出すことは大切であるが、自己の存在の中にギリ

シャを流し込むことによって、これまで気づかなかったものを浮かび上がらせることが自分に求めら

れているのかもしれない。 

あるいは、ギリシャを自分の内側に取り込むことによって、自らの新たな側面を自らで造形していく

ような要求を感じる。おそらく今回プラトン全集を読むことになったのは、何かの兆候であり、そして

また何かの促しでもあるだろう。 

ギリシャが少しずつ近づいてきた。当初の予定の通り、来年の春にギリシャに行けるかもしれない。

ギリシャへは行こうと思えばいつでも行ける。明日にでも飛行機に乗ってその地に行くことができる。

だが、重要なのはそこへ行く明確な必然性が自分の内側で芽生えることだ。明日からのプラトン全

集の素読はその芽生えに向けた 良の準備なのだと思う。この準備が終わり次第、ギリシャに足を

運びたいと思う。 
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そうした準備なしにギリシャに行っても何もならない。単なる観光のために世界を旅することなど随

分と昔に止めている。必然性のある場所に必然的に訪れること。それを大切にしたい。そうした旅だ

けが真に自己を深めてくれるのだと思う。 

今朝起床直後、自分の言葉の感覚が麻痺しており、全く言葉が出てこないという状態にあった。午

前中のある時間帯を境目に、そうした麻痺から回復し、今は自分の言葉の感覚を取り戻している。

友人のピアニストとの昨日の対話と小林秀雄全集を読み進めていたことが何か影響していたのかも

しれない。昨日その友人からいくつも興味深い話を聞いたが、ピアノの演奏を20年以上続けている

にもかかわらず、ここ 近技術的な飛躍を体験したそうだ。 

それを聞いて、ピアノ演奏の技術的な成長というのは実に長大な時間をかけて成し遂げられていく

ものであり、技術的な成長に終わりはないのかもしれないと思わされた。一方で、おそらくは技術的

なものをその個人の中で限りなく高度化していくと、いずれは思想的な成長がより重要なものとして

立ち現れてくるだろうと思った。 

友人の話を聞きながら、作曲に関しても全く同様だと気づく。とにかく私はまず作曲の技術を高めて

いかなければならない。それには本当に数十年の時間を要するだろうし、そこから先には思想的な

修練が待っている。とにかく技術を磨いていくこと。これを 優先課題としたい。 

技術的なものと思想的なものを育んでいくことに本当に終わりはなさそうだ。とりわけ思想的なもの

は、技術的なものよりも遥か彼方の世界にまで伸びているように思えてならない。夕日が少しずつ

西の空に近づいている。明日は朝から論文の執筆に集中しようと思う。フローニンゲン：2018/5/14

（月）19:55 

2564. ギリシャの接近 

ライトブルーの穏やかな空がフローニンゲンの街を覆っている。今朝は六時前に起床し、六時を少

し過ぎた頃から一日の活動を開始させた。 

今日から新たな習慣を始めた。昨日日記で書き留めていたように、“Plato: Complete Works (1997)”

を素読することを朝の習慣として始めた。本書は1800ページほどに及ぶ大著だが、起床直後の数
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十分間を用いて毎日少しずつ読み進めていきたい。プラトン、そしてソクラテスの思想世界がようや

く自分に近づいてきたのだと思う。 

これまでは全くもって離れた場所にそれらの世界があった。欧州での生活が三年目を迎えようとし

ている今この時期にプラトン全集を読み始めたことには何か意味があるに違いない。今朝方も早速

何ページが音読をしながら本書を読み進めていった。一日20ページずつ音読をしていけば、三ヶ

月で一読目が終わることに気づいた。 

これはまだ実現されたわけではないのだが、毎日少しずつ読み進めることによって、この大著を三ヶ

月足らずで読み通すことができるというのは驚くべきことだと思う。一気呵成に多く読み進めるので

はなく、コンスタントに前に進んでいくこと。それを大切にしたい。 

本書を読み始めたことによって、ギリシャの思想世界が自分に近づいてきていることを知る。それに

合わせて、ギリシャへ訪れたいという思いが静かに高まってくる。計画では、ギリシャへ足を運ぶの

は来年の春だ。その時にはギリシャと共にトルコにも足を運ぼうと思う。今からそのような旅行計画を

立てている。 

今年はそれ以外にも、ほぼ月に一度のペースでどこかの国に足を運ぶことになる。ここからの二ヶ

月間は学会のためであるが、それ以降は旅として様々な場所を訪れたいと思う。どれも長期間滞在

するのではなく、長くて10日ほどの旅、大抵は一週間ぐらいの旅になるだろう。 

旅を通じて自らを深めていくのと同時に、引き続き日々の探究活動を通じて自己を深めていく。昨

日も日記に書き留めていたように、技術的にも思想的にも深めていかなければならないことが数限

りなく自分の目の前に横たわっている。 

今日は午前中から論文の執筆を進めていく。先日は、以前研究インターンの際にお世話になって

いた二人の博士から論文に対するコメントをいただき、それをもとに論文を修正していた。その修正

は無事に終わり、ここからは文章の肉付けを行っていく。特にディスカッションのセクションとイントロ

ダクションのセクションの文章を拡張していく必要がある。 
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今日まず取り掛かるのは、ディスカッションのセクションだ。MOOCの講義に対してフラクタル分析を

行い、その結果として明らかになった種類の異なるフラクタル次元を持つ二つの講義をまず選ぶ。

できればそれら二つは隣接した講義であることが望ましい。講義が具体的にどのような内容を持っ

ていたのかを比較する際に、二つの講義が離れすぎているとそれが難しくなり、二つの講義が隣接

していれば、講義内容の連続性の観点からも多くの視点で比較が可能になるだろう。 

今日はまず分析結果をもう一度読み返し、これまで執筆したディスカッションの文章を読んだ上で、

新たな内容の文章を付け加えていきたいと思う。今日はとにかく論文の執筆に大いに集中する。フ

ローニンゲン：2018/5/15（火）07:16 

2565. 二つの世界が溶け合う時 

小鳥のさえずりが落ち着いた様子で響く時間帯になった。不思議なもので、自分の気持ちというも

のが時間の流れに応じて変化しているためか、起床直後に聞く小鳥たちの鳴き声と、起床後しばら

く経ってから聞こえる鳥の鳴き声は異なった質感をもって聞こえてくる。確かに、どのような時間帯に

小鳥の鳴き声を聞いたとしても、それが自分を落ち着いた気持ちにさせてくれることは間違いない。

だが、その感覚には時間帯によって差があるようだ。 

起床直後は、新たな一日を始めるにあたって、自分の世界の再創造に乗り出して行く前に、小鳥た

ちの世界の中にいるような気がするから不思議だ。つまり、目を覚まして即座に自分の世界を始め

るのではなく、一旦小鳥たちの世界の中に入り、そこから自分の世界における新たな一日を開始さ

せるような感覚がある。 

ある意味、起床時に小鳥の鳴き声を聞いてもたらされる落ち着きとは、自分の世界をいきなり始める

のではなく、小鳥の世界の中に入ることから生まれているのかもしれない。一方、起床後しばらく経っ

てからの小鳥の鳴き声は、自分の世界が開始されてからしばらく経ってから聞こえてくるものである

ため、それは自分の世界の中に深く入っていくことへの安心感をもたらすと言っていいかもしれな

い。より厳密には、自分の世界の奥に入って行き、そこで再び小鳥の世界を見出すような感覚だ。 

なるほど、起床直後は小鳥の世界の中で自己の世界を見出し、起床してしばらく経ってからは自己

の世界の中で小鳥の世界を見出すということが行われているのだろう。二つの世界が一つに溶け
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合う瞬間に、あのなんとも言えない安心感が持たされるのだ。小鳥の鳴き声を聞きながらそのような

ことをふと思う。 

今、昨日の作曲実践について少しばかり振り返っている。ここ 近は転調の技術を試すように曲を

作っている。技術を試すために曲を作っているような節もあるため、往々にして現段階で納得のいく

音を生み出すことが難しいことがある。作曲技術を高めていくことは 優先課題として私の眼の前

に存在しているが、技術を高める実践として曲を作りながらも、その曲が自分の中で納得感を持つ

ようなものにしていきたい。ここからは転調のみならず、再度メロディーやハーモニーの創出方法や

フーガの技法を学んでいく。フーガの技法に関しては、特に対位法が基礎にあるため、それをしっ

かり学んでいく。 

来月の中旬に論文を無事に提出することができたら、それらの技術項目についてより真剣に取り組

むことができるだろう。今は論文の完成に集中しながらも、作曲実践の方法を絶えず見直し、着実

に前に進んでいきたい。 

今もこの瞬間にバッハの音楽を聴いているように、やはりバッハの音楽を起点にしたほうがいいのか

もしれないと思う。これほどまでに毎日バッハを聴いているということは、自分の内側でバッハに共

鳴する何かがあるに違いない。それを探す意味でも、そしてそれを深める意味でもバッハの音楽に

対する理解を深めていく必要がある。バッハの楽曲に範を求めながら作曲実践を継続させ、徐々

にバッハの音楽に対する理解を深めていく。それは私の作曲技術を深めてくれるだけではなく、自

己そのものを深めてくれるだろう。 

小鳥たちが静かに鳴いている。その鳴き声は静かに自分を応援してくれているかのようだ。フロー

ニンゲン：2018/5/15（火）07:37 

2566. 本質理解に向けた諦念からの出発 

ちょうど今、過去の日記を編集し終え、以前作った曲にタイトルや解説文を付し終えた。これは毎朝

の大切な習慣の一つだ。過去に生み出した自分の文章と曲を再度捉え直すことから一日の活動が

徐々に始まっていく。どこかそれは儀式的なものですらある。 
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反復と差異の重要性。過去の自分が生み出したものに立ち返るという反復は、新たな差異を私にも

たらしてくれる。その新たな差異をもとに、また次の創造活動に向かって一歩を進む。そんなことを

毎日行っている。こうした日々が今後も続いて欲しいと願うばかりだ。 

ライトブルーの青空を眺めていると、心が本当に晴れ晴れとしてくる。天気が晴れなのだから、それ

は当然かもしれないが、晴れた天気を見て心が晴れてくるというのはまた面白い。雲が一切なく、爽

やかな風がフローニンゲンの街を吹き抜けていく。今日は昨日に比べて涼しい。 

昨日は少しばかり暑かった。暑かったと言っても、それはフローニンゲンにしてみればのことであり、

他の地域における暑さとはまた異なる。今日からはまた気温が下がるようであり、涼しい日が続く。 

今日はこれから集中して論文の執筆に取り掛かり、今日の午前中と午後の数時間を使って論文を

ほぼ完成させたいと思う。完全な完成はまだ先のことだが、もう何か新しい文章を付け足す必要が

ないところまで執筆を進めたい。もしかすると、イントロダクションをより密のある文章にするのは、明

日や明後日までかかるかもしれない。とりあえず今日はディスカッションのセクションに関して、それ

以上文章を追加する必要がないほどに書き進めていこうと思う。 

論文の執筆を午後四時ぐらいまで行ったら、街の中心部の古書店に足を運ぶ。数日前に書き留め

ていたように、神智学関連の書籍、とりわけブラヴァツキーの書籍を購入したいと思う。その他にも

改めて音楽書と哲学書が置かれているコーナーを確認し、何か目星の古書があればそれを購入し

たい。この古書店を訪れるのは久しぶりであり、店長のテオさんと話すことが今から楽しみだ。 

古書店で二時間ほど書籍を吟味したのち、フローニンゲンの音楽院に足を運ぶ。一昨日に上の階

に住むピアニストの友人と話す機会があり、今日の夜に彼女のコンサートが行われることを聞いた。

彼女の演奏を実際に聴くのは昨年の秋以来のことであるため、このコンサートもまた楽しみだ。その

音楽院にはハープシコードやピアノフォルテがあるようであり、それらの音色がどのようなものかを実

際に聴いてみたかったため、この夏あたりにでも、友人がそれらの楽器を練習する様子を見学させ

てもらおうと思う。 

今朝方、ちょうどブダペストを訪れた時の日記を読み返していた。そこには、西洋音楽を理解するこ

との難しさが書かれていた。これは西洋音楽に限ったことではなく、他の音楽にも当てはまることで
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あり、結局は音楽を超えて全ての事柄に当てはまることだと思った。確かに、西洋音楽を理解する

際に、西洋の文化を深く理解することは不可欠であるが、それを完全に理解することなどありえな

い。 西洋人ですらそれを深く理解しているとは思えない。私たち日本人が日本の文化を必ずしも

深く理解しているわけではないことと同じである。 

だが、そうした理解を限りなく深めていくことは可能であり、同時にそれには終わりがないことを知る。

西洋音楽一つ取ってみても、その文化的な理解を深めていくことは必須の要件であるが、文化の

理解に終わりなどないのだ。 

これは自己を完全に理解できないのと同じなのではないかと思う。何かを理解することに関して終

わりなどなく、ある意味、諦念の境地に至るまで対象を理解するように努め、諦念から再度出発する

のが本質理解に向かう道なのかもしれない。そのようなことを考えさせられる。フローニンゲン：2018/

5/15（火）09:36 

2567. 古書の購入 

今日は夕方の四時過ぎに自宅を出発し、街の中心部の古書店に向かった。昨日に引き続き、今日

も半袖で出掛けるにはもってこいの陽気であった。それにしても半袖を着て外出したのはいつ以来

であろうかとふと考える。明日の 高気温は今日よりも10度ほど低いため、再び長袖を着ることにな

るだろうが、今日は本当に良い天気であった。 

街の中心部に向かう 中、レンガ造りの家々が立ち並ぶ通りを歩いていると、家の外にソファを出し

て日光浴しながら読書を楽しむ人や、家の外に椅子を出して膝の上にパソコンを乗せながら勉強

をしている学生たちの姿を見かけた。暖かい日光そしてこの爽やかな風を考えれば、そうした行動

に出るのも無理はない。そうした光景はこの暖かさの有り難さを改めて実感させてくれる。 

街の中心部に近づくにつれて、いつも以上に多くの人の姿を見かけた。どうやらフローニンゲンの

街の中心部に移動テーマパークがやってきているようであり、そのせいで賑わっているようだった。

どこか街全体が祭りのような雰囲気である。目的地である古書店は街の中心部に位置しており、テー

マパークとなっている中央市場付近にある。久しぶりにこの古書店に足を踏み入れると、早速店主

のテオさんと挨拶をした。 
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今日はその後に友人のピアニストの演奏会に参加する予定であったため、一時間半という比較的

短い時間で古書を吟味する必要があった。この古書店に置かれている書籍を今日久しぶりに眺め

てみると、関心を引くものがかなりあることにすぐ気付いた。到底一時間半では吟味しきれないと思っ

たため、明日もまた足を運ぶことにし、それでも一時間半の中で今日購入するべき書籍だけを選ん

だ。結局今日は七冊ほど古書を購入することになった。 

店が閉まる時間まで店内にいたのは私一人であり、レジで書籍を購入する時に、店主のテオさんと

久しぶりに少し話をした。今日購入した書籍は、シュリ・ オーロビンドの書籍が三冊、ヘレナ・ブラヴァ

ツキーの書籍が二冊、ルドルフ・シュタイナーの書籍が一冊、アビダンマ思想の書籍が一冊であ

る。 この古書店に置かれている書籍の大半はオランダ語だが、英語の古書にも掘り出し物が沢山

ある。今日は選りすぐりのものだけを購入することにした。 

購入した書籍を見ると、今の自分の関心がどのようなところにあるのかがわかる。今日は早朝から午

後にかけて、非線形ダイナミクスに関する論文を執筆していたように、科学的な探究に多くの時間

を充てていたが、今の私の関心はもはや一般的な意味での科学にはほとんどない。 

明後日に再び科学的な論文を執筆していくが、明日は一日のほとんどを読書に充てようと思う。そ

の際には今日購入した書籍を旺盛に読み進めていく。フローニンゲン：2018/5/15（火）21:55 

2568. 友人の演奏会に参加して 

穏やかな風が吹いている。早朝のフローニンゲンの空には薄い雲がかかっていて、それがうろこ状

に見える。うろこの隙間から早朝の太陽の光がわずかばかり差し込んでいる。とても静かな早朝だ。 

昨夜は、友人のピアニストの演奏会に参加した。街の中心部にある古書店から演奏会場の音楽院

は近く、古書店の近くで夕食を食べてから音楽院に向かった。音楽院に到着すると、そこは改築さ

れており、以前よりも随分と綺麗な建物になっていた。 

建物の中に入ってみて驚いたが、設備全般が 新式のものになっていた。友人のピアニストからは、

演奏ホールの場所はわかりやすいと聞いていたが、 初別の部屋に入ってしまっていたようだった。

綺麗な部屋だが、少しばかり狭いなと思っており、演奏開始時刻に近づいても誰も来なかったため
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おかしいと思い、部屋を出て、通りすがりの係員に尋ねた。どうやら私は間違った部屋にいたよう

だ。　 

演奏ホールは入り口から目と鼻の先にあり、黄色い壁が目印だと友人から聞いていたが、入り口か

ら入って左手のその部屋の壁も黄色であったため間違えてしまったようだ。実際の会場は入り口か

ら右手にあった。演奏ホールの扉を開けると、それでもまだ誰も人がいなかった。とりあえず 前列

の良い席を確保し、夕方に古書店で購入した書籍を読みながら演奏開始を待つことにした。しばら

くすると会場をセッティングする人たちが現れ、観客も増えてきた。 

今回の演奏会は、音楽院に所属している学士課程の生徒と修士課程の生徒の発表会として位置

付けられている。 初に合唱曲から始まり、私は友人の演奏の順番を待った。友人が演奏するのは

プログラムのちょうど真ん中あたりであり、それまでは他の生徒たちの発表を聞いていた。普段はピ

アノ曲ばかりを聴いているためか、今回改めて他の楽器や人間の歌声を聴いてみると、いろいろと

発見があった。 

そうした発見を得ることに楽しみを覚え、他の生徒たちの演奏を聴いたところで友人の番になった。

友人はメンデルスゾーンのピアノ三重奏を違うメンバーと二回演奏した。特に 初の演奏には迫力

があり、演奏が終わった後の観客の拍手がその日で一番大きかった。私は演奏の技術的なことに

精通しているわけでは決してないのだが、それまでの他の演奏者の演奏と比べて確かに技術の差

があることに気づいた。 

観衆の拍手の大きさもそうした技術の差を示していたように思う。ここで言う技術というのは、単純な

機械的な技巧というよりも、心を動かすような感情エネルギーを演奏の中に具現化させることのでき

る技巧を指す。二回目の三重奏の方は、一回目とは異なる質を持った迫力があったように思う。た

だし、どちらも聴衆の内側の感覚を刺激し、心を動かすようなエネルギーが込められていた。 

こうした演奏を可能にする技術について私はしばらく考えさせられた。より正確には、こうした技術を

磨く重要性について考えさせられていたのである。とりわけ、自分が現在従事している作曲に関し

て、こうした技術を磨いていくことの大切さを改めて実感させられていた。とにかく日々の実践の中

で小さな技術項目について意識的になり、数多くの仮説検証を通じて一つ一つの技術項目につい
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て技術を高めていく。同時に、普段から音を聴く感覚のみならず、諸々の感覚を磨いていく必要性

を強く感じている。微細な差異や質感を捉えられるようになる感性を育んでいくことが大切だ。フロー

ニンゲン：2018/5/16（水）07:06  

2569. 新たな習慣と今朝型の夢 

昨日の早朝から、新たな朝の習慣として、プラトン全集の素読を行うようになった。今朝もそれを行っ

た。プラトン全集を読むことによって一日の活動の開始に向けて準備をするというのは今の自分に

合っているようだ。プラトン全集を読むことは言語的なものに接することを意味しているため、全集を

読む前に、起床直後の内的感覚をデッサンすることを先に行おうと思う。このあたりは些細な修正か

もしれないが、順番としてはまずデッサンを行い、そのあとにプラトン全集を読むことにする。日記の

執筆は全集の音読を数十分ほど行ってからにしようと思う。 

空を眺めると、一羽の白い鳥が西から東に向かって飛んでいるのが見えた。その鳥のみならず、よ

くよく眼を凝らしてみると、多くの鳥たちが空を舞っていることに気づく。見ようとすると見えてくるもの

があり、聞こうとすると聞こえてくるものがある。開けられた書斎の窓の方に意識を向け、外の音に注

意深くなってみると、小鳥たちの鳴き声が時折聞こえてくる。 

もっと注意してみると、風の音さえ聞こえてくる。やはりこの世界には、私たちが意識をしなければ感

じられないものが無数に存在するのだとわかる。何かにアクセスしようとすれば、開かれてくる何か

がそこにあるのではないだろうか。 

今朝方に書き留めた日記の中で、感性を磨いていくことの大切さを書き留めていたが、まさにこうし

た普段気づかぬものへ意識を向けていくというのは感性を鍛錬する一つの方法だろう。また、そも

そも人間にはなかなか把握することのできない微細な現象がこの世界には無数に存在しており、そ

れらを把握するように努めていくような精神的修練も必要になる。 

知覚しようと思って初めて知覚できるものが無数に存在しているということ、そしてそれらを知覚する

ための鍛錬を積んでいけば感覚が開発されうるということを絶えず念頭に置き、その実現に向けた

鍛錬を今日からより一層意識していきたいと思う。 
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起床してから二時間ばかりが経とうとしているが、今朝方の夢の断片についてまだ覚えている。夢

の中で私は、実家で飼っている愛犬と部屋の中で戯れていた。父が外出をする際に、愛犬は見送

りに出るかのように玄関の方にゆっくりと歩いて行った。私はその様子を微笑ましく眺め、父が玄関

から外に出ると、愛犬は見送りを終え、私の方に歩み寄ってきた。しばらく戯れていると、急に愛犬

の左目が膨れ上がってきた。 

黒目の部分が出目金のようになり、私はすぐにその異変を察知した。黒目の部分が出目になった

愛犬は痛さを感じている様子はなかったが、私は別の部屋にいた母にすぐに声をかけた。部屋か

ら出てきた母も一瞬驚いた様子を見せながらも、実に冷静に何か特殊な目薬を愛犬にさした。する

としばらくして愛犬の出目が治まって行った。 

そこで夢の場面が変わったが、それ以降の内容については覚えていない。ただし、思わず笑ってし

まうような出来事があり、夢の中で大笑いをしていたことを覚えている。また、それは夢の中のみなら

ず、大笑いによって一瞬目覚めた時、ベッドの上の自分も大笑いをしていたことを知った。何が愉

快だったのかわからないが、起床直後もしばらく愉快な感覚が残っていた。フローニンゲン：2018/5/

16（水）07:34  

No.1018: A Lamenting Jizo 

As a weather forecast says, it began to rain in the afternoon. It looks and sounds like as if a Jizo 

were lamenting for something in this modern society. Groningen, 10:24, Thursday, 6/14/2018 

2570. 光の波と色彩の変化 

相変わらず今日も早朝からバッハを聴き続けている。バッハの音楽と深く共鳴する自分がいること

は疑いようのないことである。では、バッハの音楽の一体何に自分は共鳴しているのだろうか？とい

う問いに対する明確な答えは今のところない。想起される回答はどれも自分の表面をなぞるようなも

のばかりであり、自分の肚に落ちてくるような回答は今のところ何一つとしてない。 

今日は昨日よりも風がある。少しばかり強いそよ風が吹いていると言っていいだろう。今改めて書斎

の窓から街路樹を眺めてみたところ、鮮やかな黄緑色をした葉っぱが街路樹から誕生していること
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に驚かされた。ほんの少し前はまだつぼみの状態であり、ようやく少し緑がかった葉っぱが見えて

いたぐらいだったのだが、今はこのように、太陽の黄色い光の通り道であるかのような鮮やかな葉の

色を生み出している。 

家の手前の道からさらに一本奥に入った道には、また別の種類の木が植えられている。その木に

生い茂っているのはより深い緑色の葉っぱであり、ところどころに薄桃色の花が咲いている。その背

後に赤レンガの家々が立ち並んでいる。こうした景色を眺めるのは本当に飽きがこない。それどこ

か、こうした景色を眺めれば眺めるだけ、この景色が持つ美の深さに気付き、その美的世界の奥へ

奥へと自分が向かっていくのがわかる。 

風に揺れる木々の葉を眺めていると、バッハの音楽が光の波のように知覚されてくる。この光の波

に揺られながら、午後からの仕事に取り掛かりたい。 

今朝方、喜びの感覚は連続的な流れを持っていながらも、非連続的な飛躍を経験するということに

気づいた。喜びという一つの感覚の流れの中にいながらも、その喜びの濃淡に気付き、喜びの質

が深まったように感じるのは、まさにその瞬間に非連続的な現象がそこで起こっているからに違い

ない。また、ここ 近自分の中の喜びを表す色が変化していることにも気づく。ちょうど今朝、起床し

てすぐに内的感覚をデッサンとして形にした。 

そこで現れた形も興味深いことには違いないが、その形を現した色を眺めていると、幾つかの種類

を持っていた。以前は、自分の中で喜びを表す主な色はオレンジと黄緑であったが、今朝描いた

デッサンを眺めてみると、濃い青が含まれつつあることに気づく。喜びという感情の質的変化は、こ

のように色に如実に現れてくることを観察した。突如として深い青色が加わったことは、非線形的な

飛躍が自分の内側で起こったからだろう。 

内的感覚を色の伴う形として表現し、それを観察することによって、自己に対する新たな仮説が次々

と芽生えてくる。そして、そうした仮説を検証する場がまさに日々の実践活動に他ならない。フロー

ニンゲン：2018/5/16（水）12:21  
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No.1019: Time To Bloom 

Though it is a little bit chilly now, it will be sunny all day. I’ll visit the Martini church at the 

center of Groningen to participate in a lunch concert for a pipe organ. I’ll be able to see many 

full-blown flowers on the way to the church. Groningen, 08:46, Friday, 6/15/2018 

2571. 幸福はその時の中に 

幸福というのは、いつも私たちのすぐ近くにある。幸福は人との関係性を通じて生まれるものである、

ということを感じさせてくれるような日であった。 

今日は午後に、先々月からお世話になっている美容師のメルヴィンに髪を切ってもらった。前回初

めてメルヴィンに髪を切ってもらったが、初回からお互いに意気投合し、今日も非常に充実した時

間を過ごすことができた。つくづく私は、メルヴィンに単に髪を切ってもらうために彼のところを訪れ

ているのではなく、彼との対話を楽しみにしていることに気づく。彼は社会的な職業は美容師だが、

生粋の哲学者だと私は思う。 

「哲学者」と述べると仰々しいが、間違いなく彼は自分の思想を自ら育んだ一人の思想家であること

は間違いない。私は、メルヴィンのような思想的実践家のあり方に深く共感する。メルヴィンの観点

はいつも面白く、それでいて深い。今日は彼から、インドネシアのここ数十年の文化的変化——メル

ヴィンはインドネシア系オランダ人である——、昨年の夏に訪れたコスタリカの自然と国民の生活思

想について話を聞いた。 

それ以外にも私たちはたわいのない話題についても話をした。メルヴィンとのこうした対話は、人と

のつながりの上に成り立つ人間として生きることの幸福感を感じさせてくれる。もう一年ほど私がフロー

ニンゲンに残ることを伝えると、メルヴィンは満面の笑みを浮かべながらガッツポーズをした。それを

見て私も嬉しく思った。 

私は異国の地でなんとか生きている。いや、これまでの人生で も充実した日々を過ごしていると

言っても過言ではないほどに、この地で生きることに幸福感を覚える。それはフローニンゲンで生き

ることに伴う幸福感だけではなく、この地上で人間として生きることの幸福感だと言えるかもしれない。
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よくよく考えてみると、「これまでの人生で も充実した日々を過ごしている」というのは当たり前かも

しれない。私たちの幸福は今という瞬間に見出されるものであり、この瞬間が も幸福であるという

実感を持って生きることが自らの生の本質につながった生き方だと思うからだ。 

来年の春にメルヴィンは日本を訪れる計画を立てており、現在少しずつ日本語を学んでいる。彼に

日本語で挨拶をして、私は店を後にした。その後私は、昨日に引き続き、街の中心部にある古書店

に向かった。昨日吟味することのできなかった美学に関する哲学書を求めて、今日もほぼ同じ時間

に古書店についた。 

昨日の日記では名前を書いていなかったかもしれないが、私の行きつけの古書店はIsisという。店

主のテオさんと奥さんの二人で経営をしている古書店だ。 

私：「テオさん、こんにちは」 

テオさん：「あぁ、おかえり！」 

店主のテオさんは満面の笑みを浮かべてそのように述べた。「おかえり」という一言がどれほど私の

心を安らかにしてくれただろうか。 

昨日私はブラヴァツキーやシュタイナーの書籍とシュリ・オーロビンドの書籍を購入した。今日は美

学関連の書籍を購入しようと思っていたが、まず 初にテオさんに詩に関する書籍が置かれている

コーナーを教えてもらった。マラルメの詩集を購入したいと思ったが、それはフランス語であり、リル

ケの詩集もまた原語のドイツ語だった。原語で彼らの詩集を読みたいところだが、今の私には原語

で読めるほどの言語力はない。 

おそらく英語であっても理解が難しいだろう。どうやら英語の翻訳もないようなので、しばらく詩に関

するコーナーの本棚を眺めたところで美学書のコーナーに移動した。そこで一時間ほど書籍を吟

味していると、一人の初老の男性が私に声をかけてきた。どうやら馴染みの客らしく、先ほど店主の

テオさんと長く談笑している姿を見かけていた。 

初老の男性：「XXXX, XXXX. XXXX?」 
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私：「Kunt u Engels spreken?（英語話せますか？）」 

初老の男性：「あぁ、申し訳ない。随分と熱心に書籍を選んでいるなと思ってね。さっき、テオのとこ

ろに購入予定の書籍を持って行っていたでしょう？その背表紙を見たが、実にいい眼を持ってる

ね」  

私：「そうですか、どうもありがとうございます。この店には美学に関するいい書籍がたくさんあります

ね」 

初老の男性：「私はこの店に長らく通っているが、ここにはいい本がたくさんある。おっと、書籍を選

ぶ邪魔をしてしまったね。ではまた」 

私は美学に関してこれまで本格的に探究をしたことはないが、もうそれを学ばなければ前に一歩も

進めない必然性を感じている。美学には、自分の探究活動と創造活動をこれまでにはない形で深

めてくれると信じてやまないものがある。 

本当に藁でもすがる思いで飛びついたのがこの領域であった。吟味に吟味を重ねた結果、ぜひと

もそれらの書籍と共に自らを深めていきたいと思わせてくれる古書が随分と見つかった。それらの

書籍との出会いも嬉しかったが、何気なく声をかけてきてくれたその男性との対話にも嬉しさを感じ

た。 

結局今日も閉店間近まで古書店におり、 後の客は私だけになった。店主のテオさんからニーチェ

の哲学に若い頃に傾倒していた話を聞き、私が普段から感じている現代社会の精神病理について

一緒に話をした。 

出島を起点した日本とオランダの交友関係については以前も話をしたことのあるテーマだったが、

テオさんと話をしていると同じ話題でも何かと発見や励ましがある。一冊の書籍との出会いもさること

ながら、一人の人間との対話の中に生きる至上の喜びがある。フローニンゲン：2018/5/16（水）

20:25  
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購入書籍 

美学 

1. Art and Philosophy: Readings in Aesthetics (1964) 

2. Inquiries into the Fundamentals of Aesthetics (1974) 

3. The Foundations of Aesthetics (1978) 

4. Aesthetics: An Introduction to the Philosophy of Art (1987) 

5. Definitions of Art (1991) 

6. The Art of Living: Aesthetics of the Ordinary in World Spiritual Traditions (1995) 

7. The Gift of Beauty: The Good as Art (1996) 

8. Philosophical Aesthetics: An Introduction (1992) 

9. In Defense of Humanism: Value in the Arts and Letters (1996) 

その他 

10. Ancient Greek Music (1992) 

11. What is Life? Mind and Matter (1967) 

12. Madness & Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason (1965) 

13. Helmholtz: From Enlightenment to Neuroscience (2010) 

14. The Sociology of Georg Simmel (1950) 

15. The Timeliness of George Herbert Mead (2016) 

16. Bird Relics: Grief and Vitalism in Thoreau (2016) 

No.1020: Comparative Study on Artistic Development 

Although this may look like a doctoral study, I want to examine the artistic development of 

Beethoven and van Gogh. The research material would be their letters. I’m not so interested in 

quantitative research on this theme but very intrigued by qualitative research on it. Groningen, 

10:16, Friday, 6/15/2018 
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2572. 意識の形而上学と美学 

今朝は五時過ぎに起床し、五時半あたりから一日の活動を開始した。心が澄み渡っているような感

じがする。 

昨日から再び気温が下がり、今朝起床した時は少しばかり寒さを感じた。暖房をつける必要はない

が、室内でも羽織るものが必要だ。天気予報を確認すると、今日は晴れのち曇りとのことである。昨

日よりも幾分雲が多く、さらには風も少しばかりある。ここからしばらくは肌寒さが残りながらも過ごし

やすい天気が続きそうだ。 

フローニンゲン大学での二年目の生活が終わりに近づいているここ 近において、再び意識の形

而上学に関心を持ち始めている自分がいる。さらにはそこに美学も入り込んできた。おそらくこの二

年間は科学研究に多くの時間と力を注いでいたため、ある意味で肯定的な反動が起こっているの

かもしれない。科学的な探究を通じて見えてくるものは随分と多かったが、それでいて現代科学の

世界では深く探究されていない領域——あるいは語ることが許容されていない領域——があることに

も改めて気づいた。 

この二年間で新たな認識の枠組みを構築したことは確かだろうが、確立された認識の枠組みをもう

一度解放させる必要があることを感じる。自分の認識の枠組みを再度拡張させるために、現代科学

の認識の枠組みで凝り固まってしまったものをもう一度解きほぐしていくことが大切だ。現代科学で

語られることを許されていない叡智を見逃さないようにする必要がある。そうした問題意識を持って

いたがゆえに、一昨日と昨日に街の中心部の古書店に訪れた時に意識の形而上学や美学に関す

る書籍を随分と多く購入したのだと思う。 

前者に関しては、意識の発達現象に関心を持っていれば必ず耳にしたことがあるであろうヘレナ・

ブラヴァツキー、ルドルフ・シュタイナー、シュリ・オーロビンドについて、今までの私は彼らの思想世

界に深く入っていくことをしなかった。強いてあげるとすれば、シュタイナーについては過去にごく

わずかばかり書籍や論文を読んだことがあるぐらいだ。オーロビンドについては大変興味深い発達

モデルを提唱しており、彼の理論モデルが米国の思想家ケン・ウィルバーの発達モデルの土台に

なっているにもかかわらず、オーロビンドの書籍をこれまで読もうと思ったことはなかった。 
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だが偶然にも、フローニンゲンの街の古書店Isisにオーロビンドの書籍が随分と揃えてあった。三冊

ほど購入した書籍の中には分厚いものもあるが、この夏の休暇を利用してゆっくりと読み進めてい

きたいと思う。 

昨日はブラヴァツキーの書籍を一冊読み終わり、今日も時間を見つけて二冊を読む。それを読み

終えた後に一旦シュタイナーの書籍を読み、再度ブラヴァツキーの書籍に戻ってこようと思う。そこ

での読書を通じて、ブラヴァツキーの思想、さらには神智学を深く探究したいと思ったら、1600ペー

ジほどあるが“The Secret Doctrine: The Synthesis of Science, Religion, and Philosophy (2014)”を

購入したいと思う。 

そうした意識の形而上学の探究に合わせて、美学の関連書籍を旺盛に読み進めていく。今年は再

び何かが動き出しそうな予感がする。フローニンゲン：2018/5/17（木）06:50  

No.1021: Sunshine from a Rift in the Clouds 

It seems to be cloudy all day, but I can see the sunlight a little bit from a rift in the clouds. 

Groningen, 09:32, Saturday, 6/16/2018 

2573. 内的感覚のデッサンとプラトン全集 

今朝は起床直後に内的感覚をデッサンし、そこからプラトン全集の素読に入った。まずデッサンに

関しては、日々の日記と同様に、毎日描き出されるシンボルが異なることが興味深い。形も色も固

有のものであり、毎日が本当に新ただということをここからも実感する。毎朝、起床直後の内的感覚

を絵として表現してみると、それはことごとく異なるのだ。 

朝だけではなく、いついかなる時に絵を描いたとしても、それは異なるだろう。ヘラクレイトスが述べ

ていたように、本当に同じ川を二度と渡ることはできないのだということを知る。今このようにして書き

留めている日記についても同様だ。二度と同じ日記を書くことはないであろうし、それは不可能だろ

う。本当に自分という人間存在が絶え間ない変化の流れの中にいることに気づく。いやそもそも以

前にも指摘したように、自己という存在は流れの中にいるというよりも、流れそのものなのだろう。 
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早朝に読み始めたプラトン全集に関しても、いつも得ることがある。それは小さな気づきや発見とし

て現れる。プラトン全集に関しては何かを得ようと思って読み始めたわけではなく、内側からの促し

があったためにそれを読み始めたにすぎなかった。だが、実際に読み始めてみると、小さな気づき

や発見が静かに自分の内側に流れ込んでくるかのようだ。 

おそらくこうした現象をもたらしてくれたのが内側からの促しに他ならない。大きな気づきや発見で

はなく、小さな気づきや発見を見出し、それを育んでいくこと。プラトン全集はそれを私が行うことを

促している。 

ここ 近再び意識の形而上学に関心を示し、美学の探究を本格的に始めたことを述べた。それは

内的な要求がやってきたから開始したにすぎない。そして、そうした内的要求がどれほど自分を変

化させてくれるだろうか。内的要求に従って、ある特定領域の探究に没頭することによって初めて

見えてくる自己の側面と世界の側面がある。 

両者に関する新たな側面が見えてくれば見えてくるほどに、まずは自己が深まっていき、そこからこ

の世界への新たな関与が始まる。関与の種類も質も以前とは異ったものになるだろう。内側の要求

に従った探究活動にはそのような意義と役割がある。意識の形而上学については、これまで敢えて

光を当てていなかった思想家に注目をしていく。 

彼らの思想から汲み取れるだけのものを汲み取る。また、これまで親しんできた思想家にもう一度

立ち返ることも行いたい。書斎の中にある過去に読んだ書籍や論文を引っ張り出し、現在の自分の

眼で彼らの思想を捉え直したいと思う。この数年の間に自己が深まっていたのであれば、きっとそこ

で汲み取れるものも以前とは異なっているはずだ。 

美学に関しては、ここから本格的に探究を始める。自分の内側にかなりの熱気が漂っていることに

気づく。昨日、行きつけの古書店に立ち寄った時、店主から「とても情熱的だ。探究にかける熱意

が伝わって来る」という言葉をいただいた。まさしく、美学に関しては何としてでも理解を深めていき

たい。美に関して考えてみたい事柄と考えを深めてみたい事柄が無数にある。 

美に対する関心は、とりわけ欧州での生活を始めて以降に強くなった。美学について深く学びたい

がゆえに、美学を学べる専門課程を探したりもした。今のところ大学院に所属する形で美学を探究
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するのではなく、一人でその探究を旺盛に進めていくことにした。自ら探究していくという熱意が店

主に伝わったのかもしれない。 

そのおかげもあってか、有り難いことに、昨日店主のテオさんは割引価格で16冊の古書を私に譲っ

てくれた。その厚意に応える唯一の方法は、譲っていただいた古書を何度も繰り返し読み、美学に

関する思想体系を自らの内側に構築し、それを通じてこの世界を深く生きることにあるだろう。フロー

ニンゲン：2018/5/17（木）07:11  

No.1022: Sparkle and Sentimentality 

Today is also cloudy in Groningen. Even so, I’ll continue my daily practice.  Groningen, 13:32, 

Sunday, 6/17/2018 

2574. 作曲語法の確⽴に向けて 

昨日の作曲実践では、再びバッハの曲に範を求めた。作曲実践をするときはいつも誰かしらの作

曲家の楽譜を手元に置き、そこからインスピレーションを得る形で曲を作っていくことが習慣になっ

ている。どの作曲家のどの曲を参考にするかはいつも行き当たりばったりである。厳密にはそれは

ランダムではなくて、決定論的カオスのように作曲家と曲を選んでいるのだと思う。 

つまり、単純に無作為な形で作曲家と曲を選んでいるのではなく、自分の内側にある何かしらの規

則に則ってそれらが選ばれているということだ。私が参考にすることが多いのは、バッハ、モーツァ

ルト、ベートーヴェン、バルトーク、ショパンなどである。以前はグリークやフォーレに範を求めること

があったが、今は彼らの曲に範を求めることは少ない。ここ 近、リスト、サティ、スクリャービンの楽

譜を購入したため、近いうち彼らの曲に範を求めることになるだろう。 

ここで列挙した人物以外にも、クレメンティ、シューベルト、ドビュッシーらの楽譜も購入しており、こ

れから数年、あるいは十年近くの間は、彼らの楽譜を参照しながら自分の作曲技術を高めていくこ

とに精進したいと思う。その過程の中で少しずつ自分の作曲スタイルが確立されていくはずだ。スタ

イルの確立と作曲上の文体を確立すること、すなわち作曲語法の確立はほぼ同じことを意味してい

るだろうか。 
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自らの文体を確立するために、優れた文章を数多く読み、実際に文章を書くという修練が不可欠で

あるのと同じように、作曲語法の確立のために、優れた楽譜に数多く触れ、実際に曲を作るという実

践を絶えず積み重ねていきたい。 

数多くの作曲家が残した優れた楽譜が手元に数多くあることは喜ばしいことだが、あまり目移りしす

ぎるのも良くないかもしれないと思う。今自分は乱読の時期なのか精読の時期にあるのか、はたま

たそれらを組み合わせる時期にあるのかを見極める必要がある。つまり、多数の作曲家に範を求め

るのか、一人の作曲家に絞って曲を作っていくのか、あるいはそれらを組み合わせながら実践を行っ

ていくのかを見極めていく必要がある。直感的に、バッハに特化する形で作曲語法を確立していく

ことが望ましいような気がする。 

それは上述の作曲家の多くが必ずバッハを参考にしていたことも影響しているが、何よりも私自身

がバッハの音楽世界に深く共鳴しているからだ。本当にここしばらくは毎日10時間以上バッハの曲

を聴いている。「バッハの曲に範を求めよ」そんな声が聞こえてくるかのようだ。とりあえず昨日に引

き続き、今日からしばらくはバッハの曲に範を求めようと思う。 

現在私が作っている曲は全て非常に短いが、その中でも比較的長いものはバッハに範を求め、短

いものは引き続きバルトークの『ミクロコスモス』に範を求めていく。ここからしばらくはそれら二人の

作品に集中したいと思う。作曲実践に並行して、日々の読書から得られたものをいかに曲の中に溶

かし込んでいくかについても考えていく。意識の形而上学と美学を真剣に探究しようと思った真の

意図はそこにある。 

曲の中にそれらの哲学思想を組み入れることによって、曲を通じて自分自身の見方を変え、この世

界の見方を変えることにつながりはしないかという仮説を検証するための実験を行っていく。生み出

すそれぞれの曲は一つ一つの実験結果であり、この実験はおそらく生涯をかけて行われていく。 

意識の形而上学や美学の探究を進めていくことによって、自己及び世界の見方が変わり、この世

界に対する関与の仕方を変えていかなければならない。そうしたことが実現されなければ、探究を

する意味などないだろうし、それらの思想領域が持つ本質には必ずそうした実践的な側面があるは

ずである。 
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意識の形而上学と美学に対して感じている意味や意義というのは自分の中で大きく、それらが果た

す役割も非常に大切なものだと思っている。こんな現代社会であればなおさらそうであるように思え

る。フローニンゲン：2018/5/17（木）07:41  

2575. 成人の芸術教育 

気がつけば、今日も一日が終わりに差し掛かっている。今日は午前中から曇りがちな天気であり、

一日を通じて気温が低かった。つい昨日までは暖かい日が続いていたのだが、また長袖長ズボン

の格好をして室内で過ごすことになった。どうやら明日も今日と同じような気温のようである。 

今朝方、過去の自分の曲を聴きながら、ある一つの対象には多くの神秘が宿っていることに気づか

された。「一粒の砂に宇宙を見る」と言われるように、どうやら内外世界における諸々の現象には、

認識の階層が存在しているようだ。つまり、ある対象に注意を巡らし、何か一つの真実を発見したと

思ったら、すぐさま次の神秘が私たちの目の前に開示されるということである。開示された神秘に気

づくかどうかは大切な点であり、もしかすると私たちはすぐ目の前にあるその神秘に気づかないかも

しれない。 

一つの真実が開示された後、なお一層のことその対象と注意深く向き合う必要がある。そのようなこ

とを考えていると、ますますシュタイナーやブラヴァツキーの書籍を読む必要があるように思えてく

る。 改めてシュタイナーの書籍について調べてみると、シュタイナーの芸術論は強く私の関心を引

くことがわかった。音楽や色彩に関するシュタイナーの思想は大変興味深く、一昨日フローニンゲ

ンの街の古書店で購入した書籍に加え、もう数冊ほどシュタイナーの書籍を購入しようと思う。 

とりわけ今回は、シュタイナーの芸術思想に関する書籍に焦点を当て、入手できる限りの書籍を一

旦ほぼ全て購入しようと思う。芸術教育については幼少期のみならず、成人期においても極めて重

要であると 近実感している。どうやらこれが現在の私の主題らしい。 

成人の芸術教育。ここではどれほど現代社会の成人が芸術的な感性を未開発かについて詳しくは

論じない。だが、芸術的な感性が未開発であることが、どうやら現代人の不幸や悲劇と密接につな

がっているように思えるということだけを今は書き留めておく。 
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成人の芸術教育についてさらに理解を深めるために、シュタイナーの書籍を参考にする。シュタイ

ナーの書籍はおそらく幼少期に焦点を当て、芸術的感性の開発方法とその注意点について記述

しているだろう。シュタイナーの書籍に合わせて、昨日購入した美学関連の書籍を読み込むことに

よって、成人期の芸術教育の輪郭について明らかにしていこうと思う。その輪郭が明瞭なものにな

れば、成人の芸術的感性の開発に関する具体的な方策を考えていく。 

今私が博士課程で探究したいと思うテーマはこれなのかもしれない。成人の芸術的感性の発達。

それについて自分がどれだけ切実な関心を持っているかを把握し、そしてどのような論文を執筆し

ていくかについてこれから考えを深めていく。そのためには、これからしばらく芸術教育および美学

に関する書籍を大量に読み進めていく必要があるだろう。この夏に も楽しみにしていることはこの

テーマの探究だ。フローニンゲン：2018/5/17（木）21:16

2576. 白い光 

今朝は室内にいてもとても寒い。六時前に目覚めた時、寝室の気温が随分低くなっていることに気

づいた。その足で書斎に向かってみると、書斎の気温も全く同じであった。ここしばらく暖かい日が

続いていたのだが、その反動で気温が下がってしまったのかもしれない。五月も半ばを迎えたにも

かかわらず、今朝は書斎の暖房をつけることにした。 

今日は昼食前にランニングに出かける予定であり、その時は少し暖かい格好をして出かける必要

がありそうだ。 

昨日よりも今日は雲が多い。薄い雲が空全体を覆っている。七時に近づきつつある現在において、

太陽の光は一切降り注いでいない。太陽の光が遮断され、曇った日に固有の色彩と感覚を持つ世

界が広がっている。目の前に広がる世界の色について考えていた時、昨夜の就寝前の体験を思い

出した。昨夜は久しぶりに、白い光を知覚する体験に見舞われた。 

就寝時にはいつも非形式的な瞑想をしながら就寝に向かって行く習慣がある。自分の意識がグロ

スからサトルに移行した時に、その白い光がやってきた。それは一瞬の出来事であったが、脳内に

光が通った痕跡が確かに残っていた。意識と脳の双方の観点からこの光について説明することは

© YOHEI KATO 2018 !28



可能だと思うが、ここではそのような説明を加えることをしない。それよりも、知覚された光を何らかの

形にしていくことに強い関心がある。 

光を知覚した体験を曲の中で表現することはできないだろうか。それは私にとって 大の関心事項

の一つである。様々な曲を聴いて気づくが、光が具現化されたものがこの世界にはいくつも存在す

る。それらのうち、自分が知覚した白い光と同様のものがどれだけあるのかはわからないが、ここか

ら意識的に曲を聴いていけばそれらが特定されていくだろう。 

また、そうした曲を聴くことによって、光を曲として表現する方法についても少しずつ見えてくるに違

いない。そんな期待を寄せている。光が具現化された音楽を聴き、光の具現化方法を掴んでいく。

当面はそれを意識していこう。心眼をより鍛錬していく必要がある。そのようなことを 近よく思うよう

になった。 

肉眼ではなく、まずは心眼を鍛錬していく。魂眼が開かれるためには、まずは心眼の開発が不可欠

になる。音楽を聴き、絵画作品を見る過程の中で、何をどのようにすれば自らの心眼がより涵養さ

れていくのかを試行錯誤していこうと思う。これは昨夜の日記に書き留めていたように、芸術的感性

の開発とも密接に繋がっている話だ。 

とりわけ成人期を迎えてから、私たちはどのようにして心眼や芸術的感性を開発していくことができ

るのだろうか。また、それを行う個人としての意義と社会的な意義は何なのだろうか。このあたりにつ

いての考えを深めていく。 

今日は午前中からシュタイナーの書籍を読み、午後からは美学に関する書籍を読む。それらの書

籍を読むことは、成人の芸術的感性の発達という現象を探究する上での確かな一歩になる。フロー

ニンゲン：2018/5/18（金）07:03 

2577. 五月半ばの寒い朝に  

今日は本当に寒い。涼しいという感覚を超えて、寒さを感じる。書斎の窓から外を眺めると、少しば

かり風もあるようだ。先ほど暖房をつけ、今は部屋が暖かくなることを待っている 中だ。五月も中
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旬を過ぎようかというのに、こうした寒さを残しているのがフローニゲンという街だ。そんな街で私はも

う一年生活をすることに決めた。 

確かに、この街の冬は長く厳しいものだが、それでもこの街でしか涵養されえぬ自己の側面がある

ことに気づく。その側面を十分に養うまではこの街を離れることはできない。この街に来たことは、きっ

とそれを行うためなのだから。 

欧州での三年目の生活は、ほぼ毎月に一度短い旅に出かけることに加え、旺盛な読書と旺盛な創

造活動を行っていく。とりわけ読書と創造活動についてはこの二年間を遥かに凌ぐような投入量で

行っていく。これまでの二年間とは異なり、大学院に通う必要はもうない。学術機関に所属しながら

体系的に学びを深めていくことと、独学によって学びを深めていくことの双方が大切であると以前述

べていたように思う。 

今年はあえて大学院に所属することをしない。なぜなら、今の私の関心事項を真に深めていくこと

は、既存の学術機関の中ではできないことだと思うからだ。学術機関に所属した瞬間に発生する不

可避の制約を考えてみたときに、今年はとにかく自分の関心の赴くままに独学を進めていくことが

賢明に思われた。意識の形而上学と美学を起点にし、作曲理論を学んでいく。 

それら三つがある一つの総体になって自らの生活の中に滲み出てくるようにする。ここに新たな生

の深まりと、この世界への新たな関与の仕方があるように思えてくる。意識の形而上学を再度徹底

的に学び直し、美学を本格的に学び始める。作曲理論についてもまだまだ学び始めといっていい

だろう。欧州での三年目の生活は、誰からも妨げられることのない形で自らの探究に邁進していき

たいと思う。 

昨日は午前中から夜にかけて論文の執筆を行っていた。論文アドバイザーのミヒャエル・ツショル教

授からのフィードバックを元に、とりわけ先行研究の文献レビューの箇所に加筆を行った。文章の記

述をより分厚いものにするために、引用する文献にもう一度立ち返り、先行研究の内容を精査して

いると、随分と時間が経過していた。昨日は本当に終日論文の執筆に時間を充てていたように思

う。  
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そのおかげもあり、文献レビューの加筆には目処が立った。一旦文章を寝かせる意味も込めて、今

日は論文の執筆をしない。再度論文の執筆に取り掛かるのは明日にしたい。その代わりに今日は、

旺盛な読書を行っていく。まずは先日街の古書店で購入したばかりのシュタイナーの書籍を読み

進めていく。 

今ようやくシュタイナーの思想を理解しようとする時期に自分がいることに気づく。シュタイナーの意

識の形而上学的思想と教育思想をこれから本格的に学ぶ。ちょうど昨日、シュタイナーの興味深い

書籍を七冊ほど見つけた。おそらく今夜、イギリスかドイツのアマゾンにそれらの書籍を注文するこ

とになるだろう。 

午前中に一冊ほどシュタイナーの書籍を読み終えたら、午後からは美学に関する書籍を一冊ほど

読み進めていきたい。こちらも先日古書店で購入したものだ。こうした読書に合わせて、時間を見

つけながら過去の日記の編集と作曲実践を行う。確かに外は寒いが、今日も充実した一日になると

確信している。フローニンゲン：2018/5/18（金）07:24 

2578. 今朝方の夢とシュタイナー 

時刻は昼食前となり、起床してから随分と時間が経ったが、今朝方に見ていた夢をまだ覚えている。

そういえばまだこの夢について書き留めていなかったことを思い出す。夢の中で私は、大学時代の

先輩三人と共に、大学の同級生の自宅に向かった。その友人が私たち四人を招待してくれ、彼の

家で昼食をご馳走してくれることになった。 

料理を作ってくれるのは友人の奥さんであり、私たちは手料理をとても楽しみにしていた。友人の

自宅に向かう 中に、先輩のうちの一人が私に数学の問題について質問をしてきた。それは純粋

な数学の問題というよりも、金融工学か何かの専門書に記載されている数式の意味についての質

問だった。正直なところ、私よりもその先輩の方が金融工学に造詣が深く、その数式についても私

以上に深い知識を持っているはずだった。 

笑みを浮かべながら私に質問をしてくる先輩の心中を察すると、私の理解度を試しにかかっている

ように思えた。そうした意図が見えたことは確かだが、私は先輩にその数式の意味ついて教えた。

© YOHEI KATO 2018 !31



数式について簡単に説明をしていると、いつの間にか友人の自宅に到着した。友人の自宅に上が

り、食卓に到着すると、そこには一緒に来ていた先輩たちの奥さんも何人かいた。 

私はまず 初に洗面所の場所を友人に聞き、食事をする前に手を洗おうとした。そこで私はなぜだ

か顔を洗い、さらには手を念入りに洗っていると、どうやらすでに料理の準備ができたようだった。し

かし私は一向に手を洗うことを止めようとせず、食卓で待っているみんなが少しばかり苛立ち始めた。

友人の奥さんに「僕のことは構わずに皆で先に食べていてください。後40分したら食卓に行きます」

と私は伝えた。 

それに対して、友人の奥さんは少しばかり不機嫌な様子になった。それを見た私は、「そんな雰囲

気が食卓に漂っていては美味しいものも美味しくなくなりますよ」と述べて、その場からすぐに去ろう

とした。せっかく招待をしてもらったにもかかわらずそれは失礼にあたると思ったが、私の決意は揺

らぐことなく、友人の自宅を早々に立ち去ることにした。そのような夢を今朝方に見ていた。 

今朝方の天気予報とは異なり、今のところ晴れ間が一向に姿を見せない。太陽の光を遮断する雲

が空一面を覆っている。 

先ほどシュタイナーの書籍を読んでいると、シュタイナーの音楽教育についてますます興味を持っ

た。シュタイナーの音楽教育と比較する形で、モンテッソーリの音楽教育についても関心を持つよう

になったが、今のところ個人的な感覚として、シュタイナーの思想と教育実践の方により強い共感の

念を覚える。 

昨日から読み始めた書籍を午前中に全て読み終えることができなかったので、午後からも引き続き

本書の続きを読んでいく。シュタイナーにせよ、ブラヴァツキーにせよ、彼らの形而上学的な思想を

学ぶことの意図は、あえてこうした一連の日記の中で書かないことや書けない知覚体験を曲として

表現するためのヒントを得ることにある。彼らの思想から得られた観点や着想、そして感覚をもとに、

自分の知覚体験を一段深く捉え直し、そうした体験を音楽言語を通じて形にしていく。 

そうしたことを実現させていくために、どうしても彼らのような思想家が残した叡智が必要になる。意

識の形而上学については、しばらくはシュタイナーとブラヴァツキーの書籍を丹念に読み進めてい

こうと思う。フローニンゲン：2018/5/18（金）11:32 
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2579. 分からないことが分かるということの意味が分かること 

今日は曇りがちの空の下、昼食前にランニングに出かけた。近所のノーダープラントソン公園に足

を運び、公園内では走る足を少しばかり止め、ゆっくりと公園内を歩いた。自然の静けさの中に身

を置き、心身をくつろがせる。その瞬間の自己に深く落ち着いていく。自然からもたらされるこの休

息は私にとっていつも大切だ。 

自己の深くに落ち着いていくことを日常いくら心がけていたとしても、自然というのは本当に特殊な

力を持っていると思う。自然がもたらすものが非日常的なものになってしまっているこの現代社会の

姿は残念であるが、一方で自然は人間を遥かに超えた存在として非日常的なものであるがゆえに

いつまでも意義を持ち続けていると言えるのかもしれない。いずれにせよ、自然と深く繋がり、それ

によって自己と深くつながることの大切さを、いつもこの公園は教えてくれる。 

今朝方、私たちの魂には普遍的な一つの道があり、同時に多様な道があることを示す内的イメージ

が見えた。魂の大通りとそこから枝分かれした小道。今もぼんやりとそのイメージについて考えてい

る。今書斎の窓の外に見える街路樹のように、その大通りは木の幹のようなものであり、小道はまさ

に枝分かれした一本一本の木であり、さらには一つ一つの葉だと言えるかもしれない。 

この街路樹がフラクタル構造を持っていることを考えると、もしかすると私たちの魂もフラクタル構造

を持っているのではないかと考えてしまう。この考えを科学的に検証することは理論上可能である

が、今の科学の手法では難しいだろう。 

シュタイナーやブラヴァツキーの書籍を読み始めて思うのは、彼らは一般的に信じられているような

神秘思想家というよりも、非常に科学的な方法で超越的な現象についての探究を行っていたという

ことだ。このあたりについては今後彼らの書籍をあらかた読んだ後に改めて書き留めておきたい。ま

た、ぜひそれを行う必要がある。なぜなら、現代社会において科学と呼ばれているものがどれほど

限定的な現象しか取り扱っておらず、語られぬ重要な真実がいかに溢れていることかを痛切に感じ

るからである。 

午後、郵便受けを覗いてみると、一冊の書籍が届いていた。自宅に戻って早速中身を確認してみ

ると、スクリャービンのピアノソナタの楽譜だった。その楽譜を手に取った瞬間に、分からないことが
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分かることが分かることの始まりである、ということに気づいた。分からないことに出会い、それが分

からないと認識すること。 

全ての探究の始まりはそこであり、究極的には分からないことが分かった瞬間に、それはその対象

を分かったことになるのではないかと思う。もちろん、分からないことが分かり、その対象を分かろうと

する掴んでやまないものを感じながら探究に乗り出すことが大前提だが、そうした探究を一度始め

た瞬間に、分かるという出来事が未来にやってくるのであれば、それは今この瞬間に分かったという

ことにならないだろうか。 

言語的には非常に奇妙に響くかもしれないが、未来の自分がその対象について分かっており、そ

こに到達するための探究を今始めたのであれば、それはもうすでに今この瞬間に分かっていること

になりはしないか、ということだ。また別の表現を用いれば、分からないことがわかった自分が出現し

た瞬間に、それはその対象を分かった自分の出現も意味しているということである。「分からないこと

が分かるということの意味が分かる」というのはこういうことを指すのだ、という大きな気づきを得た。 

届けられたスクリャービンの楽譜をパラパラと眺めてみると、そこには発想用語が通常のイタリア語

ではなくて、英語のものもあった。その一つに、「幾分神秘的に」という意味の英単語があり、私の目

は釘付けになった。 

色々と自分が変わっていくことに気づく。それもそのはずだろう。一人の人間は多様な色を持つ存

在であり、それらの色はどれも深まりを見せるのだから。フローニンゲン：2018/5/18（金）15:34 

2580. ヘンリー・デイヴィッド・ソローと街の工事から 

先ほどふと、先日フローニンゲンの街の古書店で購入した一冊の書籍のことを思い出した。それは

思想家かつ詩人であったヘンリー・デイヴィッド・ソローに関する書籍である。その書籍についてふ

と意識が向かったのは、その直前に昨年の北欧旅行の際に読んでいたエマーソンの全集につい

て思い出していたからである。去年の夏、私はエマーソンの全集を片手にデンマークとノルウェー

を旅した。北欧の自然や街を列車や長距離バスで移動しながらエマーソンの全集を食い入るように

読んでいたことを懐かしく思い出した。 
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ソローはエマーソンの弟子であり、友人でもあった。これまで私は一冊もソローの書籍を読んだこと

はなかったが、ソローがマサチューセッツ州のコンコードの森の中でひっそりと生活を営んでいた時

期があることを知ってから、どこか彼の生き方や思想に共感を抱いていた。共感を抱きながらもまだ

彼の作品を一つも読んだことがない状態が続いていた時に、街の古書店で偶然にも“Bird Relics: 

Grief and Vitalism in Thoreau (2016)”という書籍に出会った。 

この書籍も厳密にはソローの作品ではなく、ソローの詩作を紹介することを通じて彼の思想や生き

方を解説した内容になっている。本書を出版したのはハーバード大学出版であり、正直なところ、

ハーバード大学出版の出版物は自分にとって面白いものが少ない。これまで面白いと思った本は、

キーガンやファウラーの書籍など数えるほどしかない。ハーバード大学出版からの出版物を眺めて

いると、その元になっているハーバード大学というのはもしかしたら大衆化された大学なのかもしれ

ないと思ってしまう。 

お隣のMIT出版は自分にとって関心のある書籍を多く出しており、またハーバード大学が設立の際

に範を求めたケンブリッジ大学の出版社も優れた書籍を世に多く出している。古書店で購入した書

籍にも二つの出版社から出版された書籍が何冊か混じっていた。出版物を見る限り、ケンブリッジ

大学の方がハーバード大学よりも随分と格が上のように思える。もう少し二つの出版社から出された

書籍を吟味することによって、両者の大学の政治的意図や力について考えを深めていこうと思う。 

フローニンゲンの街はこのところ工事をしている場所が多い。街の至る所で道路の工事が行なわれ

ている。そういえば、私がこの街にやってきた 初の夏もそうであったし、その次の夏もそうだった。

毎年この初夏の時期に工事が多くなされるのであろうか。いずれせよ、私が気づいていないところ

で常に工事が進行し、気がついてみると綺麗な道が出来上がっていることにはいつも驚かされる。

フローニンゲンの街は、二年前に来た頃よりも確実に変化している。 

フローニンゲンの街の作りに関して、以前どこかで面白いことを聞いた。フローニンゲンの街は特に

歩行者を大切にするように配慮されており、車が走れる道はあえて一方通行にしているものが多い

と聞いた。特に街の中心部あたりに張り巡らされた道はそのような作りになっているようだ。ひとたび

道を間違えると随分と迂回をしなければならず、その煩わしさを考えると歩いた方がいいと人々に

思わせる隠れた意図があるというような話を聞いた。 
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この二年間で行われた工事に関しては、一体どのような意図や配慮の元になされたのか気になると

ころである。行きつけのチーズ屋の真ん前を通る道も随分と綺麗になった。より歩きやすい道になっ

たという点においては、歩行者としての私にとっては喜ばしいことである。それでは景観については

どうだろうか。 

その道に関して言えば、景観を損なうことがなかったように思える。工事が完成した時、それについ

てはホッとしたのを覚えている。道一つを変えるだけでも、その街の印象は随分と変わってしまうも

のである。また印象が変わるということは、街の景観からフィードバックされてくる内的感覚も必然的

に異なることを意味しており、街の開発計画というのは本当に難しいものだと思わされる。 

安易に道を変えることが街全体の景観を損ねてしまい、そこで暮らす市民の精神生活に多大な影

響を与えるのと同じように、対人支援の仕事において一本の道を安易に変更させるような介入を行

うことがどれだけ危険なことかを改めて思う。街の発達も人の発達も非常に繊細複雑な現象だ。フロー
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