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2741. 【ロンドン滞在記】芸術と音楽に溢れる日々 

ロンドン滞在の三日目の朝を迎えてから数時間が経った。時刻は午前八時を回り、ロンドンの街は

これから少しずつ動き出していくだろう。大都市ロンドンもこの時間帯は静かで落ち着いている。昨

日に引き続き、今日も晴天に恵まれ、気温も実に爽やかだ。 

今日はこれからナショナル・ギャラリーに足を運んで名画を楽しみたいと思う。宿泊先のホテルから

ナショナル・ギャラリーまでは歩いて30分ほどだ。ナショナル・ギャラリーまで歩いて行くことは早朝

の良い運動になるだろう。こうした運動に加えて今日も美術品を見て回ることになるため、昼はナショ

ナル・ギャラリーのレストランを利用してもいいかもしれない。 

ナショナル・ギャラリーをゆっくりと堪能した後に、ウェストミンスター寺院を訪れたいと思う。当初は

滞在最終日にそこへ足を運ぶ予定だったが、やはり最終日の夕方にはホテルの自室でワールドカッ

プの日本の第二戦を応援したいと思う。最終日はホテルからすぐ近くにあるディケンズ博物館を訪

れ、夕方の試合開始までは大英図書館にいたいと思う。 

今日はウェストミンスター寺院を訪れた後に時間があればカフェに立ち寄って、そこで作曲実践を

したい。昨日はテレマンに範を求めるだけにとどまり、結局バッハの曲を参考にすることができなかっ

た。今日は、先日に王立音楽院で購入したバッハの楽譜を持参して、立ち寄った先のカフェで作

曲実践を行いたいと思う。とにかく日々少しずつでいいので作曲実践を行う。 

本当はマルクスが大英図書館に毎日通って経済学の探究に打ち込んだように、私も毎日どこか図

書館にでも通って作曲実践に打ち込みたいという思いがある。これまではずっと自宅の書斎で探究

活動や作曲実践を行っていたが、それらを真に自分の仕事として取り組み始める時期に差し掛か

れば、一旦書斎から離れ、どこか図書館などの集中できる場所で自分の仕事に取り組むのも良い

かもしれないと思う。 

先日に王立音楽院で購入した楽譜の中で、エマニュエル・シャブリエ（1841-1894）の楽曲が収めら

れたものが一つある。私はそれまでシャブリエという作曲家を知らなかったが、彼はフォーレと親交

が厚く、作曲は独学であったという史実を知った。特に39歳までは官僚としての仕事に従事してお
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り、39歳で退職をしてから作曲家としての活動を本格的に始めたことに私は強い関心を持った。ま

たシャブリエがピアノ曲を数多く作っていることにも親近感のようなものを覚えた。 

ロンドン滞在中には、シャブリエの楽譜を参考にしながら曲を作ることはしないだろうが、購入した楽

譜を眺めることによって、彼の音楽世界を視覚的に捉えることをしたいと思う。ロンドン滞在の三日

目も、芸術と音楽に溢れた一日となる。ロンドン：2018/6/22（金）08:25  

No.1096: Embrace of Tenderness 

I feel that every day is embraced by full of tenderness. Each day peacefully passes by, and it 

starts with serenity. Groningen, 09:54, Tuesday, 7/31/2018 

2742. 【ロンドン滞在記】ナショナル・ギャラリーを訪れて  

今ウェストミンスター寺院近くのカフェにいる。先ほどナショナル・ギャラリーを出発して、ようやくひと

休みしている。今日はナショナル・ギャラリーを訪れることができて本当に幸せであった。結局昨日

訪れた大英博物館以上にナショナル・ギャラリーに滞在していたように思う。時間としては五時間半

ぐらいだろうか。 

今日も気がつけば昼食を摂っていなかった。午後四時を迎えたが、今日食べたものはリンゴ一つと

バナナ二本だけだ。食事を摂ることがどこか惜しいことのように思えてしまうほどに、今日はナショナ

ル・ギャラリーに所蔵されている作品を鑑賞していた。端的に言って、ここ最近訪れた美術館の中

でも随一の感動を得たように思う。 

実はナショナル・ギャラリーの会館に合わせて入館しようと思っていたのだが、私の勘違いで最初に

隣の建物であるナショナル・ギャラリー・ポートレイトに入ってしまった。入ってすぐにその名前からこ

こは肖像画を主に所蔵している美術館であり、ナショナル・ギャラリーとは異なることに気づいた。し

かしせっかく中に入ったので、少しばかり肖像画を眺めた。数十分ほどでそこを後にし、私は隣の

ナショナル・ギャラリーに入館した。 

ここも昨日の大英博物館と同じように膨大な美術品を所蔵している。大英博物館とナショナル・ギャ

ラリーの違いを挙げるとするならば、前者は古代文明に関する諸々の芸術作品を所蔵しているのに
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対し、後者は絵画を所蔵している。昨日もどこから大英博物館の感想を書こうかと迷ったが、今日も

どこからナショナル・ギャラリーについて書けばいいのか迷っている。とりあえず印象に残っているも

のを順番に振り返っておきたい。 

ナショナル・ギャラリーに入ってすぐに、私は地下のショップに行き、そこでガイドブックを購入した。

ここ最近、美術館や博物館で文献を購入する時は日本語訳のものがあれば英語ではなくあえて日

本語訳のものを購入するようにしている。これはここ数年間の中での変化であり、英語で思考生活

を営むほど英訳の方を選ぶと思いがちだが、私の場合は少し違うようだ。ただし、これは芸術に限っ

た話であり、学術関係の書籍は日本語訳のものは読まないようにし、英語（もしくは英訳）のものを

選ぶようにしている。 

美術館や博物館で日本語の文献があればそれを購入するようにしているのは、芸術に関しては特

に英語で何か仕事をしようという意図がないからかもしれない。真っ先に購入した『ナショナル・ギャ

ラリー：コンパニオン・ガイド（2016）』は実に充実した中身を持っている。原書がイェール大学出版

から出版されただけあって、中身の解説が非常に充実している。大英博物館にせよ、ナショナル・

ギャラリーにせよ、どちらも共に無料で入館ができるのだが、カラーの案内マップは有料である。 

それを購入するぐらいならしっかりとしたガイドブックを購入した方が賢明だと思い、昨日も今日も本

格的なガイドブックを購入した。本日購入した上記のガイドブックは368ページほどあり、主要作品

がフルカラーで掲載されている。私はこの本を片手にナショナル・ギャラリーを巡った。気になる作

品の前で立ち止まる都度、本書を紐解き、中身の解説を読んだ。 

来館者は膨大な数いたが、この分厚いガイドブックを携えながら絵画鑑賞を楽しんでいた人は他に

いなかったように思う。感動を与えてくれた作品についてまだ何も書き留めていないが、本日の鑑

賞の中で特に強い印象を与えてくれた画家の画集を何冊か購入した。 

クロード・モネ、ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー、オディロン・ルドンの三名の画集を購入した。

モネについては解説DVDも購入し、ターナーについては二冊ほど画集を購入した。これらの画家

の作品についてはまた後ほど文章を書き留めておきたい。ロンドン：2018/6/22（金）16:26  
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No.1097: Splendid Summer Winds 

Everyday passes splendidly and calmly. It is very fresh today, which makes me serene. Groningen, 

10:10, Wednesday, 8/1/2018 

2743. 【ロンドン滞在記】クロード・モネ特別展示での感動  

先ほど訪れたナショナル・ギャラリーでの感動が今もまだ忘れられない。とりわけクロード・モネの特

別展示は本当に素晴らしかった。 

今朝方改めてナショナル・ギャラリーのウェブサイトを調べていたところ、今日はメンバー会員しか特

別展示を見ることができないような記載になっていたので残念に思っていた。しかし実際にナショナ

ル・ギャラリーを訪れてみると、当日チケットが購入できることがわかった。 

せっかくなのでモネの名画77点をこの機会に堪能したいという強い思いが湧いてきた。その前に

ショップでどのような作品が展示されているのかを確認するために、特別展示用の画集を眺めてい

た。それを開いてすぐに気づいたのは、この特別展示を逃しては決してならないということだった。

画集を元の場所にそっと置き、私はチケット売り場に向かった。 

私：「こんにちは。特別展示のチケットを一枚いただけますか？」 

チケット売り場の係員の男性：「こんにちは。一枚ですね。了解しました」 

私：「てっきり今日はメンバー会員しか購入できないかと思っていたので、当日チケットを購入できて

嬉しいです」 

チケット売り場の係員の男性：「少し表示がわかりにくかったようですね。期間中は当日チケットをい

つでも購入できますよ。あっ、アメリカンエキスプレスのプラチナカードをお持ちなのですね。それで

したら特別展示は無料です」 

私：「本当ですか？それは有り難い！」 
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チケット売り場の係員の男性：「ええ、そのカードをあちらのカウンターで見せてください。そうすれ

ば無料でチケットがもらえます」 

私：「どうもありがとうございます」 

失礼ながら、アメリカンエキスプレスのプラチナカードを持っていてこれまで特典らしい特典を実感

したのは、世界中の空港ラウンジを無料で使えるプライオリティーパスぐらいしかなかったので——こ

の特典は欧州の地で飛行機を用いた旅行をする際にとても重宝している——、まさかこうした美術館

でもカードの恩恵が受けられるとは思ってもいなかった。私は無料でモネの特別展示が見れること

をひどく喜んだ。 

しかし、係員の男性に指示されたカウンターでそのカードを見せた時、どうも様子が違った。 

私：「すいません。こちらのカードで特別展示のチケットをいただけますか？」 

係員の女性：「はい、アメリカンエキスプレスのプラチナカードですね。ん？カードの色がグリーンで

はなくブラックですね。ちょっと確認してみますので少々お待ちください」 

私：「はい」 

係員の女性：「大変申し訳ないのですが、カードの絵柄が違うようなのでそのカードでは無料で特

別展示を見ることができません。あちらのカウンターでチケットをお求めください」 

私：「えっ？さっきそのカウンターの男性が無料で入れると言っていたのですが・・・」 

係員の女性：「申し訳ないのですが、色と絵柄が違うのでご利用いただけません」 

無料で展示を見られると思って喜んでいたのだが、そこから一転して少々落胆した。人生には山あ

り谷ありだ。 

アメリカンエキスプレスのカードの絵柄は米国ではあの特徴的な人柄の絵柄なのだが、このカード

は日本で作ったため、特徴的なあの人柄ではなく、プラチナカードなのにブラックカードであるかの
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ような色をしている——色が黒でダメだというのはおかしく、本来であればブラックカードが一番格上

なはずなのだが。私はもう一度先ほど親切に対応をしてくれた男性のところに行ってチケットを購入

することにした。 

私：「たびたび申し訳ありません。このカードではダメだと言われてしまったので、チケットを購入させ

てもらえますか？」 

チケット売り場の係員の男性：「えっ？そんなはずはありませんよ。まったく、彼女は何も分かっちゃ

いませんね。一緒に行きましょう。私が彼女に説明します」 

勢いよく係員の男性がそのように述べ、私と一緒にまたしても先ほどのカウンターに向かった。 

チケット売り場の係員の男性：「アメリカンエキスプレスのプラチナカードは無料で特別展示を見れ

るということを知らないの？」 

係員の女性：「いや、でもカードの絵柄がこのマニュアルに表示されているものと違うでしょ」 

チケット売り場の係員の男性：「い〜や、今日何人かすでにアメリカンエキスプレスのプラチナカード

で無料で特別展示を見てるんだから、絵柄が違っても関係ないだろう」 

係員の女性：「だけど・・・」 

チケット売り場の係員の男性：「さっき僕はこのジェントルマンに無料で見れると言ったんだ。だから

無料だ」 

係員の男性は力強くそのように述べ、無料チケットの束からさっと一枚を切り取って私に渡してくれ

た。私はその男性の厚意に本当に感謝をした。私はその係員の男性の方に手を当ててお礼を述

べた。それにしても、「ジェントルマン」と呼ばれたのは初めてかもしれない。さすが紳士の国の英国

だと思った。 

20ポンド（約3000円）の特別展示が無料で見れることになり、私はその係員の男性に今でも大変感

謝をしている。帰り際に再度お礼を述べようと思ったが、もうその男性はそこにいなかった。 
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繰り返しになるが、この特別展示を見ることができて本当に良かったと思う。モネの作品が素晴らし

いことはずっと前から分かっているつもりでいたが、実際に名画77点を見たとき、ここまで素晴らしい

作品を残している画家だったのかと多大な感銘を受けた。 

ゴッホとは画風は全く異なるが、ゴッホの作品と同じぐらいに愛すべき作品が数多くある。結局私は

この特別展示の作品を全て三回見た。順路に沿って最初の作品から最後の作品までをゆっくり眺

め、最終地点から順路を逆に辿ってスタート地点に戻った。そこからまた順路に沿って出口に向かっ

ていった。 

モネの作品を眺めていると、美しい音楽が本当に聞こえてきそうだった。偶然にも同じファーストネー

ムのクロード・ドビュッシーの音楽が聞こえてくるかのようだった。それぐらいにモネの絵画は音楽的

であった。モネの絵画作品に喚起される音楽的なものを曲にしたいと心底思った。 

また、モネの思想や生涯をより知りたいという思いから、特別展示の画集とモネに関するDVDを後

ほどショップで購入した。今もカフェでモネの画集を眺めている。本当に美しい絵画作品ばかりだ。

ロンドン：2018/6/22（金）16:57  

No.1098: A Summer Festival 

When I got up this morning, I felt that I was in a long summer vacation. I have a feeling as I were 

always enjoying a summer festival. Groningen, 10:25, Wednesday, 8/1/2018 

2744. 【ロンドン滞在記】ロンドン滞在四日目の朝に 

ロンドン滞在の四日目の朝を迎えた。今日も昨日に引き続き、空は雲一つなく、青一色で塗られて

いる。 

昨日にロンドンの街を散歩している最中に、私は何度か空を見上げた。ロンドン上空に広がる紺碧

の空。そこに一筋の飛行機雲が通って行く様子。そうした景色が一日経っても自分の脳裏に焼き付

いている。 
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ホテルの自室の窓を開け、早朝の新鮮な空気を取り入れる。鳩が時折小さく鳴いている。今日は土

曜日であるから、早朝のこの時間帯は平日よりもなお一層静かに感じる。また、ロンドンの街が活気

付いてくるのは今日は平日よりも遅くなるだろう。 

一昨日に大英博物館に足を運び、昨日はナショナル・ギャラリーを訪れたため、一応大きな博物館

と美術館に訪れることに関してはすでに満たされたものがある。今日と明日にもう一度各々の場所

を訪れようと思っていたが、そうしたことをせず、この二日間の体験を消化することに時間を充てた

いと思う。その代わりに今日は、ベイカー・ストリートにまず足を運ぶ。この場所は言わずとも知れた

シャーロック・ホームズにゆかりのある場所だ。 

ロンドン初日に電車に乗っている時に、降りる駅の向こう側に「ベイカー・ストリート駅」という名前の

駅を見つけた。そこでふと、そういえばロンドンはホームズの生活拠点であったことを思い出した。ま

た、私はベネディクト・カンバーバッチが演じる『SHERLOCK』のテレビドラマシリーズをブルーレイ

で持っており、これまで全作品を二回ほど視聴している。そうしたこともあり、せっかくなのでホーム

ズにゆかりのある場所の近辺を散策してみたいと思うようになった。 

調べてみると、ホームズが住んでいたとされるベーカー街221Bにはホームズに関する博物館がある

ことに気づいた。今日は午前中にその博物館を訪れたいと思う。場所はロンドン滞在の初日に訪れ

た王立音楽院のすぐ近くにあり、ホテルから歩いて35分ぐらいなので良い運動になるだろう。ホーム

ズ博物館を訪れた後に、ヘンデル博物館に足を運びたいと思う。 

今日はこの二つの博物館を訪れることに留め、時間があれば夕方に近くのカフェに立ち寄り、そこ

で日記を書いたり作曲実践を行ったりしたいと思う。旅をしながらその時々の体験を日記に書き留

め、旅を通じて喚起される感覚を曲として表現していく生活。今回のロンドン旅行を通じて、そうした

生活を今後数年以内に実現させたいと思う。確かに今もそのような形に近い生活を送ることができ

ているが、もっと徹底した生活のあり方が必要だ。 

他者が発する雑音には一切耳を傾けず、旅と自らの創造活動が自分の日々を形作っていく生活。

全ての雑音を断ち切る日が訪れるのはそう遠くないように思えてくる。これはなんと喜ばしいことだ

ろうか。そうした生活が実現されて初めて、私は自らの人生を真に生き始めるのだろう。創造に次ぐ
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創造によって形作られる生活。それが人間の本質的な生活のあり方だ。ロンドン：2018/6/23（土）

06:45  

2745. 【ロンドン滞在記】超越的な意識を通じて 

宿泊先のホテルの自室に備え付けられた小さな窓から早朝の新鮮な空気が流れ込んでくる。爽や

かな空気の流れと共に、鳥の鳴き声が時折聞こえて来る。普段生活をしているフローニンゲンの街

で聞こえて来る小鳥の鳴き声は聞こえてこないが、時折聞こえて来る別種の鳥の鳴き声が私の心を

落ち着かせてくれる。 

昨日もロンドン市内を散策していて気づいたが、ロンドンには空気が悪く、汚い通りが数多くある一

方で、近くに緑があり、空気が澄んだ場所も数多くある。また、歴史を感じさせてくれる落ち着いた

通りも数多くあることも確かだ。美醜が渾然一体なった街。それがロンドンの本当の姿なのだろう。 

先日の日記にも書き留めたが、母国語が英語の国に滞在することがこれほどまでに安心感を与え

るのだということを改めて思う。言語というのは精神生活の隅々まで行き渡っており、それはすなわ

ち身体の領域にまで影響を与えることを意味する。精神的な落ち着きと身体的な落ち着きは密接

に関係し合っており、言語的な安心感がまず精神空間の中にもたらされ、それが身体的な安心感

へと繋がっている流れを見て取ることができる。 

英国に滞在することがこれほどまでに安心感をもたらすものであるならば、こと精神空間に限れば、

英国英語よりも米国英語に慣れ親しんでいる私にとっては米国に滞在することはさらなる安心感を

もたらすのではないかと思う。 

ここ数年間、いったい自分はどの国で落ち着いて生活をするのだろうかと考えることが増えている。

一つ候補として挙がっていたのはハンガリーであり、それ以上にここ最近は将来的にオランダに定

住することも視野に入れている。 

言語的な安心感で言えばオランダは英語がほぼ問題なく通じるため申し分ないが、やはり英語を

母国語とする国の方が言語的な安心感があるのは言うまでもない。それも踏まえて、米英以外に英

語を母国語とする国についてもう少し調べてみようと思う。 
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仮に欧米で永住権を取得したとしても、やはり私はどこかの国に永住することはないように思う。た

だし、四年以上の定住は近いうちにしたいと思う。 

今のところの予定では、芸術教育についての探究を深めるために、来年は一度米国に戻ろうかと

思っている。その後米国で数年間ほど暮らすか、再びオランダに戻って何年か生活をしようかと考

えている。それらの国以外にも生活拠点になりそうな国はないかを調べておきたいと思う。 

ロンドン滞在中もそうであるが、ここしばらく日常の中で観想的な意識状態が続いている。常に目醒

めている状態が続き、この世界を超越的な視点で眺めている自分がいる。昨日もロンドンの街を歩

きながら、この状態を強く感じていた。人間が人間として動いているということ、社会が社会として動

いていることが自分の世界の内側でありありと感じられる。 

絶えず超越的な眼で自己を含めた全てを眺めているような意識の状態。それは確かに状態なのだ

が、一時的なものと呼べるほどに仮初めのものではなく、その永続性は強い。正直なところ、こうし

た状態はここ最近というよりも、欧州での生活を始めた時から生じていたように思う。その強度がここ

最近増したということなのかもしれない。 

自分を含めた人間が、蟻や鳩、太陽や空気と変わらない存在であるという明確明瞭な認識が続く。

蟻や鳩が動くのと人間が動くのとは全く変わらず、太陽や空気の移動とも変わらない。個別の人間

ではなく、それを集合的な社会に拡張したとしても同様の認識が自分の中に生起する。私は私の

内側の世界にいるはずだと思っていたが、その世界の境界線の外から自分の世界すらも眺めてい

る。 

そして他者も社会もすっぽりとこの超越的な認識の中に入っているように感じる。不思議な意識の

状態。今日もその状態は続くだろう。そして欧州で過ごすこの一年間においてそれはより一層強固

なものになるような気がしている。ロンドン：2018/6/23（土）07:18   

2746. 【ロンドン滞在記】シャーロック・ホームズ博物館＆ヘンデル博物館を訪れて 

今はロンドン市内のカフェで休憩をしている。平日よりもゆったりとした時間が流れるロンドンの土曜

日の午後。 
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今日は午前中にシャーロック・ホームズ博物館を訪れ、その足でヘンデル博物館を訪れた。ホーム

ズ博物館の開館時刻よりも少し早くその場に到着したのだが、すでに博物館の前に並んでいる人

たちの姿を見かけた。 

かの有名なベーカー街221Bに到着した時、そこに並ぶ人たちの姿を見て、待って博物館の中に入

るのかを少しばかり迷った。しかしこの機会を逃してしまうと、次にこの場に来るのがいつか全くわか

らなかったため、列に並んで開館を待った。時刻通りに博物館のショップが開き、そこでチケットを

購入することになっているようだった。チケットを購入すると、今度は博物館に入れる人数に制限が

あるようであり、博物館前でまたしても少しばかり並んだ。 

博物館の前には英国の伝統的な服を着た係員の男性が一人立っており、その男性と写真を撮るこ

とが観光客の習わしになっているようだった。私はその光景を微笑ましく眺めながら、博物館の入

館を待った。15分ほど待った後に無事に博物館の中に入ることができた。ベネディクト・カンバーバッ

チが演じる『SHERLOCK』のテレビドラマシリーズで見たことのある眺めがそこに広がっていた。 

思っていた以上にこじんまりとした部屋にホームズとワトソンは一緒にいたのだとわかる。ホームズが

読んでいた書籍や探偵道具など小物類がとても充実していた。新たなグループが館内に入るたび

に、ガイド役の男性がホームズの生活風景や各部屋についての説明をしている。私はその声に耳

を傾けながら、小説上のホームズの生活について思いを馳せていた。 

所蔵されている品々を堪能した後、帰りに土産屋に立ち寄り、書籍に挟むしおりを二つほど購入し

た。ホームズ博物館を後にした時の時刻はまだ午前中であったから、その足でヘンデル博物館に

向かった。ベイカー・ストリートを15分ほど下って行き、左折をして少し歩いたところにヘンデル博物

館がある。 

一昨日に大英博物館を訪れ、昨日にナショナル・ギャラリーを訪れていたため、そこで所蔵されて

いる品々から喚起されるものがまだ私の内側に満ち溢れており、ヘンデル博物館で何かが流れ込

んでくるような感覚はなかった。しかし、ヘンデルが作曲をしていた机を眺めながら、ドイツ生まれの

この作曲家がイギリスに帰化し、死ぬまでロンドンのこの家で作曲をしていた時の心中はいかほど

であったのかを考えていた。 
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ヘンデル博物館の二階にある土産屋でこの博物館のガイドブックを記念に購入した。その場にい

た客は私一人であったから、レジの店員と少しばかり話をした。 

私が品を選んでいる最中に、別の係員とその男性が雑談をしており、「ロンドンに引っ越して来てど

う？」という話をしていたのを小耳に挟んでいた。私はその店員の男性と話をした際にどこから来た

のかを訪ねた。彼の英語がイギリス英語に聞こえたので、てっきりイギリスのどこかの都市から引っ

越して来たのだろうと予想していたが、どうやらオーストラリアから引っ越して来たようだ。 

その方は元々教師をしており、それ以前は音楽家だったそうだ。そんなやり取りをした後に私は博

物館を後にした。初夏の爽やかな風を浴びながら、ゆっくりとカフェに向かって私は歩き出した。ロ

ンドン：2018/6/23（土）14:18    

2747. 【ロンドン滞在記】目醒める夢 

ロンドン滞在の最後の日を迎えた。気がつけばロンドンでの滞在も今日が五日目となる。 

旅をしていていつも思うのは、旅の時間はあっという間に過ぎ去っていくという感覚と同時に、旅の

時間がゆっくりと過ぎ去っていくという相反する感覚が自分の中で生じているということだ。ロンドン

に滞在する五日目の起床時に、ロンドンにすでに五日滞在していることへの驚きと、まだ五日しか

滞在していないことへの驚きがあった。時というのは本当に面白い性質を兼ね備えている。 

昨日、自分の内側に「時のこがね虫」が生きているのがわかった。早く流れ去る時間やゆっくりと流

れて行く時間。それら以外にも、実際には無数の時間感覚が自分の中に存在している。千変万化

する内側の時間感覚はこがね虫の多様に変化する輝きに似ている。古代エジプト人はこがね虫を

神聖な生き物だとみなしていたようだ。それを先日訪れた大英博物館で知った。時間というのは神

聖な生き物なのかもしれない。そのようなことを早朝に思う。 

今日は日曜日ということもあり、いつも以上にロンドンの街は静かだ。六時半に迫っているこの時間

帯は特にその静かさが顕著である。朝日はすっかり昇っており、今日も天気が良いとのことである。

ロンドン滞在中は本当に天気に恵まれた。フローニンゲンに帰る明日も晴れとのことである。ロンド

ンは初夏の気候であり、朝夕は半袖では少し肌寒いが、日中は半袖でちょうど良い。明日からは一
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気に気温が上がるらしい。一方でフローニンゲンは相変わらず涼しい気温が続いており、明日はロ

ンドンと10度ほど気温が異なるので帰る際には気をつけたいと思う。 

今朝方は強い印象を残す夢を見ていた。しかし起床してからしばらく経つ私の内側で、その印象は

随分と霞んでしまっている。何か国家資格の取得に向けて勉強をしている自分がいた。専門学校

のような場所に通い、そこで随分と年配の男性と知り合いになり、一緒に勉強するような日々を過ご

していた。 

どうやら私は高校を中退してその専門学校に通っているらしかった。高校で教えられる内容があま

りにも形骸化しており、それが苦痛で仕方なかったようだ。私はその専門学校で一心不乱に勉強を

続けていた。その専門学校は各階に二つほど狭い教室があり、学校の建物は縦に長く、一つ一つ

の教室には数人ほどしか入ることができない。 

そんな環境の中で私は毎日そこに通い勉強を続けた。ある日ふと、私はこの専門学校で学んでい

ることすらも馬鹿らしく思えてきた。「こんな国家資格を取得して何の意味があるのだろうか？」「そも

そも資格など必要なのだろうか？」そんな問いが自分の内側に現れた。 

こうした問いは私を目醒めさせ、資格取得に向けた勉強の無意味さを私に教えた。それ以降、私は

その専門学校に通うことをせず、自分が真に没頭できることに打ち込む決意を固めていた。そこで

夢から覚めた。時刻を確認すると早朝の五時だった。ロンドン：2018/6/24（日）06:39    

No.1099: A Peaceful Beginning of Day 

I notice that I begin a new day with a peaceful mind. I always end and start with a tranquil state of 

mind. Does it imply that our birth and death are embraced by peacefulness? Groningen, 08:07, 

Thursday, 8/2/2018 

2748. 【ロンドン滞在記】刻まれる秒針 

昨夜就寝に向けてベッドの上に横たわり、目を閉じてみると、そこには溢れかえる心象イメージで満

たされていた。ここ数日間、毎日ロンドンの街を歩いて散策しており、またそれに加えて、強い印象

を残す博物館や美術館を訪れているためか、自分の内側にイメージの渦が出来上がっているよう
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だ。興味深かったのは、それらの心象イメージがどことなく「ロンドン的」であったことだ。ロンドンの

街並みや、街を走る特徴的な車などが昨夜のイメージの中心を占めていた。 

ここからもやはり、身を置く環境が自分の感覚に多大な影響を与えていることがわかる。この世界の

どこで生活をするのかというのは精神生活を決定的に左右する。ここのところ私は毎日、これからど

こで生活をしていくのが良いのかを考えている。結局一つの決定的な拠点というのは見つからず、

もしかしたら幾つかの生活拠点を持ちながら、それらの場所を行き来するような生活をするかもしれ

ない。 

この世界において自分が身を置くべき場所はどこなのだろうか。自分は一体この世界のどこに流れ

着くのだろうか。そのようなことを毎日考えている。 

今日は午前中に、宿泊先のホテルから目と鼻の先にあるディケンズ博物館に足を運びたいと思う。

博物館を訪れた後は、大英図書館に行き、そこで作曲実践をする。ロンドンに来て改めて、自分は

絵画と音楽に溢れた生活を心底望んでいることがわかった。また、それ以外のものは何もいらない

ということもわかった。 

とにかく絵画と音楽の中で日々の生活を形作っていく。オランダに戻ってからは、毎日画集や楽譜

を眺め、これまで以上に曲を作っていくことになるだろう。そのような予感がしている。一般的な意味

での社会生活はもうやめにしようと思う。何としてでも数年以内に自らの創造活動だけに打ち込む

生活を形作る。 

外部との接触をほぼ断ち切る。自分の創造活動と関係のない交流は特に避けなければならない。

外部からの雑音を極端なまでに避ける。「他者であるような他者」と関わることは一切やめ、「自分で

あるような他者」と思うことができるごくごく少数の人とだけ付き合いを継続させる。 

ここからの数年で実現させるべきことは「清算」だ。世間からの評価という馬鹿げた度量衡を完全に

手放し、ただ作るに作る日々を過ごしていく。この世界のどこかで創造活動だけに従事する生活を

送る日が近いうちに必ずやってくる。それがもう確かなものとして感じられる。 
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先日に大英博物館を訪れた時、時計の展示品を眺めながらあることを考えていた。大きな時計を

前にした時、仮に秒針が毎秒数ミリほど動いているのであれば、一分間で数センチほど動き、一時

間、そして一日を通して見れば、随分と長い距離を時計は日々刻んでいることに気づいた。それが

年間になればもっと長い距離となる。果たして自分の中で毎日刻んでいるものがあるだろうか。私

はそんなことを自問した。 

小さくてもいい。日々小さなものを積み重ねていくことが、いつか巨大なものを生み出す。日々一歩

一歩小さな歩みを進めていれば、気が付かない間に長大な距離を歩いていたことになる。時計の

展示品をぼんやりと眺めながら、自分のこれからの歩みについて思いを馳せていた。 

とにかく今日も秒針を刻むかのように小さな一歩を積み重ねていきたいと思う。いつかでいい。そう

した積み重ねがいつか自分を遥か彼方の場所にまで運んで行ってくれることを願う。ロンドン：2018/

6/24（日）07:09    

No.1100: A Call From the Aegean Sea 

A couple of weeks ago, I suddenly had a yearning for the Aegean Sea. I’ve never visited there, 

but I suppose that my soul wishes to return back there and to restart again. Groningen, 08:30, 

Thursday, 8/2/2018 

2749. 【ロンドン滞在記】ディケンズ博物館を訪れて 

今この日記を大英図書館の勉強机の上で書いている。今日は日曜日であるから、大英図書館の開

館時間は遅く、午前11時が開館時刻だった。 

朝一番に宿泊先のホテルを出発し、歩いてすぐのところにあるディケンズ博物館を訪れた。その後

に大英図書館を訪れた。ほぼ開館時間に到着したにもかかわらず、日曜日のこの時間帯にはすで

に勉強している人がたくさんいた。皆思い思いに好きな本を読んだり、パソコンに向かって何か作

業をしている。子連れの家族の姿もちらほら見られる。家族で一緒になってこうした立派な図書館

で読書を楽しむというのは素晴らしいことだと思う。 
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これから一曲作ったらちょうど昼食の時間になるだろう。図書館の地上階には小さなカフェがあり、

先ほどそこでコーヒーとパンを一つ購入して食べた。昼食は一階（日本でいう二階）にあるレストラン

で摂ろうと思う。昼食前に図書館の特別展示室に立ち寄り、マグナカルタの原本やモーツァルトら

の直筆の楽譜を見たいと思う。 

昼食を食べ終えたらそこから二時間ほど作曲を行い、図書館を後にしたいと思う。今日はワールド

カップの日本対セネガル戦がある。ホテルの自室でゆっくりしながらこの試合を観戦したいと思う。 

午前中に足を運んだディケンズ博物館での体験を思い出している。ロンドンの通りを散策していて

面白いのは、通りに面した家の扉の上に青いプレートが掲げられている所があり、それは著名人の

誰かがそこに住んでいたことを示している。ヘンデルが住んでいた家、そしてディケンズが住んでい

た家には当然ながらこの青いプレートが掲げられている。今回は足を運ぶことをしなかったが、日

本人であれば夏目漱石が住んでいた家にもプレートが掲げられているそうだ。 

ディケンズ博物館は地下と地上階を合わせると、合計で五階建ての建物である。ディケンズが実際

に住み、この場所で執筆活動を行っていたのだと思うと感慨深い。特に私は、ディケンズの書斎に

足を踏み入れた時の印象を忘れることができない。ディケンズの仕事机は特殊な形をしており、原

稿を置く台が斜めになっている。 

おそらく首や肩が凝らないための工夫なのかもしれない。私も普段から書見台を使って書籍を読む

ようにしており、ディケンズのこうした小さな工夫に共感するものがあった。また、私が最も感銘を受

けたのが、ディケンズが厳格な決まりごとを自らに課して日々の創作活動を行っていたことである。

それは非常にシンプルであり、朝食を摂ってから昼食までの時間帯はとにかく執筆活動だけに専

念するというものだ。 

その他の雑事には一切目をかけず、ディケンズは午前中の貴重な時間を執筆活動に捧げたそうだ。

改めて私も、早朝の時間帯に創作活動に集中して従事しようと思った。これまでも日記の執筆は毎

日午前中に行っていたが、これからはそこに作曲の実践を必ず加えるようにしたいと思う。ロンドン

旅行の前あたりから午前中に作曲実践をするようになっていたが、これを徹底させ、完全な習慣とし

たい。 
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もう一つ私がディケンズに感銘を受けたのは、ディケンズは社会情勢について絶えず関心を持って

おり、当時の時代が抱えている問題を作品の中で取り上げ、読者を啓蒙しようとしたことにある。ロ

ンドンの衛生事情の改善を訴えるような作品や社会正義とは何かを訴えるような作品などをディケ

ンズは残している。 

実は私はディケンズの作品を何一つとして読んだことはないのだが、一人の表現者としてのディケ

ンズには以前から敬意を払い続けていた。今回、ディケンズが小説という創造物を通じて社会に深

く関与しようとしていたことがわかり、それは私にまた一つ大きな励ましをもたらしてくれた。 

これから昼食までの時間を使って一曲ほど作曲したいと思う。ロンドン：2018/6/24（日）12:14    

No.1101: Fulness and Happiness of Life 

I feel a plethora of fulness and happiness everyday. It is not until I began to live in Groningen that 

I realized the essence of how we live as a human being. Groningen, 08:05, Friday, 8/3/2018 

2750. 【ロンドン滞在記】大英図書館が所蔵する貴重な資料 

ロンドン滞在の最終日の今日は早朝にチャールズ・ディケンズ博物館を訪れ、その後に大英図書

館に足を運んだ。日曜日にもかかわらず図書館には勉強をしている人たちで溢れていた。ちょうど

その時間帯はイングランドのワールドカップの第二戦があったのだが、それにもかかわらず図書館

には勉強をする英国人たちの姿を見かけた。大英図書館に着くとすぐに、ディケンズ博物館での体

験を日記にまとめ、その後に作曲実践を行った。 

テレマンの曲に範を求めて一曲作ったところで昼食の時間となった。昼食前に図書館の地上階に

ある資料館を少しばかり覗いてみようと思った。中に入ってみてすぐに気づいたが、この資料館に

所蔵されている資料は本当の貴重なものばかりで驚いた。しかも思っていた以上に所蔵品の数が

多く、昼食前に全てを見ることは無理だとわかった。そのため、昼食前と後の二回に分けて所蔵品

を眺めることにした。昼食前に眺めていたのは、入り口から入ってすぐのところに展示されているレ

オナルド・ダ・ヴィンチの直筆のノート類である。 
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とにかく所蔵されているものが貴重なものばかりで、私の目はそれらに釘付になっていた。バッハ、

ヘンデル、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェン、ショパン、ドビュッシー、エドガー、ショーンバー

グの直筆の楽譜しかり、カール・マルクスの『資本論』の初版本や手紙、マグナカルタの原本、各主

要宗教の聖典を含め、古今東西の価値ある資料がそこにずらりと展示されていた。それらの展示品

をじっくり眺めているときりがないと思ったため、一旦時間を区切り、地上階から一階上がった場所

にあるレストランで食事を摂った。このレストランは開放的かつ清潔であり、メニューもヘルシーなも

のが多くとても満足であった。 

地上階の資料館があそこまで充実したものだと知らなかった私は、当初数十分ぐらいで全ての資

料を見ることができるだろうと思っていた。昼食後にはもう一度机に戻って作曲をしようと思っていた

のだが、資料館の全ての資料を再びじっくり眺めようと思ったため、昼食後にもう一度資料館に戻っ

た。ダ・ヴィンチの直筆のノートとマグナカルタの原本を合計で二回ほど眺め、過去の偉大な作曲

家の直筆の楽譜については結局三回ほど眺めた。大英博物館やナショナル・ギャラリーの所蔵品

の圧倒的な数には驚かされたが、大英図書館の貴重な資料の数々にも相当に驚かされた。 

今回は図書館に収められている書籍を見て回ることをしなかったが、この分だと貴重な書物を膨大

に所蔵しているに違いないと容易に想像できた。もし今後またロンドンを訪れる機会があれば、大

英博物館、ナショナル・ギャラリー、大英図書館は必ず再度訪れたいと思う。ロンドン：2018/6/24

（日）20:12 

No.1102: Dancing Beads of a Rosary 

I perceived that each existence in this world was a bead and that all living beings formulated a 

circle. Perhaps, this world could be dancing beads of a rosary. Groningen, 08:15, Friday, 

8/3/2018 

2751. 【ロンドン滞在記】ロンドン出発の朝に：ナショナル・ギャラリーの回想 

五泊六日のロンドン小旅行を終える日がやってきた。ロンドンを出発する朝は澄み渡るような青空

が広がっている。ホテルの自室の窓を開けると、爽やかな風と共に遠くの方から鳥の鳴き声が聞こ
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えてきた。ホテルのチェックアウトは11時であり、搭乗予定のフライトも14時半のため、比較的ホテル

でゆっくりすることができる。 

10時半あたりにホテルをチェックアウトし、キングス・クロス・セント・パンクラス駅に向かう。そこで地

下鉄のチケットを購入し、リバプール・ストリート駅に向かう。この駅も大きな駅であり、空港行きの列

車がやってくるまでに時間があるため、そこで昼食を購入したいと思う。空港に到着するのはフライ

トの二時間ほど前であり、そこからセキュリティーをくぐり、フライトまでの時間は過去の日記の編集

をしたいと思う。 

このようなことを書き留めていると、徐々に旅の終わりを実感する。明日からはまたフローニンゲンで

これまで通りの生活を送りたい。いや、今回のロンドン旅行を通じて得られた感覚をもとに、より充実

した探究活動と創造活動に従事したいと思う。 

数日前に訪れたナショナル・ギャラリーの記憶が今蘇っている。特に印象に残っているのは、修学

旅行の一環として館内を訪れていた小学生たちが楽しそうにスケッチをしている姿だ。彼らは真剣

な表情をしながらも、実に活き活きとした楽しそうな表情でスケッチをしていた。また、子供たちに館

内の芸術作品と作品鑑賞に関する有益な観点を教えているガイドの姿や、同じことを大人たちに向

けて提供しているガイドの姿が印象に残っている。 

館内には、子供も大人も芸術を愉しむ精神が滲み出していた。子供も大人も一緒になって芸術を

愉しむ光景は大変良いものだと思う。芸術を愛する気持ち、そして美しいものを愛でる気持ちを子

供も大人も一緒になって育んでいる様子は、大変肯定的な印象を私にもたらした。 

芸術を通じた人間発達。子供も大人も芸術を通じて発達しうるということを示唆してくれるような光景

がそこに広がっていた。芸術を通じた人間発達について思いを馳せるとき、自分の内側に動くもの

を感じることができる。そのテーマは私にとってとても大切なようであり、このテーマが今後の私を支

えていくことになるだろうと予感する。 

数日前の日記で書き留めておいたように、ナショナル・ギャラリーはとても大きな美術館だ。結局五

時間以上そこに滞在することになったが、大変感銘を受けたマネの特別展示を除けば、下記の作

品がとても印象に残っている。 
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1. カルロ・クリヴェリ『聖エミディウスを伴う受胎告知』 

2. ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー『解体のため最後の停泊地に引かれていく戦艦テメレー
ル号、1838年』『雨、蒸気、速度——グレート・ウェスタン鉄道』 

3. オディロン・ルドン『花に囲まれたオフィーリア』 

4. ピエール・オーギュスト・ルノワール『小舟』 

これらの作品を納得のいくまでとことん眺め続けた。それ以外の作品については歩きながら眺める

程度であり、美術館に滞在していたほとんどの時間は上記の作品を鑑賞することに充てられたと言っ

ても過言ではない。もちろん上記の作品以外にも、ゴッホやゴーギャンの傑作もあったが、自分を

掴んでやまない度合いでいうと上記の作品に劣る。 

自分にとって良い絵、あるいは今の自分にとって刺激と励ましをもたらす絵はその場に浮かんで見

える。これは本当に不思議な現象なのだが、実際にそうとしか言いようがない。無数に飾られている

作品の中で、内側の促しをもたらすような作品は浮かんで見えるのだ。肉眼ではなく、心眼を発揮

すればそれは一目瞭然だ。 

上記の中でも特に私が感動を受けたのは、ターナーとルドンの作品であった。それらの作品は偶

然にもここ最近にインターネット上で写真を見たことがあり、まさかそれらの原画を見れるとは思って

もおらず、ひどく感動した。 

また、カルロ・クリヴェリの『聖エミディウスを伴う受胎告知』という作品も私にとって非常に重要だ。な

ぜなら、キリスト教の宗教画をこれまで無数に見てきたが、初めて自分に響くものをもたらしてくれた

のがこの作品であったからだ。 

細部について論じることをしないが、自分が時折体験する光の体験、そして数年前の夢の中で見

た宇宙の誕生をもたらした四羽の鳩が象徴することの新たな理解をこの絵画はもたらしてくれた。フ

ローニンゲンに戻った後にまた上記の作品についてはあれこれと言及することになるだろう。ロンド

ン：2018/6/25（月）06:49 
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No.1103: A Quiet Saturday Morning 

It is Saturday, and a quiet morning came. I want to engage in my daily academic and creative 

activities, looking at the view from the window of my study. Groningen, 07:55, Saturday, 

8/4/2018 

2752. 【ロンドン滞在記】ロンドンサウスエンド空港駅のプラットホームの上で 

早朝にホテルの自室で今日利用するロンドン郊外にあるサウスエンド空港について調べてみると、

そこにラウンジがあり、持っているプライオリティーパスによって無料で利用できることがわかった。 

ホテルの自室には十分な広さの机がなく、日記を書き留めることも作曲することも十分にできないよ

うな状態にあったため、ホテルを早めに出発し、空港のラウンジでゆっくりとすることにした。世界中

の空港のラウンジの大部分を無料で利用できるプライオリティーパスにはいつも本当に助かってい

る。 

早朝の九時にホテルをチェックアウトし、今はサウスエンド空港に向かう列車の中にいる。ロンドンか

ら数駅ほど郊外に出てみると、そこにはのどかな景色が広がっている。それはまたオランダののど

かさとは異なるが、こうした風景が私の心を落ち着かせてくれることは間違いない。空港に向かう列

車はとても空いており、四席ある椅子を一人で使っている。 

今日も雲一つない天気に恵まれ、車窓から見える景色が輝いて見える。車窓の上の子窓が全て開

けられており、そこから涼しい風が入ってくる。サウスエンド空港まであと10分ほどだろう。空港に到

着したら速やかにセキュリティーチェックを済ませ、すぐさまラウンジに向かいたい。ラウンジでは昼

食までの時間をまずは作曲実践に充てる。 

テレマンとバッハの曲を参考にする形で二曲ほど作れたらと思う。とにかく短い曲の中であれこれと

試行錯誤をし、実験に次ぐ実験の中で自らの作曲技術を高めていく。今日の実践もそれを強く意

識する。作曲実践が落ち着いたら、過去の日記を編集したいと思う。この編集作業も少しずつでは

あるが着実に進んでいる。 

© YOHEI KATO 2018 !23



今回のロンドンの旅行中にも合計で40本ほどの過去の日記を編集した。今日もまだ移動時間があ

るため、積極的に過去の日記を編集していきたい。 

たった今、サウスエンド空港の駅に到着した。駅に到着するアナウンスがあってから思っていたより

もすぐに駅に到着したので、日記を書くことを中断しなければならなかった。今書きたいことを全て

形にしておきたいと思った私は、駅のプラットホームでこの日記を書いている。どんな環境に置かれ

ても、とにかく書きたいと思うことを書く。 

その瞬間に形になろうとするものを必ずその瞬間に形にしておく。形象化には鮮度があるのだ。そ

のタイミングを逃してはならない。 

今、駅のプラットホームにいるのは私だけであり、そこでこのように日記を書いているのは馬鹿げた

行動に思えるかもしれない。空港の中に入ればすぐにまた日記を書けるのは確かだが、列車から

降りたその瞬間に書き留めておかなければならないことがあると思ったため、今それを書いている。

この世界のいかなる場所で何をしようとも、自分の内側で形になろうとするものが芽生えているので

あれば、常にそれを形として外側に誕生させようと思う。 

今、プラットホーム越しに一機の飛行機が大空に飛び立っていった。何も遮るもののない紺碧の空

に向かって飛び立った飛行機を眺めながら、今日も明日もこれからも、自分のなすべきことに邁進

しようという気持ちを再び持った。ロンドンサウスエンド空港：2018/6/25（月）10:34 

No.1104: A Part and the Whole　 

A part is precious and indispensable to the whole. A piece of music is a part of the galactic piece 

of music that I create throughout my life. Groningen, 08:15, Saturday, 8/4/2018 

2753. 【ロンドン滞在記】サウスエンド空港のラウンジから 

ロンドンサウスエンド空港に到着してから二時間弱が経った。この空港はこじんまりとした大きさだが、

フローニンゲン空港よりは大きい。空港内は綺麗であり、非常に快適な空港だと言える。空港内の

ラウンジも小さいが、飲食には全く困らず、フライトまでの時間を快適に過ごしている。 
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今年はとりわけオランダの国外に旅行に出かけることが多くなる。今回改めて空港ラウンジの快適さ

に助かっており、今後の旅行ではラウンジを積極的に活用していくことになるだろう。オランダを出

発する時にせよ、オランダに戻る時にせよ、空港には早めに到着し、ラウンジでくつろぐことを心が

けたいと思う。 

ラウンジの快適さのおかげもあり、すでに二曲ほど作曲をした。どちらも共にテレマンに範を求めた。

当初はバッハに範を求めて曲を作ろうと思っていたが、フライトまで時間が許せば、もう一曲ほどテ

レマンに範を求めて作りたいと思う。何か特別な感情が立ち現れたわけではないが、作った曲の一

つに「ロンドンサウスエンド空港にて」というタイトルを付けた。 

今朝方ホテルの自室にて、今回のロンドン旅行が草原のメヌエットを楽しむかのような形で過ぎ去っ

て行ったことに思いを馳せていた。 

午後二時前のフライトに搭乗し、今日の夕方にはフローニンゲンの自宅に戻る。今の私は、今日の

夜からこれまで以上に創造活動に打ち込みたいという気持ちで満ち溢れている。ディケンズのよう

に、明日からは朝の時間をこれまで以上に充実させたいと思う。朝の時間帯はとりわけ創造活動に

時間を充てたい。 

これまでも日記の執筆を積極的に朝に行うことをしていたが、明日の朝からは作曲実践を早朝の習

慣の一つにする。過去の日記の編集は昼食後に回してもいいかもしれない。あるいは、早朝に一

曲を作った後に過去の日記の編集を行う。昼食前にまだ時間があれば、そこからまた一曲作る。 

仮に午前中に作曲と日記の編集が終わっていれば、昼食後にまた曲を作る。これを習慣にすれば、

昼食後までに二曲か三曲ほど曲を作ることができる。その後に初めて書籍を読み始める。明日から

はこれまでに引き続き作曲理論の解説書や美学に関する書籍を読んでいきたい。ただしそれらを

読むのは午後からでいい。 

昼食後に作曲を行い、仮眠を取ってから書物を読み始めても全く遅くはない。そこからはしばらく読

書に時間を充て、夕食前か夕食後に再び作曲実践を行う。このような形で一日を形作れば、毎日

曲を三曲か四曲作ることができる。当面は一日に三曲を作る習慣をうまく形づくっていきたいと思う。
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今から昼食を食べ、フライトまでにもう一曲作ることができればと思う。創造に次ぐ創造の日々がまた

始まることを嬉しく思う。ロンドンサウスエンド空港：2018/6/25（月）12:58 

No.1105: A Slow Procession of Summer Clouds 

Today is very cool in Groningen, which makes me doubt that it is summer now. Summer clouds 

are making a procession in the vast sky. Groningen, 08:18, Sunday, 8/5/2018 

2754. ロンドン旅⾏を終えて 

夕方の五時前にフローニンゲンの空港に到着した。空港に降り立ってみると、とても肌寒く、天気予

報の通り、ロンドンの気候と随分異なることを体感した。今日に限って言えば、ロンドンとの最高気

温の差は10度ほどあった。明日のフローニンゲンも随分と気温が低いようだ。 

フローニンゲン空港に到着し、そこからはバスで自宅まで向かった。バスに乗っている最中に、何と

も言えない安堵感があった。これは旅に出かけて戻ってきた際にいつも思うことである。フローニン

ゲンの街に戻ってきた時の安堵感。この街がどれほど自分をくつろがせてくれることかを改めて知

る。  

旅から帰ってくるとこうした安堵感に包まれるのと同時に、どのような旅でも帰ってくる際は必ず少し

ばかりの疲労感がある。このような疲労感を覚えると、次の旅に出かけるのはしばらくよしておこうと

思ったりするのだが、気づかない間に次の旅に向けた期待感が高まっている自分がいる。旅はもし

かしたら阿片的な何かを内包しているのかもしれない。それが人を旅に惹きつけ、人は次の旅に出

かけていくのかもしれない。 

今、五日振りに自宅の書斎の窓から自宅の目の前の風景を眺めている。薄い雲が空を覆っており、

今日は風も少しばかりある。時刻は午後の九時半を迎えたが、まだ日は沈んでいない。旅の最中

は毎日かなりの時間歩いていたからか、全身の筋肉が鍛えられたように思う。歩くことは身体を鍛え

る上で実はとても効果的なのかもしれないと改めて思う。 
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明日からまた外に出かけることは少ない日が続くと思うので、自宅で行える運動をこれまで以上に

増やしていこうと思う。とりわけ早朝と午後にヨガを行うことを欠かさないようにする。時間としては長

くなくてよく、それぞれの時間帯に15分ほど行えば十分だろう。特に早朝には自分の体温を上げる

ことを意識してヨガに取り組みたい。 

欧州での三年目の生活が一ヶ月後から本格的に始まるが、とにかく身体の健康には気をつけたい

と思う。精神を鍛えるよりもまず最初に身体を鍛えなければならない。就寝前に身体を少しほぐし、

明日の朝からまたヨガの実践を行う形で一日を最善の形でスタートさせたいと思う。ロンドンの旅を

終えて、自分の内側にまた静かにみなぎってくるものを感じる。明日がやってくることをとても楽しみ

にしている。フローニンゲン：2018/6/25（月）21:38 

No.1106: Gods in a Forest 

Probably because of my propensity for nature mysticism, I was thinking about gods in a forest and 

feeling as if they were close to me. I cannot forget the view of forests in Norway which I visited 

last summer. I plan to go to Northern Europe this summer too. I may be beckoned by Gods in a 

forest there. Groningen, 08:39, Sunday, 8/5/2018 

2755. ロンドン旅行後の最初の夢 

フローニンゲンに戻ってきた昨日は夜の十時に就寝をした。旅の最中も基本的にはこの時間に就

寝しており、就寝の時間は普段と全く変わらなかった。今回のロンドン旅行を通じて得られたものが

多々あったためか、それらを消化するかのように昨夜はいつもより睡眠を多く取った。今朝の起床

は六時を少し過ぎた時間であった。 

早朝の目覚めと共にコップ一杯半ほどの水を飲み、歯磨きをしてからヨガを行った。昨夜の日記で

書き留めていたように早朝のヨガをこれまでよりも少しばかり時間をかけて行った。深い呼吸を意識

しながら幾つかのアーサナを行っていく。呼吸の深まりとアーサナの移行に応じて徐々に自分の身

体が活性化されてくるのがわかる。 
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ゆっくりとした呼吸とアーサナを合わせて行うことの重要性を今一度知る。起床直後に少しばかり体

温を上げたことによって、今日も朝から活動的になることができるだろう。「活動的」と言っても、それ

は精神活動を指しており、今日からも読書と日記の執筆、そして作曲実践に明け暮れる日々が続く

ことになる。それらだけに従事する徹底した生活を形づくっていきたい。今はまだその徹底さに関し

ては道半ばだ。 

ロンドンからフローニンゲンに戻ってきた最初の夜に印象的な夢を見た。夢は、高校時代に住んで

いた家のベランダで物音がしたところから始まった。 

部屋の中にいた私は、突如ベランダから何か物音がするのを聞いた。すぐさまベランダを覗いてみ

ると、そこには以前私が塾で働いていた時の教え子と大学時代のゼミの友人がいた。ゼミの友人は

ベランダではなく、すでに地面にいたのだが、その教え子は私の家のベランダから地上に降りようと

していた。教え子は背中にリックサックを背負っており、ゼミの友人も同様だった。 

彼らを見た瞬間にわかったが、どうやら二人はこれから家出をするようだった。偶然にも私は家出の

瞬間を目撃することになったのである。私がベランダに顔を覗かせた瞬間に、ゼミの友人は「気づ

かれてしまった」という表情を浮かべた。私はどのような理由で家出をするのか、そしてどこに行こう

としているのかが気になり、それを尋ねてみようとした。 

しかし二人は私に一言だけ何かを述べ、その場から静かに立ち去った。彼らは一目散にその場を

去ったのではなく、ゆっくりと目的地に向かっていこうとしているようだった。私は彼らのことが心配で

あったため、もう少し事情を聞くべく、彼らの後を追うことにした。その瞬間の自分の格好を見ると、

上はワイシャツ、下は下着の格好をしており、右手を見ると歯ブラシを持っていた。 

とにかく私は急いで彼らの後を追いかける必要があると思ったので、ワイシャツに下着姿のままラン

ニングシューズをはき、歯磨きをしながら彼らの後を追いかけることにした。家を急いで飛び出した

ことが功を奏してか、すぐに彼らに追いついた。二人は私がすぐに追いついてきたことを驚いてい

るようであった。 

なにやら彼らは家出をして飲食店を経営するらしい。色々と話を聞いてみると、特に斬新なアイデ

アのある飲食店ではなく、どこかありふれた形の店を経営しようとしているらしかった。ゼミの友人は

© YOHEI KATO 2018 !28



会計士であったから私があれこれと事業計画について話を聞くと、的確に答えてくれた。利益率に

ついては10%を見込んでいるらしい。その数字は悪いものでは決してなく、もし仮に資金が必要であ

れば出資をするということを彼に伝えた。彼がお礼を述べた後、私は二人の目的地について尋ね

た。 

すると二人は満面の笑みを浮かべながら、韓国行きのチケットを見せてくれた。友人はすでに結婚

し、子供もいるため、残された彼の家族が気がかりであり、教え子についても彼は今大学に通い始

めたばかりであり、大学は中退するのだろうかと気がかりであった。 

そんなことを考えていると、私以外にも彼らを追ってきていた人物がいたようであり、二人は私に別

れの言葉を述べて再び逃走を始めた。追っ手はフランス語を話しながら走っており、ゼミの友人が

ゆっくりとしたフランス語でそれに返事をしている。友人と教え子の逃げる姿を見守る中で夢の場面

が変わった。フローニンゲン：2018/6/26（火）07:16 

No.1107: Eyes Open to Truth 

This morning is also very refreshing. Looking at the view from the window in my study, I feel that 

my eyes seeing truth expand. Groningen, 08:53, Monday, 8/6/2018 

2756. フローニンゲンでの生活リズムの再構築 

ロンドン旅行を終えてフローニンゲンに戻ってきた初日。今日はフローニンゲンでの生活リズムをゆっ

くり取り戻すための日にしたい。日記を書き留めたり、作曲をしたりすることを最優先にし、少しばか

り読書をする。また、一週間分のカレーを作ることも今日の午後に行おうと思う。そのようにしてフロー

ニンゲンでの日々が再び形作られていく。 

創造に次ぐ創造。それを第一に掲げた生活を実現させていく。 

昨日も書き留めたように、今日のフローニンゲンの気温は低い。最高気温は19度であり、最低気温

は11度とのことである。今この瞬間の空は曇っていて、肌寒さを感じさせる。明日と明後日は最高気

温が26度まで上がるようであり、明々後日には再び20度ほどの気温になる。そうした肌寒さを感じさ

せる天候だが、幸いにもここから一週間は晴れの日が続くようだ。 
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昨夜は就寝前に小鳥たちの鳴き声を聞いた。彼らの鳴き声を聞いているとフローニンゲンに戻って

きたという感覚が一層高まる。また、彼らの鳴き声によって深い安堵感を得る自分がそこにいた。ロ

ンドンの宿泊先のホテルでは、小鳥たちの鳴き声が聞こえることはあまりなかった。 

一方で、なぜだかわからないが、私が宿泊している部屋の窓の外に鳩がやってくることが多く、時

折羽をバタつかせたり、鳩固有の「ポッポー」という鳴き声が聞こえてくることがあった。私はしばしば

近くにいる鳥を観察することを一つの楽しみにしているが、鳥を見るときはいつも、このような生き物

がこの世界にいることに驚かされる。 

羽の作りの美しさや個性のある顔立ちなど、人間以外のこのような生命が私たちの気づかないとこ

ろで常に活動をしていることに驚かされる。今も一羽の鳥が目の前を飛び去っていった。 

私たちの見ていないところで活動を続ける生き物たち。私たちが見ていないところで活動を続ける

人たち。この世界はどうやら、私たちの目にはつかないところで活動する人や生物の働きによって

成り立っているようだ。 

今日は午前中にまずは作曲実践を行いたい。ロンドンの旅行中はテレマンやバッハの曲に範を求

めることが多かったため、今朝はまずショパンに範を求めたいと思う。一曲ほど曲を作った後に過去

の日記を編集する。その後昼食までに時間があれば、再び作曲に取り掛かる。その際はモーツァ

ルトに範を求めようと思う。 

昼食を済ませた後に再び作曲に取り掛かるか、過去の日記の編集に時間を充てたい。どちらを行

うかは午前中の様子を見て判断する。その後仮眠を取った後に近所のスーパーに行き、カレーを

作る食材を購入し、夕方からカレーを作りたいと思う。夜も引き続き作曲をするか過去の日記を編

集するかに時間を充てたいと思う。今日は焦ることなく、フローニンゲンでの生活リズムを取り戻す

一日にしたい。フローニンゲン：2018/6/26（火）07:37 

No.1108: Sweetness of Summer Breeze 

A breeze of the early morning in summer Groningen contains sweetness. What kind of taste does 

the breeze in your town have? Groningen, 09:05, Monday, 8/6/2018 
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2757. シュタイナーの音楽理論と超越的な意識状態 

早朝は曇り空に見舞われていたが、昼食前あたりから晴れ間が広がった。ロンドンから戻ってきて

の初日は天気に恵まれた。昼食後に近所のスーパーに買い物に出かけた時、天気予報が示す気

温の通り、確かに肌寒く感じられた。半袖ではなく長袖で外出して正解だったと思う。 

ロンドンから帰ってきてからの初日もこれまでと変わりなく、いやこれまで以上に創造活動に打ち込

んで行こうという気持ちで一杯である。実際に、今日は午前中の間に二曲ほど曲を作った。どちらも

共にショパンに範を求めたものだ。今のところ作曲をする際には、無調ではなく、あらかじめいずれ

かの調を選んでから作曲をするようにしている。その際に、シュタイナーが各調に対して解説した理

論を参照している。より具体的には、シュタイナーが提唱した、それぞれの調に固有の色と感覚に

注目をする形で曲を作るようにしている。 

今日はBフラットマイナーとEフラットマイナーの曲を作ったが、両者の曲から喚起されるものはシュ

タイナーの解説と若干違うものであった。これは興味深い現象であり、今後曲を作るにあたって、シュ

タイナーが提唱する各調の感覚と自分が感じる感覚との相違点や共通点により意識を当てていき

たいと思う。今日の夕食後から行う作曲実践において早速それに意識を当てたい。 

ロンドンに滞在中に感じられていたように、超越的な意識状態が継続している。それはどこか自分

の中にある真理の眼が開いているかのような状態だ。この状態においては、このリアリティがそれ自

体として全体的に把握される。ふとその状態から元の状態に戻ってきた時、何か深遠な世界からこ

の世界を眺めていたことに気づく。 

現実世界だと信じられているこの世界について、いったいどれほどの人がこの世界を超えたところ

にある世界の存在に気づくのだろうか。世の中は本当に夢遊病者で溢れている。そのようなことをロ

ンドンの街を歩きながら思っていた。 

昼食後、少しばかり過去の日記を編集した後に仮眠を取った。いつものように20分ほど仮眠を取ろ

うと思ったのだが、目覚める直前に内的ビジョンが現れ、それが消えるまで観察を続けておこうと思っ

た。また、何かを回復させるかのようにもう少し仮眠が必要だという身体感覚があったのも確かであ

る。そのため、私はいつもより長く仮眠を取った。 
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ロンドンから戻ってきてまだ一日しか経っていないため、今自分の内側で諸々の調整が起こってい

るのだろう。今日はいつもより早く就寝し、内側で起こっている調整を促進したいと思う。 

これから夕食前にかけてシュタイナーの書籍を読み、夕食後からはモーツァルトの曲を参考に一曲

作る。時間が余っていれば、再びシュタイナーの書籍を読み、今日は幾分早く就寝することにした

い。フローニンゲン：2018/6/26（火）17:50 

No.1109: A Vigorous Morning Greeting 

This morning looks as if it were making a vigorous greeting to me. Responding to the greeting, I 

want to engage in my work in a vivacious way. Groningen, 08:48, Tuesday, 8/7/2018 

2758. 音楽と絵画に溢れた生活 

今日は六時に起床し、六時半から一日の活動を開始させた。ロンドンから戻ってきて、早朝のヨガ

の時間をこれまで以上に確保するようになった。起床直後に体温をゆっくり上げていき、一日の活

動の開始に備えていくこと。早朝に体温を緩やかに上げておくことは一日全体の活動に左右するよ

うに思う。 

幾つかのアーサナを終えた後に、起床直後の身体感覚を絵として表現した。これも完全に毎日の

習慣になったようだ。日々この実践を続けていると、毎日異なる色と形のシンボルが生まれることに

気づく。それは自分の身体感覚が毎日変動していることを示している。内的感覚というのは本当に

耐えず変化しているようだ。これからも日々その変化を記録しておきたいと思う。 

今日はこれからまず作曲実践を行いたい。ショパンの曲に範を求めて曲を作る。その際に、

“Expanding Tonal Awareness: A Musical Exploration of the Evolution of Consciousness (2014)”を

参照しながら、自分が選んだ調の色や感覚について理解を深めたいと思う。 

まずは早朝に一曲作り、可能であれば午前中にもう一曲ほど作りたい。作曲実践の合間には、昨

日から読み始めたシュタイナーの“Art as Spiritual Activity: Rudolf Steiner’s Contribution to the 

Visual Arts (1998)”の続きを読んでいく。昨日の段階ですでに本書から得るものが多いことに気づ

いており、今日も書き込みなどをしながら本書を読み進めていく。 
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昼食を摂り終えたら再度作曲実践を行うか、上記のシュタイナーの書籍の続きを読んでいく。どちら

かの実践がひと段落し、午後に一度仮眠を取ったら、散歩がてら行きつけのチーズ屋に向かう。ロ

ンドンから戻ってきてまだチーズとナッツ類を購入していないので、今日それらを購入したいと思う。

早朝のこの時間帯は空が薄い雲で覆われているが、午後からは太陽が顔を覗かせるようだ。気温

も昨日より少し高くなり、散歩日和になるだろう。 

とにかく音楽と絵画に耐えず触れながら過ごす生活を送りたい。ロンドンの旅行中にそうした思いを

再度確認した。音楽を聴き、音楽を作る。絵画を見て、自分でも内的感覚を絵として表現する。実

際の音楽を聴き、実際の絵画作品を鑑賞することのみならず、楽譜や画集を眺めることも格別の喜

びを私にもたらす。 

午後にチーズ屋から帰ってきたら、ロンドン旅行の際に購入した画集を眺めたいと思う。ターナー、

モネ、ルドン、これら三人の画集をゆっくりと眺めたい。ルドンについては、七月の末に訪れるクレ

ラー・ミュラー美術館の特別展時の際にまた彼の作品に触れることになるだろう。それが今から非常

に楽しみだ。 

音楽と絵画。この二つを起点にしてとことんまで探究活動と創造活動を進めていこうと思う。今日も

楽しみの中で時間が過ぎ、楽しみの中で一日が終わることになるだろう。フローニンゲン：2018/6/27

（水）07:32 

No.1110: Middle-Aged Men 

I think that if middle-aged despondent and sullen men became more spirited and jovial, the color 

of this world would be a little bit more brighter.  

Although seafood in Japan is fresh and delicious, I’m concerned about the situation that there are 

a number of Japanese middle-aged men with dispirited eyes like those of dead fish. Groningen, 

09:00, Tuesday, 8/7/2018  
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2759. 早朝の作曲実践と二つの世界をつなぐ橋 

起床してから四時間半ほど経った。起床直後にいつも通りにすぐさま日記を執筆し、その後作曲実

践を行った。ここ最近はショパンに範を求めることが多い。特にショパンのマズルカに範を求めてい

る。 

それぞれの調が持つ固有の色や特性についてより言語化を行っていく必要性を感じる。まだそれ

ぞれの調に対して自分なりの言葉が付されていない。そうしたことを行う前段階に今の自分があり、

引き続き各調の曲を作る中で経験を積んでいき、その過程の中でそれぞれの調に対する自分の感

覚を磨いていきたい。 

今少しばかり気づき始めているのは、確かに一つ一つの調にはそれを代表するような色や感覚が

あるが、一つの曲という音楽空間を形成してみた際に、つまり一つの文脈を形成した際に、その色

や感覚の現れ方に変化が生じるということである。こうしたことが言語による一般化を難しくしている

のかもしれない。自分が曲を作った際には、常に固有の音楽空間がそこに出来上がっており、その

空間内の中でのみ姿を表す側面がそれぞれの調にはある。 

そうしたことを考えてみると、まずは“Expanding Tonal Awareness: A Musical Exploration of the 

Evolution of Consciousness (2014)”で解説されているそれぞれの調に対する一般的な感覚を磨い

ていきながらも、作曲実践の都度、そこに固有に立ち現れているものにも意識を向けていく必要が

あるだろう。このようにして調性に対する自分の感覚が広く豊かなものになっていくと期待している。 

ようやく早朝の作曲実践が習慣になったようだ。これまでは昼食後と夕方に作曲を行う日々が続い

ていたが、いよいよ早朝にその実践を行うようになった。これは私にとってとても喜ばしい。なぜなら、

早朝の時間帯が最も創造活動に適しているからである。 

十分な睡眠を取った後の集中力の高い時間帯に創造活動に励む。朝の時間を大切にした人物は

数知れず、それは先日にロンドンで訪れたディケンズ博物館での体験について書き留めていたよう

に、ディケンズが行っていたことでもある。とにかくこれからは朝の時間帯をより大切にしたいと思う。 
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書斎の窓から外を眺めると、街路樹が美しい緑色を発していることに改めて感じるものがある。この

人生において、時に自分がどこを歩いているのかわからなくなることがある。こちらの世界とあちらの

世界をつなぐ橋のようなものが知覚され、その周りをウロウロしていると、その橋が愛情に満ちたもの

であることがわかる時がある。今目の前に見える新緑の街路樹もその橋の一つである。 

自分がいったいこの人生においてどこを歩いているのかは知らないが、静かな幸福感が内側から

滲み出てくるのは確かだ。今日も誰かが歩いた道の上を歩き、自分の道を作りながらその上を歩い

ていく。日々人生の新たな側面が見えてくる一方で、その深遠さは深まる一方である。この人生とは

いったいなんなのであろうか。 

それを考えない日などない。日々生きているようでいてそれは果たして生きていることを意味するの

だろうかという問いだけが、日々を確かに生きていることを実感させてくれる。フローニンゲン：2018/

6/27（水）10:45 

2760. 芸術教育と投資教育の重要性 

今日は夕方に行きつけのチーズ屋に行ってきた。早朝のヨガの実践にせよ、このところ再び自分の

身体状態を健全なものにする意識が高まっているからか、散歩がてらチーズ屋に歩いていくことが

とても心地良かった。今日は散歩にはちょうど良い気温であり、一日のうちで最も気温が高い四時

あたりに自宅を出発したため、半袖で外出することができた。歩いてチーズ屋に向かっている最中

に、ふとロンドンの光景を思い出した。 

それはホームレスが道で横たわっている光景だ。その光景を目の当たりにしながら、私はマルクス

が30年間通い続けた大英図書館に到着した時、カネに対する正しい思想と知識を持つことの重要

性を思った。まず正しい思想というのは、少なくとも後慣習的発達段階に立脚するような経済思想

を自分の中で持つということである。決して、前慣習的段階でも慣習的段階でもなく、それらを超越

した経済思想を自身の中に育んでいくことの大切さを思った。 

一方でそうした思想のみならず、実際にこの経済社会で生きていくためのカネに対する知識が不

可欠だと改めて思った。これは厳密には経済学や会計学の知識というよりも、投資に関する知識で

ある。さらには投資に関する技術を含めるべきかもしれない。現在の私の関心は子供や成人に対
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する芸術教育にあるが、この現代社会で充実した人生を送るためには経済的な基礎が確立されて

いる必要があるのも確かだろう。 

そうした中で、投資教育についての重要性は極めて高いと思うのだが、この現代社会では芸術教

育のみならず、投資教育も非常に劣悪なものしか提供されていない——いや、投資教育については

提供すらされていないと言った方がいいだろう。 

現代を生きる私たちのほとんどは、芸術や投資に対する教育を受けていないのではないかと思わ

れる。その結果として、人生を豊かにしてくれる芸術的な感性が私たちの内側で育まれることはなく、

経済的な事柄を絶えず心配し、常に金銭の獲得に躍起になった人生を生涯送り続けるような状況

にほとんどの人が陥っているのではないかと思う。 

芸術教育と投資教育の重要性は極めて高いと思うのは私だけだろうか。現在仮想通貨をはじめと

して、カネのあり方を含め、経済と金融の枠組みが大きく変容する過渡期にあるように思う。今すぐ

にではないが、今から数百年後の世界において、一体何人の人が自らの労働を通じて所得を得て

いるのか疑問に思う。大英博物館の中に通貨の歴史に関するコーナーがあり、それを大変興味深

く眺めていたことを思い出す。 

カネを一生心配し続けるという課題は通貨が誕生した時から今にかけて受け継がれているものだ。

仮にカネに対する思想と投資に関する知識と技術が多くの人間に備われば、カネを生涯にわたっ

て心配し続けるという課題を乗り越え、実存的な課題などもっと別の課題に人類は向き合うことにな

るのではないかと思う。 

芸術的な感性もなく、カネに対する知識もなくて実際のカネもないというのでは、この現代社会を生

きるのは本当に地獄のようなのではないかと思われる。表立った関心領域は芸術教育に据えたま

ま、引き続き投資教育のあり方についても考えていこうと思う。フローニンゲン：2018/6/27（水）18:00
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