
演奏と、脳の働きその１ （2013年 2月～） 

 ２７年くらい前から演奏と脳の関係に興味が出てきて、時々文献をあさってきました。 

 最近読んだ物に面白い記述を見つけました。 

 要約すると、「熟練した技は、脳内で省エネ作業を行っている。」ということです。 

 脳が神経に命令を出して、神経が筋肉を動かす。この命令をいかに合理的にするかが練習なんですね。 

 これは、上手い人の動きを見ていると、いとも簡単そうに難しいことをやってのけます。これが省エネなんで

すね。 

 練習すると出来るようになることはあるのですが、それは脳神経のネットワークがうまく繋がったから。繋が

った瞬間に出来るようになる。 

 よく生徒に「うまくなる時は、突然訪れます」と私は昔から言ってました。トンネル工事と一緒なんですね。

繋がらないと意味がないのです。だけど繋がった瞬間に新しいルートが出来上がり、すごい近道になります。 

 この経路を何回も使うとさらに強化されて動きはさらにスムースになります。トンネルがどんどん大きくなり

ます。その周辺の回路もお手伝いして行くようになるみたいです。 

 コレは２０年以上前に私の中では分かっていたのですが、こんな文献はありませんでした。（エビデンスがま

だ、無かった。） 

 ※エビデンス｛Evidence｝日本語にすると証拠や検証だそうでお医者さんが好きな言葉ですね。 

 更に効率を良くするために無駄な神経を使わない回路作り、こっちへ行ってはダメだよの回路も脳内で起こっ

ていると考えられます。 

 地図をイメージ頂ければわかるかもしれません。初めて来た街、たとえば毎日３時間散歩しましょう。1 日目

より、７日目のほうがその土地を理解しているはずです。さあ、目的地の近道は？また、途中でついであそこへ

よってあれもしよう、これも買おうなど、自分の進む道順を決めますよね。 

 脳は、こんなことをしているみたいです。演奏上では一瞬の出来事ですが。 

 この続きはその２で。 



演奏と、脳の働きその２ 

 その１で熟練の技は、脳の省エネ。を説明しましたが。今回は恐ろしい話です。 

 練習すればするほど下手になる場合があるのですね。 

 これは、出来ないやり方で何回も同じ事を繰り返しているので、出来ない回路が強化され、それを身に着けて

いるのです。 

 でもそうなってしまうと取り戻すにはすごい時間がかかります。強化された回路は簡単にはストップがかから

ずそこへ行ってしまうのです。その１で述べた、省エネ回路と逆の方へ行ってしまうのです。 

 さらにこんなことも起きるのです。もっと恐ろしい。イップスというやつです。ゴルフなどでよく使われる言

葉ですね。 

 練習のしすぎであるきっかけで、とんでもなく突然、超ヘタクソになる現象です。ゴルフの場合は、プロや、

トップアマがよくなります。これは、あんなに上手かった人が、どうしたの？って。感じです。 

 ミュージシャンの実例何人か見てきました。決まってある程度上手で猛練習する人です。どのようにして起こ

るのか。これは練習による脳神経の発達途中で、模索している神経経路で、目的と違うところに繋がってしまっ

たときに起こるようです。（ジストニアについては後ほど詳細をお話します） 

猛練習するので、いろんな所に繋がる可能性が有ります。でも遠回りの回路が繋がってしまったら、大変です。 

 繋がったものだから一気にそちらへ流れて行きます。 

 文献ではここまで書いてないのでこれは、私の憶測です。（エビデンス有りません。誰か証明してください－） 

 あまり、練習熱心でないほうがいいときも有るって事で、皆さんポジティブに捕らえてください。 

 次回は、演奏と記憶についてお話します。 



演奏と、脳の働きその３ 

 今回は、演奏と記憶についてお話します。 

 実は、記憶について、脳で何が起きているか？ 

 記憶という分野が最も科学的に証明されてないんですね。現時点では、エビデンスがほとんど無いのです。 

 また、記憶には、学術的にあまりにも色々有り、文献を読むと、何が何だか私はさっぱり？です。 

 記憶は、脳内に貯蔵される様ですが、それは本当だと考えられます。 

 〔私は、脳以外のところでの貯蔵も有ると考えています。〕 

 貯蔵されないと、同じことは出来ないからです。 

 〔でも、同じ事をしなくても正解はあります。〕 

 では、何を貯蔵しているのでしょうか？ 

 命令パターンを貯蔵しているのです。 

 演奏において、よく言われるのは、短期記憶と長期記憶です。 

 初見は、短期記憶の典型ですね。上手い人は４小節先まで見ています。ほんの少し覚えて、後は忘れる。この

作業を繰り返します。 

 じゃあ暗譜は、となると様々です。楽譜を視覚的に覚える人、その音楽を指や体で覚える人、耳で覚える人、

楽器特有の形で覚える人・・・ 

 実はこれらをミックスして覚えてます。人によってそれぞれの比重が変わります。そして、何回も弾くことに

より命令パターンを強化してゆきます。でも、数年経てば忘れます。 

 どこまでが長期記憶なのかは定義されてません。また、忘れない記憶もあるのでこれは長期記憶とまた違う倉

庫に収められているようですね。 

 音楽演奏の場合、上記の中で一番忘れにくいのは、耳で覚えるパターンのようですね。 

 今回、お話したいのは実は、聞き手（聴衆）のことです。 

 聴いた人が、なぜ感動したり、つまらないと思ったりするのか。（つまらないのは、経験していないからとい

うのがほとんどです）ほとんどの場合、記憶があるからです。 

 自分の記憶に照らし合わせて聴いている音楽を、脳がパターン化（その人の経験）されたものとの一致してい

る物、似ている物を探すのです。記憶は、その時の匂いや、時間、風景、一緒にいる人など様々な事を同時に再

現させます。 

 ほとんどの場合がそう（上記）ですが、そうでない場合もあるのです。 

 実は、そうでない場合、全く経験していない、記憶に無いものに関心が向く時があるんです。私にはここが、

重要なんです。上記で〔  〕カッコしてある部分です。 



演奏と、脳の働きその 4 

 その３では、記憶についてお話しました。少し謎めいた文章を入れてあったのですが、？ の方も多かったと

思います。〔  〕カッコ付の部分です。 

 記憶の貯蔵は脳内にありますが、あくまで今までの経験や反復の経路のこと。トンネルが繋がる事。 

 神経がネットワークを作って様々な作業を合理的に行えるように回路を模索していることをその１～３で述

べて来ました。 

 今回は、創造についての考察になります。 

 結論から先に言うと、「脳に、貯蔵された記憶だけでは、創造は達成できない。」ということです。これは、今

の科学ではエビデンス取ること難しいかもしれません。 

 

 今回は、私が作曲する時やアレンジする時、または演奏している時に感じている事でお話いたしますね。 

 

 さて、ここからが本題です。私のアレンジした 1 曲を例に取ります。 

（このホームページ内からどれでも良いので 1 曲選んでみてください） 

 このアレンジは、脳内での記憶（知識）や反復パターン（演奏能力）から出来るのでしょうか？ 

 答えはノーです。当然、脳内での記憶（知識）や反復パターン（演奏能力）は総導引します。でも「それ以外

の物」も出てくるのです。 

 なんか、難しく書いているようですが、よく新しい発見とか、皆さんすると思いますが、そんなもんです。 

 私のアレンジを例にしましたが、オリジナル曲も同じです。（私も沢山ありますが）また、アドリブ、インプ

ロビゼーションも同じです。 

 どこか、脳の記憶の貯蔵庫と違うところからの情報を引き出している感覚が私にはあるんですね。（オカルト

にしないでね。）よく、「私の作った曲」だからとか、「著作権の主張だ」とか言われますが、私にとってはどう

でもいいことなんです。 

 逆に、オリジナルやアレンジに関して自分が作ったとは感じていません。アドリブ（インプロ）もよく演奏し

ますが、これも自分が作ったものと感じていません。 

 全て、脳を通して外にある記憶（他者やそれ以外のもの）と連動して自分の脳内で処理し、発せられるものと

捕らえています。（巫女さんか？） 

 今回明らかにしたかったのは、脳には、脳内の記憶だけでなく、他者などと交信する「受信機、と発信機の機

能」があるということなのです。 

 皆さんのご経験で考えてみて下さい。きっと心当たりが在ると思います。当たり前だろという方大好きです。 



演奏と、脳の働きその 5 

下記「花」おお聴きになりお読みください。（滝廉太郎作曲、清水義文編曲、出版は現代ギター社） 

https://www.youtube.com/watch?v=bml8zK_F6pU 

 

 今回は「脳の処理能力」についてお話させていただきます。 

 その４まで読んでいただけたでしょうか？ 

 （その 4.5 という番外編もあります。） 

 今回は、皆さんに実験をしてもらいたく以下を記述いたします。 

 私は、よくギターを弾きながらテレビを見ているのですが、実は同時に２つの事を行っているんですね。 

 テレビの内容を理解しながら、ギター練習の確認をする。これはコンピューターでいう、マルチタスクという

やつですね。 

 昔のパソコンでは出来ませんでしたが処理能力の向上で今では当たり前です。youtube の動画を見ながらワー

ドで書類を打つとかです。 

でも、人間の場合どこまで出来るのでしょうか？早速実験。テレビ見ながら、ギター練習と同時に哲学書を読む。

やってみたらどれも出来ません。 

 １つずつだと出来るのですが、こうなるとどれも全く出来なくなるんです。当たり前ですよね。皆さんもやっ

てみて下さい。でもここで重要なのは１つずつだと出来ることなんです。その一つの行動に対して、脳はかなり

色々な回路を使いまくっているという事がわかるはずです。例えばテレビのニュースを見て、何でこんな事件が

起きたのか、そしてそのことに対して自分の感情や意見が表れる、などです。実は、毎回私の演奏を一緒に 

アップしてますが、「お聴きになりご覧下さい」と必ずコメントを入れてきました。実際にそのようにすると、

文章に集中していると音楽は聴こえてないのです、また音楽がいいなと感じ、音楽を聴いていると文章の内容は

入ってきません。 

 この様に脳は、認識する対象を選択、しかも遮断する機能も持っていると考えられます。 

 特に、この遮断する機能は重要です。 

 次は、いよいよ、認識という領域、所謂「認知」の領域に入って行きましょう。 

 今回はここまでにします。 

 その６は、すぐアップしますのでお楽しみ。 



演奏と、脳の働きその 6 

 下記「かたつむり」をお聴きになりお読みください。 

 （清水義文編曲、出版は現代ギター社） 

 https://www.youtube.com/watch?v=4iRAdsJMiJs 

 

 その５まで読んでいただけたでしょうか？ 

 今回は「認知」についてお話させていただきます。 

 認知という言葉は、色々な分野で使われるので今回は、「脳科学で使われる言葉」としてお話しますね。 

 昨日、フェイスブックで「大人になったら、知識と技術のほかに何が必要でしょうか？」とコメントしたら沢

山の方からコメントいただきました。ありがたい事で感謝です。とても参考になりました。実は、今現在の、人

類がわかっている知識と技術の全てを取得していれば、その人はほとんど神の領域にいることでしょう。もうそ

れ以上何が必要なのでしょうか位の所まで行ってしまってますよね。まあ、そんな人はいないのですが。居 

たとしたら、それでは一人ぼっち、寂しいのです。だから相手が必要になってくるのです。（ここまで行ってい

る人であれば寂しいなんて思わないと反論もあるでしょうが、これも重要なポイントです。でもこの問題は次回

に述べますね。天才のジャンルです） 

 さて、知識や技術はどうやって取得するのでしょう？ 

 勉強、練習、経験、など等、実はどれも外からの刺激がないと出来ないのです。（あまりにも当たり前ですが）

外からの刺激を脳内でどう処理するかが問題になってきます。ある物事を習得、修得した時、「出来た！」「わか

った！」という事が起こります。（あまりにも当たり前ですが）これが認知という状態です。ここで重要なのは、

誰がなんと言おうが、本人が理解したという事実は本人にしか分からない事です。まあ、本人が納得 

しているので他者はどうでもよいのですが。では「なぜ分かる」のでしょう。どういうメカニズムなのでしょう？

これは、外からの刺激を脳の回路が「総動員作戦」で対応しているからなんです。所謂、集中って言葉でもいい

のですが。でもメカニズムはどうなっているのか科学的には全く証明されていません。簡単なものであれば少し

分かってきているようです。それは、これは丸いもので直径 10 センチくらいでゴム製、だからボール。こ 

こまでは研究が進んでいるようです。 

 前回の「その５」で人は同時に何個の事が出来るか、からお話をしました。でも２個以上同時にやるとそれは

薄っぺらい物になります。そして最後に述べた１つ の事を突き詰めることになります。これは、１つの目的に

蓄積された回路を全て、そのことだけに使えるということです。そのために脳は、ほかの事はブロックする事を

述べたんですね。 

 PC に例えると、全然マルチタスクではないのです。でもスーパーコンピューターなんかの使い方はこれなん

です。 

 １つのことに集中した認知（脳、総動員作戦）は、新しい何かを本人に与えます。この経験がとても重要なん

です。この経験が次の経験へ繋がり新しい発見になります。優れた演奏者は、必ずその瞬間の事を的確に捉えて

います。ほんのわずかの音程やリズムのずれを察知（実は認知）しています。すぐ修正します。また、全く合っ

ている場合、演奏している本人が感動しています。これも認知しているのです。一瞬一瞬を認知しながら次を予

測して演奏するのですが、この連続を「音楽」と言ってもよいと考えてます。 

 70 年代よりメタ認知という言葉がありますがこれは「認知を認知する」と訳せば良いようです。でも、人間

の脳は認知を認知した瞬間次の事を行います。そう、もう次へ向かっているんですね。では、何で認知、すなわ

ち「出来た！」「わかった！」という現象が起きるのでしょうか？ 

 長くなったので、続きは次回へ。お楽しみに。 

 長文お読み頂きありがとうございました。 



演奏と、脳の働きその７ 

 下記「Night AND Day」を、お聴きになりお読みください。 

 https://www.youtube.com/watch?v=2FenrEJ_iMU 

 

 今回は「天才の話」です。 

 その６まで読んでいただけたでしょうか？ 

その６で 

 今現在の、人類がわかっている知識と技術の全てを取得していれば、その人はほとんど神の領域にいることで

しょう。もうそれ以上何が必要なのでしょうか位の所まで行ってしまってますよね。まあ、そんな人はいないの

ですが。居たとしたら、それでは一人ぼっち、寂しいのです。だから相手が必要になってくるのです。（ここま

で行っている人であれば寂しいなんて思わないと反論もあるでしょうが、これも重要なポイントです。でも 

この問題は次回に述べますね。天才のジャンルです）』 

 

 という事で、「現在、人類が持っている知識と技術全て持ってたら後は何が必要？」私の答えは、「理解してく

れる他者」が必要なんです。こんな神のような人であれば知識と、技術があるので、他人とのコミュニケーショ

ンは完璧です。コミュニケーションのノウハウ本を書けばそれだけで 

一生暮らせてしまうお金も手に入ります。って、感じですが、どうでしょうか？ 

さて、ここで、天才といわれる人を少し考えてみましょう。 

 例えば、アインシュタインさんは、1905 年「特殊相対性理論」を発表したが大学に受け入れてもらえず。仕方

ないので、相対性理論よりも分かりやすい「ブラウン運動」の論文で少し有名になります。1916 年に「一般相

対性理論」を発表しますが、これが実証されるまで６年もかかるんですね。 

 次に、地動説。１６世紀、コペルニクスさんが提唱。当時は地球が中心であったので受け容れられず。ガリレ

オさんが望遠鏡を使って少し、理解されました。その後ケプラーさんの「ケプラーの法則」でほぼ決定的となり

ましたが、まだ、自転の問題など科学的立証されず。ダメ押しにニュートンさんの「万有引力の法則」で一件落

着。でもローマ教皇庁やカトリックが地動説を認めたのはなんと、1992 年。まあ、地球の自転の理解まで含 

めるとコペルニクスさんの理解に 300 年もかかっている。ローマ教皇、カトリックに至っては 400 年以上ですよ。

（まあ、これは論外ですが） 

これは何を意味しているかというと、分かってしまった本当の事を人に伝えようとするするのは難しい。 

 本人は、分かっているのだけれども、人には理解できない。世界中で分かっているのはその人だけ！ 

これは、寂しい。なので人に伝える手段を考えるんです。それが数式であったり、実験による実証であったりし

ます。 

 今ではいろんな情報が昔より手に入りやすいのでアインシュタインさんのことやコペルニクスさん、ガリレオ

さん、ケプラーさん、ニュートンさんの事は簡単に調べられます。良かったら調べてみてください。 

 彼らが、やったことは証明されるまで時間が必要でした。万人が理解できるかというとそうでは無いのです。 

 先ずは、理解できる人がたった１人現れればよいのです。それが１０人になれば世界的に広まります。あとは

そう教えられたから、で、人々は疑いもしません。 

でも、最初に分かった人は、どうやってそれに気づいたのでしょう？ 

これが、今まで述べてきた「脳＝自分では無い」事の重要な鍵になります。 

 前にも述べた、「脳は受信機と同時に発信機でもある」。普通に考えてもらえば受信機は刺激を受けて認知する。

例えばほっぺたを叩かれて痛い。今日は寒いなど。 

発信機はというと、この階段を登るので右足を先ず上げてとかです。筋肉、神経、脳での認知、運動パターン



の発令、など等。練習などにより脳内での神経細胞の発達が上達ということでしたね。（前回までの復習ですね） 

 

その４で以下のように記述しました。 

 『私のアレンジは、脳内での記憶（知識）や反復パターン（演奏能力）から出来るのでしょうか？ 

 答えはノーです。当然、脳内での記憶（知識）や反復パターン（演奏能力）は総導引します。でもそれ以外の

物も出てくるのです。 

なんか、難しく書いているようですが、よく新しい発見とか、皆さんすると思いますが、そんなもんです。 

 私のアレンジを例にしましたが、オリジナル曲も同じです。（私も沢山ありますが）また、アドリブ、インプロ

ビゼーションも同じです。 

どこか、脳と違うところからの情報を引き出している感覚が私にはあるんですね。（オカルトにしないでね。） 

よく、「私の作った曲」だからとか、「著作権の主張だ」とか言われますが、私にとってはどうでもいいことなん

です。 

 逆に、オリジナルやアレンジに関して自分が作ったとは感じていません。アドリブ（インプロ）もよく演奏し

ますが、これも自分が作ったものと感じていません。 

 全て、脳を通して外にある記憶（他者やそれ以外のもの）と連動して自分の脳内で処理し、発せられるものと

捕らえています。（巫女さんか？） 

 今回明らかにしたかったのは、脳には、脳内の記憶だけでなく、他者などと交信する「受信機、と発信機の機

能」があるということなのです。』 

 

 天才達がどうやってそれに気づいたか。もうお分かりですね。先ず、受信したんです。そして理解した。でも

それをどうやって人に使えるかが一番難しいのです。 

 演奏している脳の状態はまさにこれなんですね。先ず受ける所から始まってそれを認知して発信する。 

 優秀な演奏家であれば、分かっているのが、お客さんが違えば、自分の音、リズム感、強弱のつけ方、など、

演奏の内容が違ってきます。お客様でなくて、場所が違うだけでも違ってきます。これは先ず受けてからそれに

答えるように音を出しているからなのです。 

 今回は、アドリブ（インプロビゼーション）の演奏を添付してあります。１発勝負の演奏なのでそのままです。

でも自分が弾いているのか、分からなくなります。 

 長くなりましたので、また次回をお楽しみに。 

 



演奏と、脳の働きその８ 

 下記「The Shadow Of Your Smile いそしぎ 」を、お聴きになりお読みください。 

 https://www.youtube.com/watch?v=b7JFjKsEvps 

 

 今回は「フォーカルジストニアの話」です。 

  その７まで読んでいただけたでしょうか？ 

その７を要約すると、 

 『脳には受信機能のと発信機能が在ります。過去の天才達がどうやってその発見に気づいたか。先ず、受信し

たんです。そして理解（認知）した。でもそれをどうやって人に使えるかが一番難しい！と思い考えたのです。

それを証明するのに、数式や実験で証明し、１人でもいいから分かってもらえる人を探す作業。何年、何百年も

かかって理解してもらえる努力をしたのは事実です。 

演奏している脳の状態はまさにこれなんですね。先ず受ける所から始まってそれを認知して発信する。理解され

ようとして！』わかってもらいたいのが人間なのですね。 

 

 実は、受信機能は感覚神経（知覚神経でも同じと捕らえてください）で、発信機能は運動神経です。感覚神経、

運動神経という言葉をこれまであまり使わなかったのは、私がその専門家で無いからです。でもこれ以降の説明

では、使わないと理解が難しくなるのであえて出します。さらに「中枢神経」と「末梢神経」という言葉も使い

ます。ここで覚えていただきたいのは、運動プログラム（発信機能）のカテゴリーでは、中枢神経とは、 

脳から脊髄まで。その後、末梢神経が繋がり筋肉を動かします。私が焦点を当てているのは、「演奏と、脳の働

き」なので当然、中枢神経、特に源の脳神経、または脳神経細胞です。受信機能についてはもっと複雑です。（こ

れは文献調べてもたぶんこの複雑系は、現在、皆無でしょう） 

今回明らかにしたいのは、科学的に証明されている脳神経細胞（ニューロン、神経細胞、神経細胞体と色々名前

が有るようですがこの辺はわかりませんが、そんな物があると思ってくださいこの存在と機能がかなり明確に分

かって来てます。）の育ち方と対処法です。 

そこで、その２に振り返ります。 

『練習すればするほど下手になる場合があるのですね。 

これは、出来ないやり方で何回も同じ事を繰り返しているので、出来ない回路が強化され、それを身に着けてい

るのです。 

でもそうなってしまうと取り戻すにはすごい時間がかかります。』 

これの、一例がフォーカルジストニアというやつです。今回は少しフォーカルジストニアを掘り下げます。 

猛練習して脳の神経細胞が繋がり出すと、同じ回路を何回も使い出し、神経細胞が太くなります。正確には幹の

周りにさらにサポートするように神経細胞が形成されます。これは科学的に完全に立証され、写真で簡単で見れ

るように、今ではなってます。これが近道、または省エネ回路であれば 

全く問題でないのですが、とんでもない所と繋がると、いっきに下手になります。 

 

省エネで無い場合、以下の４つに分類しますね。 

 Ⅰ．繋がった最初の状態。この時は何も感じません。 

 Ⅱ．少し太くなる（その回路を使い続ける）と、「あれ？いつもと違う」と違和感を覚えます。 

 Ⅲ。もっと、練習しなくてはと更に弾くと（同じ練習や、弾きかたをしていると）。勝手に指が曲がったり、 

はねたりします。痛みは無いので腱鞘炎とかでは有りません。また、日常生活に不自由無いはずです。 

 Ⅳ．更にそのまま続けると痛みとか、日常生活にまで支障が出ます。楽器辞めます状態になります。 



   私の考えでは、Ⅰ～Ⅳの状態でⅠからⅡの途中までが、ジストニアです。Ⅱの途中からはその違和感を感 

じているので、その「違和感に対処するための」脳神経細胞が発達します。また、新たなもっと厄介な回

路が繋がりだします。（これについては文献少し、あさりましたが見当たらなかったです。）そのため、かなり体

に負担をかけた弾きかたが生じます。当然、元のジストニア系の回路は通りますので太くなります。そして同時

にその違和感に対する回路も太くなるんですね。だからⅣまで行ってしまうのです。それと中枢神経からの命令

なのでその命令は末梢神経そして筋肉に伝達されますので筋肉も異常な動きを強いられます。これは所謂、コリ

ですが、最終的には痛みになります。まあ、ここまで行った人は、楽器弾きませんけどね。Ⅱ～Ⅲの症状ですと

プロの演奏家には深刻です。この辺はネット検索で沢山症例は出ていますので参考にして下さい。ここまでのメ 

カニズムは、分かっている方が日本で数十人はいるようです。薬物療法では治りません。（これをはっきり言っ

ている人もいないのですが実際薬物投与されている方々非常に多いと考えます。詳細は控えます）なぜなら、原

因がはっきりしているからです。Ⅰの繋がった所が原因だからです。治すには間違ったⅠの経路を通らないよう

にする事です。そのためにどうするか？ 

 Ⅰの症状では本人も気づいていないので対処使用が有りませんが、実はこれ、毎日毎回、行われている事なの

です。（これも今の文献には出てきません）実は、使えるか、使えないかはある程度神経が太くならないと分か

らないから、この回路はいまいちだからやーめた。なんてのはいつも起こっているはずです（無意識でも）。な

んか、チョッといいかも？と思って行ったら行き止まりだったんで、止めた。位でもⅠの範疇です。 

Ⅱの初期は取り返しがつきます。１週～１ヶ月位、楽器に触るの止めましょう。で、解決。でも、楽器やって

る方ならこういう経験あるはずです。楽器触るの一週間ぶり、下手になってるだろうな、と思って弾いてみると、

意外と弾けてしまう自分にビックリ！ 

Ⅲ以上の症状になると、今では沢山の治療法が有ります。薬物投与もありますがこれは相手にしないほうが良

いです。針、リハビリ、整体などありますが、根本が理解できていないとだめでしょう。良くなるのは、上記の

内容を理解している療法のみです。それは、脳神経の回路を書き換える作業を理解している場合のみです。これ

は大変時間がかかります。だって、こんな太くなった神経を通さないほうが難しい状況です。でも確実な方法で

す。もう一つ現在有効な手は、その根源のだめ回路を切断してしまう方法です。手術です。頭開いてその回路、

焼いちゃえばいいのです。もう少し詳細に述べまと、針、リハビリ、整体系の治療は二次的な回路、上記の「Ⅱ

の途中からはその違和感を感じているので、その「違和感に対処するための」脳神経細胞が発達します。また、

新たなもっと厄介な回路が繋がりだします。」をほぐす所から始めます。ほぐれたら、根源の回路をゆっくり消

してゆく作業となります。これは、時間がかかります。手術ですと一発ですが、頭蓋骨に穴あけます。 

それと、Ⅰの途中で筋肉を無理に鍛えると変に神経が逆作用とでも言うような現象が起きます。それほど練習し

てなくてジムなどに通い、突然ギター猛練習なんてのは、結構危ない、パターンです。なぜかというと脳～中枢

神経～末梢神経～筋肉の流れの逆行は微弱ながら考えられるからです。 

筋肉の記憶とでも言えばよいのでしょうかね。と、ここまでフォーカルジストニアのお話。 

実は、このこと、私は３０年前に分かっていたのでその頃から生徒達には注意を促していました。と言っても練

習量が少ない生徒には何も言わず。危ないかなと感じた生徒には、姿勢のことや体の使い方、息の仕方、当然、

この話の「その１～４」は折を見て話して来ました。だから、ジストニアになる生徒はいないはず。と思ってい

たら、数年レッスンしてなかった生徒が久しぶりに来たら、あらら・・・。ギターのレッスンなのでジストニア

の治療を目的としていません。結局、今の回路を使い負担が無い弾きかたを教えました。ジストニアを検索して

自分がその症状だと分かるようになったのはこの数年です。今でも病院へ行って整形外科の先生がどれくらい分

かるか？９割以上だめでしょう。ジストニアは脳神経外科のはずですがこれでも分かる先生２割以内かもが現状

です。 

 さて、ここからが「その８」本題です。 

 今回の証人は私です。私が、脳神経の間違った発達、ジストニアの存在を分かったのが３０年位前なんです。



でも、そのことは日本では当時、誰も言ってなく、私の周りのとても上手く、また練習熱心な方々が、突然、普

通になっちゃった？少し下手、全然だめ、になる。それを１８歳くらいから見てからそれを受けてしまったのか。

私の受信機能が働き、理解（認知）しました。だから２０歳から接する教え子たちには、練習すれば必ず 

上手くなると思うな、とか体全体で１つの音を出すんだけど、１つの音を出すために全ての神経と筋肉を協力で

きるように体を使うんだよ。とか言って来ました。息使いもとても大切。 

 フォーカルジストニアをテーマにしたのは「その７」の天才の話の続きでした。私が３０年前に分かったこと

を今は、日本でも何百人もの人が理解している。数年前までは数十人だと考えます。ただ、私はそれを証明して

何かしようとは思わなかった。 

実は、そんな天才が皆さん知らないだけで、今まで、世界で、たった一人、分かっているんだけど、他者に理解

してもらう手段が無く、生涯を終えた方も大勢いるんです。その方たちも、知ってもらいたいのは、一緒です。

人間だから。 

 



「演奏と、脳の働き」番外編その 01 

演奏と脳の働き、についてだいぶ、語って来ましたが、（その８まで行ってます）色々あって番外編も必要に

なってきました。 

 番外編でお話したいのは直接、演奏と関係無いのですが、今まで語ってきた内容の補足部分だと捉えてくださ

い。 

 今回お話しするのは、天才と言われた人の事と、私の体験です。 

 天才のお話は、「演奏と、脳の働き その７」での補足となります。 

エジソンさんが、「１％のひらめきと、９９％の努力」と言ったことは有名です。 

 殆どの人が９９％の方、努力が大事と解釈しているでしょう。 

 でも、私には、１％のことの方が重要なんです。それは既に述べて来ました。 

 今日、家に帰りテレビをつけると、丁度このことを取り上げていました。 

 観た瞬間、私の中で１％が重要だろうと最初から感じてましたら、当の本人エジソンさんもその通りとの事で

した。 

 その後、エジソンさんは霊的な証拠を立証しようとしたそうです。知りませんでした。でも出来ませんでした。

という内容でした。 

 私は、パーセントでは説明してはいけない内容と考えています。 

なぜなら、本当は行動の順序だからです。 

 「ひらめきがあって努力する」んです。 

 「努力したから、ひらめいた！」なんてのは人類史上１回も無いかも。 

 ひらめいた時には、全てを理解している状態です。でも、それを人に分かってもらう為に努力するんですね。 

（実の結ばない努力はしてはいけない。脳神経の回路も変な所につなっがって、悪いこと尽くしですね。） 

  

 「演奏と、脳の働き その７」でお話したのはこのことです。 

 

 話は変わりますが、私は物心ついたころから「自分って何だろう」とよく考えていました。不思議で不思議で

しょうがないのです。深く考えれば考えるほど何も無くなって行く感覚になります。この感覚は、自分が「いな

い」感覚なんです。考えれば考えるほど自分がいなくなる。 

この答えは、見つけましたが、どうやって公開するか考え中です。 

 

お楽しみに・・・ 

 

「演奏と脳の働き」番外編その 02 

エジソンさん、偉い。「１％のひらめきと９９％の努力」 

 実は、１％のひらめきが無かったら、努力しなっかという事ですね。 

でも、晩年のエジソンさん、なぜひらめくのかが、不思議で、それを解明しようとした。でも出来なかった。 

もの凄く、その気持ちがわかります。 

わかったら、何かしないと。 

人間だから。 

わかって欲しい。人間だから。 

https://www.youtube.com/watch?v=4iRAdsJMiJs&list=UU_gY979iKlyaQCNJBWiz8Fg 



演奏と、脳の働き その９ 

 

その８から 9 ヶ月も過ぎてしまいました。 

その間、実験してました。 

それは、自分を使って脳の回路がどう変化するかを数ヶ月試してみました。 

その一つにギャグマスターってのが有りまして。 

自分で色々ギャグ考えて FB 上であちこちかましてました。 

（様々な方にご迷惑だったかも知れませんが、どうかお許しくださいませ。） 

 

で、ギャク考える時の思考回路はやはり自分でも単純な物からだんだん複雑なものにり、その後無駄をそぎ落と

しシンプルに仕立て上げ･･･などだんだん凝った物になるのは分かりました。 

当然それまでギャグなんて興味なかったので新しい神経回路がどんどん生まれて行く感じでした。 

そして、一番感じたことは、音楽を創る時と、一緒の回路を、一瞬通る事なんですね。 

オリジナル、アレンジ、インプロと今まで使って来た回路使っているんですね。 

そして、その答えを見つけた瞬間は、完全に外との交信から答えを得ているんです。 

音楽でなく、ギャグという私にとって全く蓄積が無いはずの分野でもそれが起きるので確実ですよね。 

音楽だと、これまでやってきた蓄積が必ず反映されてて、区別難しいものが殆どなんです。 

まあ、昔から言う「一芸に秀でる者は多芸に通ず」ってやつかもです。 

 

で、演奏と脳の働きには 3 つの重要なポイントがあるんです。 

1 つ目は、皆さんご存知の反復練習によるトンネル堀。上手く繋がればラッキー。 

（違った所と繋がらないようにご注意！） 

２つ目は、ニーチェさんが言っている、運動することで筋肉が鍛えられるように精神にも付加を与えないと精神

は鍛えられない。だから苦境が必要 

 

。これは「思考回路の選択肢の自由」と言うことなんですが。ここをコントロールできるのが人間なんですね。 

３つ目が本日初公開の外からの情報収集をいかに精度良くキャッチ出来るかの回路作りなんです。 

（外からの情報をキャッチする優秀な受信機が脳って話思い出してくださいね） 

この 3 っつ目の回路は恐らく前の２つも当然関わってます。だから総合的な脳の働きとしか言いよう無いんです

が、ユングさん（その前のキルケゴールさん含む）のシンクロニシティー。 

この概念が一番近いと考えられるんですね。 

 

実は、この回路をとにかく繋げて行く事がとても大切なことなんです。 

でもこの脳神経回路を繋げて発達させるプログラムが無いのが現状ですね。 

分かり易く言うと、「感性」とか「センス」と言う言葉ですね。 

これを磨く教育って知ってますか？ 

 

ちょと、めんどいのでウィキペディからです。 

「シンクロニシティ（英語：Synchronicity）とは「意味のある偶然の一致」のことで、日本語訳では「共時性

（きょうじせい）」とも言う。非因果的な複数の事象（出来事）の生起を決定する法則原理として、従来知られ

ていた「因果性」とは異なる原理として、カール・ユングによって提唱 



された独: Synchronizität という概念の英訳である。 何か複数の事象が、「意味・イメージ」において「類似性・

近接性」を備える時、このような複数の事象が、時空間の秩序で規定されているこの世界の中で、従来の因果性

では、何の関係も持たない場合でも、随伴して現象・生起する場合、これを、シンクロニシティの作用と見なす。」 

 

私から簡単に言うと、「きっちり人間やってれば偶然なんて無くて、全て必然だよー」って事ですね。 

 

それで、音楽家の皆さんならよく感じる例をお話しましょう。 

「レコーディングなんかで、何テイク録っても、結局一番最初ので OK」 

「練習より、本番の方が良かった」 

「一週間、全然楽器触らなかったのに、上手くなってる」 

なんてのは、当たり前に考えている音楽家多いというか、殆どでしょう。 

これは、全てシンクロにシティってやつですね。 

哲学者の皆様は事象（起きていること、フェノメノ）をいかに言葉で表現するかがお仕事なんですが、 

音楽家は音を出すのがお仕事なんで、哲学者の言っていることの実践者なんですね。 

だから、音楽家は哲学者様をもっと大切にしないとね。だって、哲学では実践も体験も出来ないのに、言葉だけ

は動いて本人は疲れるだけでしょ？ 

 

でもそこまでしてやってしまうのはそういう「感性」なんですね。 

ミュージシャンは笑顔が多いですが、哲学者は少ないって感じかな。 

でも、昔、小学校の音楽教室のバッハさんやベートーベンさんの肖像画、笑ってないのはだめだめジャン！ 

喜怒哀楽、全てを受け容れないとシンクロにシティは起きないんですよね。 

 

最後に、もう一つね。 

キリスト教、ユダヤ教、イスラム教では、人間は「被造物」 

要するに「神様に創られた物」という概念が根底に有ります。 

もし、創られた物であれば、 

創られた物が創った物は、何になるんでしょうか？ 

結局、神が創った物になるのでその人は、実は何も生み出していないって結論になってしまうでしょ？ 

でも、著作権など、その人のオリジナルがどうのこうのって西洋の概念なんですよ。 

これは矛盾を感じると思いますが、実は、契約という概念がもう一つ入って、ややこしくしてるんですね。 

まあ、神と上手くやってゆくためには、被造物にとって契約という手段がお手軽だったんですね。 

チョッと横道にそれましたが。ニーチェさんの超人ってやつですね。ニーチェさんは、神は死んだ！って断言し

ちゃいました。 

この気持ち私、よく解るんですよ。ね。 

 

 

またしても長文、お読み頂き、ありがとさんです。 

お疲れ様でした。ねー 

つづく・・・・・・・・・・・・・ 

 



演奏と、脳の働き その 10 

 

今日、平成 26 年 4 月 26 日 

のんびり散歩しながら考えました。 

これは、また長文になりますが、その 1～9 までお読み頂ければ幸いです。 

 

少し、前回までのおさらいです。 

（その 9 です） 

 

演奏と脳の働きには 3 つの重要なポイントがあるんです。 

1 つ目は、皆さんご存知の反復練習によるトンネル堀。上手く繋がればラッキー。 

（違った所と繋がらないようにご注意！） 

 

２つ目は、ニーチェさんが言っている、運動することで筋肉が鍛えられるように精神にも付加を与えないと精神

は鍛えられない。だから苦境が必要。これは、苦境が有って初めて鍛えられるものなので、一人では出来ない事

が 1 つ目とは違う所が重要なんですね。で、ニーチェさんは、神は死んだ（超人思想っんて言ってますが）、ま

で言ってしまったのですが、この気持ちを理解するのはなかなか難しいのかもしれませんけど、私、泣けて 

くるんです。解るんですよねニーチェさんの気持ち。 

ここで、前回でお話しするつもりだった、ルサンチマン、そこまでお話できませんですみませんでした。 

で、ルサンチマンは、ウィキペディアでも十分な解説があるのでそちらで参照してください。 

以下、ウィキよりです。 

ルサンチマン（仏: ressentiment）とは、主に強者に対しての、弱い者の憤りや怨恨、憎悪、非難の感情をいう。

デンマークの思想家セーレン・キェルケゴールにより確立された哲学上の概念である。この感情は自己欺瞞を含

み、嫉妬や羨望に起源がある[要出典]。フリードリヒ・ニーチェの『道徳の系譜』（1887 年）でこの言葉が利用

され、マックス・シェーラーの『道徳構造におけるルサンチマン』で再度とり上げられて、一般的に使われるよ

うになった。 

ニーチェによれば、ルサンチマンを持つ人とは「本来の『反動』、すなわち行動によって反応することが禁じら

れているので、単なる想像上の復讐によってその埋め合わせをつけるような徒輩」････ 

等と書かれております。これ以上はウィキ見てくださいね。 

 

すみません、小難しく長いでしょ。 

（原文はもっと長いのは当然ですが、是非お読みください） 

で、簡単に言うと、ルサンチマンは大衆の事です。 

一人では出来ない事が多勢になると出来ることがある。それが良いのか？ 

多数決の原理にまで及びます。 

ニーチェさんは、大衆心理について語り、そうならないようにね、って言いたかった。ルサンチマンを相手にし

てはいけないのです。 

と、私は解釈してるんですけど、哲学書はどうも小難しく書かないと駄目なのかは？です。 

 

３つ目が、外からの情報収集をいかに精度良くキャッチ出来るかの回路作りなんです。 

（外からの情報をキャッチする優秀な受信機が脳って話思い出してくださいね） 



この3つ目の回路は恐らく前の２つも当然関わってます。だから総合的な脳の働きとしか言いよう無いんですが、

ユングさん（その前のキルケゴールさん含む）のシンクロニシティー。 

この概念が一番近いと考えられるんですね。 

実は、この回路をとにかく繋げて行く事がとても大切なことなんです。 

でもこの脳神経回路を繋げて発達させるプログラムが無いのが現状ですね。 

分かり易く言うと、「感性」とか「センス」と言う言葉ですね。 

これを磨く教育って知ってますか？ 

無いよなーって思います。 

 

またも、ウィキペディからです。 

「シンクロニシティ（英語：Synchronicity）とは「意味のある偶然の一致」のことで、日本語訳では「共時性

（きょうじせい）」とも言う。非因果的な複数の事象（出来事）の生起を決定する法則原理として、従来知られ

ていた「因果性」とは異なる原理として、カール・ユングによって提唱された独: Synchronizität という概念の

英訳である。 何か複数の事象が、「意味・イメージ」において「類似性・近接性」を備える時、このような複数

の事象が、時空間の秩序で規定されているこの世界の中で、従来の因果性では、何の関係も持たない場合でも、

随伴して現象・生起する場合、これを、シンクロニシティの作用と見なす。」 

 

私から簡単に言うと、「きっちり人間やってれば偶然なんて無くて、全て必然だよー」って事ですがね。 

 

それで、音楽家の皆さんならよく感じる例をお話しましょう。 

「レコーディングなんかで、何テイク録っても、結局一番最初ので OK」 

「練習より、本番の方が良かった」 

「一週間、全然楽器触らなかったのに、上手くなってる」 

なんてのは、当たり前に考えている音楽家多いというか、殆どでしょう。って所がおさらいです。 

 

 その 9 以降、実験で FB にアップする写真同じものを２枚ずつ撮ってみました。 

全て 1 枚目のほうが良いと判断し、アップしました。 

なぜ、そうなるのでしょうか？ 

シンクロニシティなのでしょうか？ 

 

ここから、「その 10」の本題に入りますね。 

（前置き長くてすみません、これ以降は、その 9 まで読んで頂かないと誤解が生じやすので、） 

 

以下は、私、脳の専門家では無いので何ともいえない部分も有るのでご指摘あれば、お願い致します。 

 

脳の大脳皮質、大脳新皮質など呼び方は定まっていないようです。 

この辺は、もう沢山文献、WEB でも見れるので興味有る方は検索してください。 

 

で、人間の脳の進化の過程はあまり解明されていないみたいです。 

進化論では必要に応じてその固体が変化してゆくのですが、 

（ここでは、進化論については、述べるつもりは無いので、誤解無いようおねがいしますね。） 

人間の脳（大脳皮質、新皮質どっちでも良いのですが）は、 



何でこんなに「でっかく」なったのか？ 

進化論的にはおかしいんです。 

なぜなら、今の科学で見ると、新皮質は多く見積もっても 2 割程度しか使われて無いみたいです。 

ここ数十年の間にリハビリテーションの重要性が言われてますが、それは失った回路を別の経路で繋げる作業で

すよね。 

イップスなどその 2 でお話した内容ですね。 

って、事は、まだまだ別の回路を作れるﾊﾟｰﾂを持っている訳です。 

でも、別の回路を作るための予備として８割も必要なんでしょうか？ 

別の回路を作ると言えば、心臓も大動脈が詰まりそうになると、別の血管を伸ばし血液を別経路で運ぼうとしま

す。 

これは、生命保持の根源みたいに人体の隅々まであるみたいです。一番分かり易いのは切り傷などですね。 

そこまでして、生きたいのかなんて誰も思ってません。でもそういう構造になっているのが事実なんですね。 

 

ここで、思い出して頂きたいのが、私が述べてきた受信機としての脳の働きなんです。 

そして、優秀な受信機の回路はどのように動くのか。 

 

以下は、私の憶測でしかありません。 

 

残りの８割が、受信機能に使われている可能性は高いんです。 

人間は、思考します。思考することは過去の経験がものすごく影響してきます。 

それは、蓄積された個人の脳の記憶です。 

でもそれだけではないのです。 

思考することによって、新しい何かに気づく事がありますよね。 

それは、どこから来るのか。 

 

私が考えるに、残りの８割くらいの新皮質が察知する能力を瞬間的に使っている。 

それは、あまりにも一瞬の出来事で突然すぎる事もあるでしょう。 

 

思考してないとこの現象はあまり起きないみたいです。 

 

「喜怒哀楽」 

人間の心情を表す言葉ですが、どれも大切です。 

でも、全て有って初めて人間って感じですよね。 

いつもニコニコ喜んでなんて無理です。 

いつも怒ってばかりいるのも疲れます。 

いつも哀れいていてもらち、あきません。 

いつも楽しいなんて、うそです。 

全部が有ってはじめて脳が働くんですね。 

例えば、怒っている時、その事象（フェノメノ）に囚われて、その状態がずーと続く。 

すると、脳の回路は、過去の経験のみの判断になってそこから逃れられなくなり更に怒りが増します。 

まあ、恨みや憎しみにまで到達してまう。 

喜、哀、楽も単独でそれだけになれ同じようなものです。 



 

なぜ、喜怒哀楽のお話かというと、こういう人間の気持ちが新皮質の8割の能力で発信されているからなんです。 

受信機＝発信機と言うことも以前お話したと思いますが。 

 

「思う」と「考えれる」の違い。 

喜怒哀楽で一つの心情にいる事を「思い」と言います。 

これでは外と交信できない。 

 

いろんな心情を総合的に把握している状態を「考える」と言います。 

結局外から答えを得ます。 

 

さて、ここで演奏会、コンサートなど何でも良いのですが生の音楽が演奏され、聴衆がいる時、 

何が起きているか。 

そうです、上記の事が起きているんです。 

聴いている人は、それを聴き、楽しい、悲しい、凄い、つまらない、感動、など様々な感情を抱きます。 

しかもそれには個人差が有ります。 

でも確実に発信機としての能力は、発揮します。 

そして、演奏者はそれを受けます。 

それが、連続して起こる訳ですね。 

演奏者も聴衆もお互い、受信し合うわけです。 

だから、演奏者が、出した音（音楽）は、そこに居た聴衆とイコールなんですね。 

 

脳の新皮質の８割がこの作業にかなり関与しているはずなんですね。 

 

 

 

今回は、ここまでです。 

 

つづく・・・・・・・ 

 



演奏と、脳の働き その 11 

今回は、「集中力」（ゾーン）についてお話しますね。 

 

その１～10 まで読んでから以下をお読みいただけたら幸いです。 

 

毎週買って読んでいる雑誌「ゴルフダイジェスト」にこんな記事がありました。 

 

坂田信弘大先生のコラムですが、一部引用しますね。 

「37 歳の時に連載稿を持ったが、その頃の集中の時間はあってない様なものだった。 

 一行書くのに１分の時もあれば、一行を一時間かけて連続の書き直しの時もあった。 

 ３年過ぎて連載稿３本持った時、2 時間の集中が生まれた。 

 徐々に達した 2 時間ではなく、突然だったと記憶する。 

 平成 2 年、連載稿 7 本になっていた。 

 3 時間の集中が生まれた。 

 それも突然だった。 

 意識する事は無かった。努力もなかった。突然の３時間だった。」 

 

それ以来、坂田信弘大先生は３時間の集中力で、今でも３時間が限界との事です。 

集中して原稿書いているときは、周りの音とかまったく聞こえなくなるとも言っておられます。 

また、３時間経つと、日頃の元に戻るそうです。 

これまで、私の「演奏と脳の働き」を読んでいただいてる方なら、ピンとくる人多いと思います。 

 

これは、集中力の脳の回路がつながったんですね。 

面白いのは、2 時間の回路と３時間の回路２つ出来たのかな？ 

徐々に長くなる事はないので、2 時間の回路がまた、別な所と繋がり、３時間回路が出来たとも考えられますね。 

そして、これ以上長くならないのは、体力的に限界なのかな、とも。 

私が 30 年前から、生徒さんに言っているように、「出来なくても心配ないですよ、楽器の練習は、突然出来るよ

うになりますよ。」と、一緒で、集中力も、集中する回路が繋がった瞬間に出来るようになると言うことですね。 

そして、集中力の回路は、２以上を同時にする回路（マルチタスク）でなく、全てをそれに当てる（スーパーコ

ンピュータ、複数台のコンピュータで 1 つの作業をする）の回路で、そのためには、邪魔な、情報は、カットす

る回路も併せ持っている。と、以前お話内容と一致しますよね。 

 

で、同じ雑誌にもう一つ。 

 

ゴルフ雑誌なのでゴルフ話題ですが、 

ゴルフの試合で、もの凄いスコアーを出す人がいますが、そういう時、「ゾーンに入った」とよく言います。最

近では、ゴルフ以外でも使ってますよね。 

あ、「黒子のバスケ」にも出てきましたよね。22 年ほど前「ゴルフのメンタルトレーニング」の翻訳本が出てか

ら日本では、使われるようになったそうです。 

この、「ゾーン」に入る為のメッソドを持っているプロのコーチで、G.ヴァリアンテさんという方がおります。 

G.ヴァリアンテさんは、「フロー」と、言ってますが、「ゾーン」と、同じ意味だそうです。 



この、メソッドの解説を白石豊さんという方（メンタルトレーナーさん）が、執筆している文章の中でこんなも

のがありました。「フロー＝ゾーンに入るというのは、私たちの生活や仕事などにも有効で、誰でも訓練すれば

できることでもでもあるんです。 

 元ソニー上席常務、CD や、犬型ロボット「AIBO」の開発者でもある天外伺朗さんが「フロー」について言

及しています。 

 『開発というのは時間もかかるし、一瞬の閃きが重要になる。最初は全然うまくいかなかったのが、突如研究

者の頭の中がフロー状態になり、それが周りに伝染し、燃える集団が形成される』と。 

 この燃える集団は自由闊達な空気のなかで、個々が自分で考えて激論し合う関係からしか生まれないと。」 

 

これも、私の「演奏と脳の働き」を読んでいただいてる方なら、ピンとくる人多いと思います。 

私が、言ってきた、「脳は、発信機であり、受信機であり、喜怒哀楽などの気持ちが全て無いと交信できない」。 

また、天才の話でもいった様に、エジソンさんの１％の閃きが無かったら、９９％の努力は意味が無い。閃きが

あったから、そこで全て分かってしまうんですね。 

でも、一人で分かってもだめで、それを他人に伝えるために努力するという意味でしたよね。 

ここで重要な事はフローとかゾーンは、集中力の事とはっきり断言しているんですね。 

そして、ソーン＝フローとは、120％の実力が出る究極の集中状態、と定義しています。 

優秀な演奏家は、ほとんどゾーンに入って演奏してる事がもうお分かりになってきたと思います。 

私も、そんな経験は沢山有ります。特にインプロヴィゼーションは、ゾーンに入らないとつまらないのです。 

この時の脳の働きが、一番活性化している状態なんですね。しかも一人では出来ないという事もポイントですね。 

 

さらに、同じ雑誌からもう一つ。 

 

岡本綾子大先生のコラムから、 

「数年前より、ジュニアゴルファーの話題が多くなってますが、義務教育そっちのけでゴルフの練習だけ行って

いては強い選手は育たない。 

ゴルフは、単なるボールを打つ技術のみならず、さまざまなシチュエーションで次の一打をどう打っていくか、

自分の技量に応じて戦術を選ぶ判断力がもとめられます。ご承知のとおり、そこでものをいうのがプレーヤーの

持つ創造性や経験知といった『心の豊かさ』です。」 

 

と、若いうちにさまざまな経験をして、コミュニケーション能力を高める事が必要とおっしゃってます。 

これも、優秀な脳の回路作りの大切さを語っておりますね。 

優秀な脳の回路は、優秀な受信機であり発信機なのです。そして、必ず相手がいて、お互いのさまざまな気持ち

を正直にぶつけ合います。 

そのときに新しい何かに出会える。この事を岡本先生は「心」と言ってます。 

私は、この状態の事を「愛」と言ってます。 

 

 

なんか、ゴルフダイジェスト誌の宣伝のようになってしまいました、、、 

今回は、この辺で。 

つづく、、、、、、 

 


