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6501. 早朝の考え    

時刻は午前4時半を迎えた。今日はクリスマスであり、特別な日として祝われているが、いつもと変

わらない形で今日という1日を過ごしていこう。クリスマスが特別な日というよりも、毎日が特別なのだ

から。 

幸いにも今日は晴れとのことであり、午後に近所スーパーに買い物に行こうと思う。予報を見る限り

だと、午後に日光浴ができそうだ。 

昨夜、この秋の日本への一時帰国の際にオランダに持って帰って来た『音楽美学（1953）』という書

籍の初読を終えた。この書籍は、作曲上有益な洞察が随所に散りばめられている名著であった。

本書の狙いはタイトルにあるように音楽美学なのだが、単に音楽に関する理解を深めるだけではな

く、今後の作曲実践の新たな方向性を考えさせてくれるものだった。 

ここ最近は探究の材料を映画とし、書物を読むのは夜に少しばかりに留めていた。現在書斎の机

の上に置かれている書物を全部読み終えたら、そこからは書から離れ、曲の原型モデルの作成に

より多くの時間を充てたい。 

今朝方もふと考えていたが、成人発達理論やインテグラル理論を主軸にした活動をするのは後

一、二年ぐらいだろうか。仮にそれらの理論に触れるとしても、現在の活動のコンテクストではなく、

映画鑑賞というコンテクストになるだろうか。いずれにせよ、それらの理論を活用した既存の活動か

らはどこかで卒業をし、新たな活動に本格的に乗り出していきたいという思いがある。作曲実践によ

り本腰を入れたいというのは変わらない思いであり、徐々に活動の重心をそちらに移していく。 

先日イギリスの書店にシネマセラピーに関する書籍を3冊注文し、また新たな書籍がやってくるわけ

だが、未読の書籍を全て読んだら、いったん読書から離れ、実際の楽譜を写譜しながら音楽的パ

ターン認識を深め、写譜されたモデルをもとに作曲をしていく。古典的名作を、現代を生きる自分を

通じて新たな曲として蘇らせていく実践を日々小さく進めていく。とにかく作るという実践行為が最

大の学びなのだ。 
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音楽の本質と人間の本質が重なり、それらに共通する本質は多分に霊的なものであるがゆえに、

霊性を育んでいくことが、音楽を作る際にも鑑賞する際にも重要になるだろう。霊性の涵養。それも

また来年以降も重要なテーマの1つになる。 

現在の平穏な生活を継続していくこと。より平穏な環境を求め、いずれはそこを拠点にして自分の

取り組みに励むこと。これまでの活動に面白みを感じられなくなったら、それらの活動に見切りをつ

け、新たな活動に乗り出していくこと。来年はそうした方向転換をする年なのかもしれない。フロー

ニンゲン：2020/12/25（金）04:59 

6502. 今朝方の夢 

時刻は午前5時を迎えた。クリスマスの朝はいつもと変わらずに静かだ。昨夜は遠くの方で花火が

上がっていた。先日も数発ほど花火が上がり、それと同じぐらいに短い花火が打ち上げられてい

た。コロナの影響を受けてか、控え目の印象であり、大晦日の花火もそれぐらいに控え目のものに

して欲しいと思う。 

クリスマスの朝方にいくつかの夢を見ていた。最初の夢の中で私は、「世知辛い世の中」という言葉

を述べていた。世知な人が増えたこの世の中ではどうも暮らしにくいという、その言葉通りの感覚が

自分の身を纏っているようだった。 

次の夢では、私は小中学校時代を過ごした社宅の父の部屋にいて、父と投資の話をしていた。実

際のチャートを見ながら、ある投資対象の値動きについて意見交換をし、その売却タイミングにつ

いて話し合っていた。その投資対象に素人のイナゴ投資家が集まり、価格が高騰するタイミングで

売るという最も基本的な投資方針について話をし、イナゴが集まり出すサインとして、その投資対象

が新聞に取り上げられることを挙げた。 

父へのお願いとして、新聞にその投資対象に関する記事が出たら教えて欲しいと述べた。その記

事が出たことによって、2回、あるいは3回ほど波をつけて価格が上がっていくという原則的な動きを

確認し合った。話が終わりに近づくと、父の部屋に愛犬がやって来た。そしておもむろに糞をした。

糞をし終えたかと思った愛犬は、父の部屋をゆっくりと出ていき、廊下を歩いて私の部屋に入って

いった。 
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愛犬の後を追うと、愛犬はそこでもおもむろに小さい糞をした。私はすぐさま母を呼び、キッチン

ペーパーを持って来てもらうことにした。母に愛犬の肛門を拭き取ってもらい、自分は畳に落ちた糞

を拭き取ることにした。どういうわけか、愛犬は糞をした後すぐに仰向けに寝転がり、赤ちゃんがオム

ツを変える際に見せるポーズを取ってじっとしていた。 

最後の夢の場面では、私はスペインの名門サッカーチームに所属していて、試合をベンチから観

戦していた。私は選手としてそのチームに所属していたのではなく、選手たちの知性を育むアドバ

イザーとして参画しているようだった。しかし日々の練習や試合の前のウォーミングアップには選手

のように参加し、選手たちと密な交流をしていた。その試合が始まる前には、まだ中学生ぐらいの年

であるにもかかわらずトップチームに昇格した非常に若い選手と話をしていた。彼であれば技術的

にはすぐに試合に出ても問題ないだろうが、体格的な面で少し厳しいように思えた。彼もそれを承

知のようであり、焦らずに身体を作っていくとのことだった。 

彼とベンチで話をしていると、いつの間にやら試合が始まっていた。フィールドに視線をやると、

フォワードに見覚えのある顔があった。大学時代に同じフットサルサークルに所属していた先輩が

ニット帽をかぶって試合に出ていたのである。その先輩はよくニット帽をかぶっていて、当時の姿を

懐かしく思い出した。その先輩は体格的に大きな選手ではないのだが、なぜかこちらはワントップを

採用して、その先輩にポストプレーを任せ、先輩がボールをキープしている間に他の選手たちが攻

撃参加するという戦略を取っていた。 

相手のディフェンダーが屈強な選手であったから、ワントップを先輩に任せるのは酷のように思え

た。ところが先輩は奮闘しており、ボールをよく収めていた。ただし、ボールを収めてターンをして、

やたらと遠い距離から次々にシュートを放つことが目立っていた。もちろん積極的にシュートを打つ

ことはいいことなのだが、如何せんその数が多すぎであり、もう少し他の攻め方もあるだろうと私は考

えていた。 

するといつの間にか私がフィールドに立っていて、試合が行われていた場所から瞬間移動して、そ

こが住宅地の道に変わった。そこでストリートサッカーが行われていて、私はその試合に参加してい

たのである。先ほどまでは仲間だった先輩がどういうわけか敵チームにいて、しかも私をマークして

いた。味方からロングボールが蹴り上げられ、それを大学時代のサークルの同学年の友人が身体
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を張ってキープした。私はリターンパスを要求し、彼は私にボールを預けてくれた。そこからは自分

一人でドリブル突破をしようと思い、マークに付いていた先輩を手をうまく使いながら抑え込み、ドリ

ブルで進んで行った。そしてゴールのラインが近づいてくるのを見て、浮き球のシュートはゴールに

ならないというルールに従う形で、ボールを地面に転がすかのようなシュートを優しく放った。フロー

ニンゲン：2020/12/25（金）05:24 

6503. 今日の映画鑑賞より 

時刻は午後8時を迎えた。今、クリスマスを祝う爆竹の音が聞こえてきた。今この瞬間にはそうした祝

いの音がありながらも、今日は総じて静かな1日だった。日本と異なり、オランダにおいては、クリス

マスは家族と過ごす時間であることも静けさの理由なのかもしれない。 

今日も色々と映画を鑑賞し、その合間合間に作曲実践を進めていった。今夜はこれからバルトーク

に関する書籍を読んでいこうと思う。それは大した分量はないため、今日中に初読が終わるだろう。

そうすれば、明日はまた別の書籍を読み進めていこうと思う。 

ここ最近は本当に毎日映画漬けであり、映像作品から得られるものがあまりに多いため、これから

少しずつそれらを咀嚼していく必要がある。今日は南北朝鮮をテーマとした韓国映画『工作　黒金

星と呼ばれた男（2018）』が印象に残っている。その他には、デンマークの映画『未来を生きる君た

ちへ（2011）』や、多大な苦労を経て才能を開花させた女流作家の物語『放浪記（1962）』も印象的

だ。ドキュメンタリーに関して言えば、何と言っても実際に起きた事件「パリ人肉事件（1981）」の犯人

である佐川一政氏のインタビューを基にした『カニバ　パリ人肉事件38年目の真実（2017）』という作

品が印象に残っている。 

一般的な着眼点とは異なる視点で佐川氏の言動を眺めた時、性的衝動と創造衝動というのはどこ

か近しい、あるいは根元として同じものがあるように思えてきた。事件そのものは殺害した女性の人

肉を食らうという残虐なものなのだが、その残虐性はさほど私にインパクトを与えず、それよりもむし

ろ、佐川氏が人肉を食らう体験を基にして描いた漫画作品と、その創造プロセスに意識が向かって

いた。上述の映画作品やドキュメンタリーについてはまたどこかで言及することがあるかもしれな

い。現在、公開しない形で1つ1つの映画作品について気づきや発見を書き留めており、それらをも
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とに改めて文章を執筆するか、多くの人と映画について多様な観点から語り合うような場を作って

いきたいと思っている。 

その実現がいつになるか分からないが、映画からまさかこれほどまでに多くのことを得られるとは

思っておらず、しかも1人で映画を見ておしまいにするのではなく、多くの人と同じ作品について語

り合うことの学びの豊かに気づかされている。この点については、まさに先日の「一瞬一生の会」の

中で『怒れる十二人の男（1957）』を取り上げたときに実感した。明日もまた、映画鑑賞と創作活動

に励んでいこう。2020年をそのような形で締めくくっていけることをとても嬉しく思う。フローニンゲン：

2020/12/25（金）20:16 

6504. 今朝方の夢   

時刻は午前7時を迎えた。クリスマスから一夜が明けた。昨夜は少しばかり爆竹音が聞こえてが、総

じて慎ましい形でクリスマスが祝われていたように思う。大晦日の年越しも、昨夜のような形で静か

に祝われることを期待する。 

昨日は、バルトークに関する書籍の初読を終えた。バルトークが自己を滅するぐらいに民族音楽を

採集し、その奥深くへと沈潜していくことを通じて己の内側から民族音楽的精神が体現された音楽

を生み出していったのと同じ原理で、自分もまた過去の偉大な作曲家の曲を絶え間なく写譜し、彼

らの音楽の奥深くへと沈潜していくことを通じて己の音楽が滲み出すのを待つ。それは気の遠くな

るような量と時間が必要かもしれないが、それでも、いやそれだからこそ、その試みに着手しようと思

う。 

今朝方は少しばかり印象に残る夢を見ていた。夢の中で私は、現在の実家の自室の中にいた。時

刻は朝方であり、まだ夜が開ける前の時間帯に目が覚め、起床して扉を開けると、自分の部屋に愛

犬が寝ていたことに気づいた。ちょうど愛犬も目を覚ましたようであり、少し尻尾を振りながらこちら

の方を見上げ、部屋からゆっくりと出て行った。愛犬はリビングの方に向かって歩いていき、私もそ

ちらの方に向かって行った。そのような夢を見た後に、今度は次の夢の中にいた。 

どうやら私は、映画の世界の中にいるようだった。夢の中の映画の世界の中にいるというのは不思

議な感覚であった。私は映画の世界の中にいる自覚があった。私は特に何かの役を演じているわ
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けではなく、映画の主人公の話を聞くことを行っていた。その主人公は訳あって殺人を犯し、彼の

人生話を聞いていた。殺人への共感ではなく、彼の人生そのものへの共感の念が自分の内側から

湧き上がってきた。話を聞けば聞くほどに、彼のことが他人では思えなくなり、彼の内側の世界を通

して世界を生きている感覚があったのである。夢の中の映画の世界の中の彼の内側の世界の中、

という階層構造がそこにあり、自分は随分と深い階層構造にまで降りて行ったものだと思った。今こ

の瞬間もどこかまだ夢の感覚がある。 

今日もまた旺盛に映画鑑賞と創作活動を進めていこうと思う。とにかく今の自分にできることは映画

を見ることと創作をすることである。それらを通じてこの世界とつながり、この世界に関与していく。

2021年はその方向性をより強固なものにしていく年になるだろう。フローニンゲン：2020/12/26（土）

07:03 

6505. 夜と天上/子供の世界と大人の世界  

——昼は地上のものを示して天上のものを隠す。夜は天上のものを示して地上のものを隠す——三

浦梅園 

時刻は午後8時を迎えた。今小雨が降っている。 

クリスマスから一夜明けた今日はとても静かだった。明日もまだクリスマスの余韻が残っているだろう

し、明日は日曜日であるから明日も静けさを味わうことができるかもしれない。 

穏やかさと闇が辺りを包んでいる。三浦梅園が述べるように、闇というのは天上世界を示すために

不可欠なものなのだろう。光の差し込む時間の少ないこの時期は、天上世界を知覚するのにうって

つけのように思われてくる。北欧に近いこの街が経験する冬は長く、闇の時間帯が長いからこそ見

えてくる天上世界がある。自分にできることはそれをしかと見届け、その世界と触れることによって知

覚された感覚を絵や音楽にしていくことである。 

「憧れ」という言葉には、「童」という子供を指す漢字が含まれていることに夕方気づいた。それはふ

とした気づきだった。子供のように純粋な心を持ち続けることの大切さ。それが憧れの根幹にあり、

© YOHEI KATO 2020 8



憧れは想像力と創造力の源泉でもある。そうであるがゆえにおそらく、憧れは成長·発達の源泉なの

だろう。 

子供心ということで言えば、今日の昼に見ていた成瀬巳喜男監督の『秋立ちぬ（1960）』という作品

が素晴らしかった。二日連続で成瀬監督の作品を見ている。この作品を見ながら、子供の世界と大

人の世界は、ユクルキュルが述べる「環世界」のように時間の流れが違うことがわかる。そして時間

の流れだけではなく、知覚されることもそれらの世界では異なるはずだ。 

自分が小さかった頃の時間感覚や知覚体験をふとしたときに思い出すことが多い。その瞬間、自分

は当時の時間感覚の中にいて、そこでの知覚体験を再体験することができる。これもまた不思議な

体験だ。成瀬監督のその他の作品も興味深いものが多いので、それらをリストに加え、今後それら

をゆっくりと見ていきたいと思う。 

今日の午後に仮眠を取っている最中に、猫が現れるビジョンを見ていた。白が基調で少し茶色が

かった毛並みの猫がこちらを見てじっとしていた。しばらくすると、その猫はゆっくりと動き出してどこ

かに消えてしまった。その他にも、午前中に見ていた複数の映画の世界が混じり合って蠢いている

ような世界を知覚していた。映画鑑賞を積極的にするようになってから、ビジョンの性質もまた変化

しているように思う。フローニンゲン：2020/12/26（土）20:13 

6506. マーク·ロスコの作品との出会い/感動と日々/今朝方の夢 

時刻は午前4時を迎えた。今朝は起床直後から風がとても強い。風の轟音が闇の世界に響き渡っ

ている。今日はどうやら1日を通して風が強く、午前中から夜まで強い雨が降るようだ。この世界に

堆積した負のものを流すかのような強い雨が予想される。それは年越しに向けた準備だろうか。世

界を清めるための雨なのであれば、それがいかに強くても構わない。この世界には本当に浄化が

必要なのだろう。 

ようやく気温が例年通りになってきた。最低気温は0度前後となり、来週末にはマイナスになる日も

ある。この寒さを歓迎したい。冬はとことん寒くあって欲しいと思う。それにより心身がより強靭なもの

になるからだ。 
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昨日、偶然ながらアメリカの画家マーク·ロスコの作品に出会った。ちょうど数日前からなぜかわから

ないが新しい絵の描き方に変わり、そこで描かれている雰囲気とロスコの作品の雰囲気が似ていた

から驚いた。早速いくつか画集を調べてみたところ、なかなか良いものを見つけたので、年が明け

てすぐにアマゾンを経由してイギリスかオランダの書店に注文したいと思う。 

芸術作品と対面したときに生じる感覚。それが内側に沁み込んでいく内部浸透性を大切にする。

創造物との内的呼応を大切にすることについて昨夜考えていた。創造物が内側に沁み込んでいく

こと、そしてそれが自分と内的呼応することが美しさを感じることであり、感動することなのだろう。ま

た、内部浸透性の度合いが感動の度合いでもある。これは音楽、絵画、詩といった芸術作品のみ

ならず、映画においても当てはまることかと思う。 

今日はどのような感動がもたらされるであろうか。そしてその度合いはいかほどであろうか。そのよう

なことを考えていると、今日を生きる楽しみが芽生えてくる。感動と出会うこと、そして感動すること、

さらに感動を味わうこと。それらは全て生きる喜びをもたらしてくれるのだ。今日を生きれることに感

謝の念を持って、今日もまた感動を得る1日を楽しんでいこう。 

イラクの大物語ギルガメシュにおいて、ギルガメシュは永遠の命を求めた。そんなギルガメシュに友

人は、「君が探しているものは永遠に見つからない。なので毎日を思う存分楽しみたまえ」と述べ

た。愛すべき人や物事を愛しながら、その瞬間瞬間を多いに楽しむこと。そこに人生の愉悦があ

る。自分の役割はおそらく、少しでも今を生きる多くの人が、そして将来の世代の人たちがそのよう

に生きれるように貢献していくことなのだろう。 

轟音を伴う風が止むことはない。今も疾風の強い風がフローニンゲンを駆け抜けていく。ハヤブサ

のように早く強い風がそばにいる感覚を感じながら、今朝方の夢について振り返っている。 

今朝方もまた夢を見ていたが、それほど記憶に残っていない。夢の中で、小中高時代の女性友達

（MK）が現れ、彼女が正義感を持って何かを教室で話していたのを覚えている。それとどこか似た

感じで、見知らぬ女性が何かについて判定を下している夢もあった。あとは動物が現れる夢もあっ

た。確かそこで登場していたのはネコか何かだったように思う。フローニンゲン：2020/12/27（日）

04:36 
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6507. 光と自然 

時刻は午後8時半を迎えようとしている。今日は1日を通して雨が降っていて、夜に雨が止むと思っ

ていたのだが、今もまだ雨が降っている。久しぶりに1日中を雨を眺めていた気がする。 

今日の映画鑑賞はまず最初に、“The Silence of Rothko”というドキュメンタリーを見た。これは昨日

知ったアメリカの画家マーク·ロスコ（1903-1970）に関するドキュメンタリー作品であり、ロスコの絵に

惹かれるものがあったので興味深く鑑賞した。 

ロスコはロシアで生まれたユダヤ人であり、10歳の時に英語がほとんど離せない状態でアメリカに

渡ってきた。そこからイェール大学に進学するも中退をし、デザイン系の大学に入り直すことによっ

て絵画の基礎技術を習得していった。ロスコの活動拠点は賑やかな街ニューヨークであったが、彼

は絶えず静けさを求めていた。「ポケットに入る静けさを求めていた」という言葉が印象的であり、都

会の喧騒に取り囲まれていたからこそ、そうした小さな静けさは彼にとって特殊な輝きがあったに違

いない。ロスコは教会での光の体験、つまりスピリチャルな体験をして以降、光を描くことに力を入

れていった。彼が表現する光の世界はとても興味深く、昨夜見つけた画集をまずは2冊ほど購入し

てみようと思う。 

今日はその他にもプーチン大統領に関する『オリバー·ストーン オン プーチン（2017）』という大変興

味深いドキュメンタリー作品を見た。成人発達理論やインテグラル理論の観点からプーチン大統領

のリーダーシップ能力について紐解くと色々と見えてくることがあり、それについてはドキュメンタ

リーを見た後にすぐに音声ファイルを作成し、現在行っている「一瞬一生の会」のコミュニティーに

共有した。そこからも今日はドキュメンタリーを見ることが多く、その中でも『創造と神秘のサグラダ

ファミリア（2012）』という作品が印象的だ。2年前の春にバルセロナに訪れ、その時にガウディが着

工したサグラダ·ファミリアを実際に見た。 

この建築物は着工から130年以上経った今もまだ完成しておらず、完成には300年かかると言われ

ている。1つの建築物を長大な時間をかけてゆっくりと育んでいくことの偉大さを実感させられる。バ

ルセロナでこの建築物を実際に下から仰ぎ見たあの日の記憶が鮮明に蘇ってくる。ガウディは若い

頃から常に自然を範にしており、自然の原理から独自の建築理論を構築していった。確かにガウ
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ディの他の建築物を見てみると、それがまるで自然界の生き物であるかのように有機的な感じを受

ける。建築固有の無機物性ではなく、そこに生き物が持つ固有の温かさを感じるから不思議であ

る。自分自身の創作に引きつけて考えてみると、やはり自分も自然信仰の側面が多分にあるため、

これからはより自然界の原理を意識した創作活動をしていきたい。 

毎日作る音楽や絵の中から自然的な有機物性、すなわち生命的な何かが溢れてくるようにしてい

きたい。そのためには自分自身が日々自然に触れることを意識する必要があるだろし、自然から汲

み取れることをさらに意識していく必要があるだろう。フローニンゲン：2020/12/27（日）20:40 

6508. 今朝方の夢 

時刻はゆっくりと午前8時に近づいて来ている。辺りはまだ真っ暗であり、ここから少しずつ空が明る

くなってくる。今日は幸いにも天気が良いようなので、午後にでも近所のスーパーに出かけることに

しよう。今週は明後日に小雨が降るぐらいであり、その他の日は雨が降らないという予報が出てい

る。年末年始は天気が良さそうなので何よりである。 

今朝方はいくつか夢を見ていた。夢の中で私は、大学時代のサークルの友人と道路でばったり会

い、少し話をしていた。彼は某大手の新聞社に勤めていて、彼の仕事について色々と話を聞いて

いた。新聞記者として随分と経験を積んだようであり、社内のポジションも高くなっているようだっ

た。今はとても忙しい年代とのことだったが、幸いにも2日間ほどの休暇をもらったとのことだった。し

かし彼は、いかんせん普段全く休んでいないため、その2日間の休暇の使い方がわからないと述べ

た。それに対して私は、いくつか提案をし、彼が休暇を楽しんでもらえるような手伝いをした。そこで

夢の場面が変わった。 

次の夢の場面では、私は実際に通っていた中学校の教室にいた。そこは中学校3年生の時に使っ

ていた教室だ。私は廊下側の一番後ろの席に座っていて、休憩の時間だったが数学の文章問題

を解いていた。それは国語の問題と合体しているようであり、日本語の読解力がなければ問題が解

けない仕組みになっていた。私は少し時間に追われる形で問題の題意を素早く把握することに努

め、そこから勢いよく問題を解いていこうとした。すると突然、教室の一番後ろの壁際に1人の男子

生徒が現れ、彼に向けてある友人が汚い液体を発射した。それがなんと私の足にかかった。 
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季節が夏だったからか、私は半ズボンを履いていて、靴下は履いておらず素足だった。右足の足

の裏にその液体がかかり、とても不快な気分になった。その液体を飛ばした友人にすぐに拭き取っ

てもらうように述べ、彼はティッシュを取り出して私の足を拭き始めたが、その液体はネバネバして

おり、乾いたティッシュでは拭いきれなかった。 

彼は十分に拭いたと思ったのか、そのまま廊下に出ていこうとした。そこで私は彼を呼び止め、まだ

全然拭き取れていないことを伝え、ティッシュを水に濡らして持って来てくれと伝えた。すると彼はそ

れを躊躇い、隣の教室の教壇が足洗い場になっているので、そこに連れていくと述べた。しかし私

は移動の時間を無駄にしたくなかったので、濡れティッシュで足を拭いてもらうようにお願いした。

すると、隣の教室から小中高時代の女性友達が2人ほどやって来て、そのうちの1人がティッシュに

水を湿らせて来てくれると言う。それは有り難いと思い、彼女にそれをお願いし、持って来てくれた

濡れティッシュを友人に渡して足を拭いてもらった。 

今朝方はその他にも夢を見ていたように思うが、それらはもう覚えていない。最初の夢に関しては気

持ちとして中立的であったが、次の夢に関しては幾分否定的な気持ちから始まり、徐々にその気持

ちが落ち着いていき、最後は気分が晴れたような形だった。同じ夢であっても感情状態の変化の推

移を見ることができる。フローニンゲン：2020/12/28（月）08:10 

6509. 種々の考え 

時刻は午後8時を迎えた。とても静かな夜の世界が広がっている。今朝は久しぶりに小鳥たちの鳴

き声を聞いた。今日は晴れだったから彼らの鳴き声が聞こえて来たのかもしれない。澄み渡る鳴き

声は耳にとても心地良く、しばらく彼らの鳴き声に耳を傾けていた。鳥類学者でもあり、鳥を愛した

作曲家のメシアンを思い出す。 

夕食前に入浴をしようと浴槽に浸かった瞬間に、今年の秋に足を運んだ金沢の街がふと思い出さ

れた。街中を歩いている最中に雑居ビルがあり、そこに入っている会社の名前を見ていたことを思

い出したのであるそこから、各階の会社にミクロコスモスが広がっているのだということを感じた。そこ

で働く人々が1つのミクロコスモスを生み出し、各人の中にもミクロコスモスがある。そのようなことを

考えていると、ありとあらゆるところにミクロコスモスが遍満していることがわかる。自分のミクロコスモ
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スとは異なるミクロコスモスに一歩足を踏み入れて見ると、そこがもう異界であることがわかる。その

ようなビジョンを見ながら浴槽に浸かっていた。 

今日はその他にも雑多なことを考えていた。自分一人で何から何まで作り出すことはできないの

で、他者が生み出した意義のある作品を広く世の中に紹介していく役割も担っていこうと思った。芸

術作品だけではなく、映画作品に関してもそうした役割を担っていく。創作と紹介の双方を良い塩

梅で行っていくことについて考えていた。 

そこからは、作曲実践について考えていた。最良の教科書は既存の理論書ではなく、実際の楽譜

である。楽譜を写譜することによって感覚的に作曲語法を学んでいくことが大切であり、既存の理

論書に頼るのではなく、むしろ写譜を通じて自らの理論書を作り上げていくことを行っていく。また

何よりも大きな学びは、実際に曲を作ることから得られる点を忘れてはならない。実践に勝るものは

ないのだ。 

今日も曲の原型モデルをもとに作曲実践をしていた。曲の原型モデルを聞いている時に、すでに

直観的に作るべき曲のイメージが浮かび上がる。あとはそのイメージに従って音の形を掘り出して

いけばいいのである。 

音楽を「直感的」かつ「直観的」に作っていく。内側の身体感覚を通して把握されるものと、ビジョン

的に内的視覚感覚で把握されるものの双方を大切にしていく。今日も雑多なことを考えていたが、

これら雑多な考えが一つのまとまりとなって意味のあるものになっていくことを知っている。フローニ

ンゲン：2020/12/28（月）20:14 

6510. 今朝方の夢 

時刻は午前6時に向かっている。今、シトシトとした雨が降っていて、その音に耳を傾けている。起

床した直後には小鳥の鳴き声が聞こえていたが、今はそれが聞こえない。静かな雰囲気に身を包

まれて、今朝方の夢について振り返っている。 

夢の中で私は、ひょんなことから靴屋の店員として働いていた。その日は勤務初日であり、先輩の

男性店員に売り場について教えてもらい、接客の方法についても話を聞いた。開店するとすぐに1

© YOHEI KATO 2020 14



人のビジネスマンが入って来て、私が接客することになった。先ほど先輩から教えてもらったことを

参考に、お勧めのシューズをいくつか伝えると、その客は白味がかったシューズを選び、それを試

着したいと述べた。 

私は隣の試着ルームに彼を案内し、そこで接客を始めた。その試着ルームは一風変わっていて、

大きな座敷になっていた。畳部屋で靴を試着するというのは不思議な感じがしたが、逆に和の感じ

が漂っていて雰囲気が良いように思えた。いざその客が試着を始めると、私の右横に先輩の店員も

いて、一緒に接客することにした。客は最初26.5のサイズの靴を試し、それがちょうどいいサイズだ

と述べた。「失礼します」と述べてから、かがんだ状態で爪先の部分を触ってみたところ、確かにちょ

うどいいぐらいの余裕があり、そのサイズで問題ないかと思った。「ひとまわり大きい27だと随分と大

きく、ひとまわり小さい26だときついかもしれませんね」と私は述べた。すると客もそれに同意してく

れていた。 

いざ客がその靴を購入する決断をした瞬間に、その場にたくさんの人が押し寄せて来た。見ると、

小中学校時代の友人が部屋に入って来て、今から将棋の大会をするとのことだった。客と先輩の

店員は部屋からもう出ていて、私はその部屋に残って将棋の大会を見届けることにした。ある友人

が飲み物が飲みたいというので紙コップを見つけ、それに水を注いであげた。私も喉が乾いていた

ので水を飲み、対局中の友人を応援することにした。 

視線をふと左にやると、そこにサッカー元日本代表の有名な選手と、将棋のプロらしき人物が真剣

な顔で対局をしていた。そこでふと思い出したのは、彼らは私の将棋の師匠であるということだ。厳

密には、そのサッカー選手は先輩弟子に当たり、そのプロ棋士は紛れもなく師匠であった。その

サッカー選手の将棋の上達は早く、現時点ですでにプロ並みの棋力を持っているらしかった。だが

師匠にあたるプロ棋士はそのさらに上を行き、ハンデを付けて対局をしているようだった。 

最初2人は真剣な顔をして部屋の隅で対局をしたが、私が近づくと笑顔になり、少しそこで雑談をし

た。あろうことか、私は師匠の名前がとっさに出てこなく、彼の苗字が「月」といい、それをなんと読む

のか分からずにごまかして「師匠」とだけ呼んだ。気がつくと私は対局場をあとにしていて、再び靴

屋の売り場に向かって歩いていた。すると、先ほど将棋を指していたサッカー選手が私に声を掛
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け、これから神奈川に家がある後輩の選手の家に行くから一緒にどうかと述べた。特に私は用事が

なかったので、同行することにした。 

すぐに目的地につき、そのサッカー選手が家の扉をノックしたところ、誰も出てこなかった。すると、

その選手は後輩の家であるにもかかわらず、なぜか鍵を持っていて、その鍵を使ってドアを開け

た。ドアを開けると、客用のスリッパが乱れて置かれており、そのうちの1つを選んで部屋の中に入っ

ていった。すると、クリーム色の可愛い猫が出迎えてくれた。私はその猫の背中を撫で、最初に手

洗いをしようと思ってトイレを探した。 

すると、そのサッカー選手が先にトイレで手を洗っていて、ちょうどトイレから出て来たので、場所が

どこかわかった。トイレのドアを開けてみると、なんとそこは水浸しになっていて、トイレのスリッパが

水に沈みそうになっていた。私は靴下を濡らしたくなかったので、慎重にトイレのスリッパに足を乗

せ、なんとか手を洗った。だが手に付いたハンドソープを水で洗い流すときには、靴下を脱いで裸

足になった方がいいかと思った。 

手洗いを終えたとき、どういうわけか私は下半身が裸になっていて、衣服はトイレの外に置いている

ようだった。そこは風呂とトイレが兼用だったので、バスタオルを借りてドアを開け、服を再度着ること

にした。部屋に戻ってみると、この家の持ち主であるサッカー選手がようやく顔を出し、私たちにお

茶を入れてくれた。気がつくと、時間がもう午後の5時に迫っていた。いつの間にかその場に母もい

て、これから自宅に戻ると夕食の時間を過ぎてしまうことがわかり、帰りは駅のデパートで何か夕食

を購入しようかと話し合った。今朝方はそのような夢を見ていた。フローニンゲン：2020/12/29（火）

06:16 

6511. ボビー・フィッシャーからの学び 

時刻は午後8時を迎えた。今日も充実した1日を過ごすことができ、明日に向かってゆっくりと時間

が進んでいる。 

本日、イギリスから“Cinema as Therapy: Grief and Transformational Film (2015)”という学術書が届

いた。これは学術書で定評のあるRoutledge出版から出版されているため、学術書として中身が濃

い。早速序章を読み終え、今は巻末の用語集を最初から最後まで読み通している最中である。こ
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の本はシネマセラピーを主題にしていて、多くの心理学用語は馴染みがあるのだが、それでもいく

つか知らない概念があり、それらを通じて映画を鑑賞していくとさらに発見が得られるであろうという

期待がある。今夜はまだ時間があるので、用語集の続きを読み進め、続きの章を読んでいこう。 

午前中にふと、SNSを用いて無駄な時間を過ごす「SNS心中」の状態にある多くの現代人について

考えていた。彼らは人生の貴重な時間を棒に振り、SNSと共に心中をしているのではないかと思え

るぐらいに中毒的にそれにハマっている。これはおそらくSNSだけではなく、人生の貴重な時間を無

駄にするもので言えば、メールなどもそうであろうし、その他にも例を挙げることができそうだ。そこか

ら映画鑑賞に引きつけて考えてみたときに、駄作を見て無駄な時間を過ごすことのないようにした

いということを思った。駄作と心中するというのは願い下げであり、映画の選別眼を磨きながらできる

だけ駄作に時間を費やさないようにしていこう。 

今日も映画鑑賞を旺盛に行っていた。印象に残っているものとして、『ボビー·フィッシャー 世界と

闘った男（2011）』というドキュメンタリー作品がある。これは、冷戦時代に活躍した世界的チェスプレ

イヤーのボビー·フィッシャーの波乱万丈の人生に迫った作品である。 

フィッシャーが生きていたい時代において、ソ連ではチェスの英才教育が行われていたが、当時の

アメリカではチェスの英才教育などなく、フィッシャーは独力でチェスの力をつけていった——もちろ

んアメリカにもチェスの大会などはあったが——。具体的には、幼少期の頃からフィッシャーはチェス

の本を読み耽り、小さなチェス盤をいつでもどこでも持ち歩いていた。仮にチェスの本やチェス盤が

なくても、頭の中でチェスを絶えず行っていたようである。フィッシャーのこうした実践の姿勢から得

られることは多く、自分の作曲実践に活かしたい点が随分とあった。 

フィッシャーが無数の指し手を脳内に蓄積していたのと同じように、楽譜を写譜することを通じて、

パズルのピースのように曲のパターンを脳内に蓄積し、それをいつでもどこでも脳内で自由自在に

組み合わせながら作曲していくことを意識してみよう。 

今書斎の机の上にはいくつかの未読の書籍が積まれていて、近日中にまた2冊ほどイギリスから書

籍が届けられるが、それらを読み終えたら、写譜の実践量を増やしていく。ここから数年間は引き続

き巨人の肩に立つ実践をしていき、写譜という学びの多い実践を通じて曲を作っていく。 

© YOHEI KATO 2020 17



明日もまた創作と映画鑑賞を楽しみたいと思う。気がつけば2020年もあと2日だ。フローニンゲン：

2020/12/29（火）20:14 

6512. 自然と愛  

時刻は午前4時を迎えた。とても静かな朝の世界が広がっている。 

明日はいよいよ大晦日であり、2020年の最後の日となる。今年がどのような形で始まったのかもう覚

えていないが、振り返ってみると、今年もなんだかんだでいつの間にか終わりになっていたという感

じである。人生もこのような形で進行していくのだろうか。人生の終わりを迎えるにあたって、そのよう

な感じを受けるのであれば、それはこの人生を日々充実した形で歩んだことの証になるかもしれな

い。 

時の進行過程と歩みを共にして、日々一歩一歩進んでいくこと。そしてその歩みを楽しむこと。それ

らを行っていれば、どこか一種の満足感と爽快感を持って人生の終わりを迎えることができるように

思えてくる。 

昨日は終日雨が降っていたので、結局買い物に出かけることができなかった。今日は一日中晴れ

のようであるから、夕方にでも街の中心部のオーガニックスーパーに立ち寄りたい。今日は水曜日

であるから、中央市場は休みであり、それは残念だが、代わりの品をスーパーで購入しよう。 

昨日、『マーラー（1974）』という映画を鑑賞した。この作品は、作曲家グスタフ·マーラーの半生を描

いた物語である。彼の回想や夢の世界を美しい映像と音楽で表現しているなかなかの傑作であっ

た。若きマーラーにある音楽家が、「自然への理解が欠けている。自然からもっと学びなさい」という

言葉を述べ、さらに「自然の中で生きることのできない者に、人の心を打つ音楽がかけると思うか

い？」と述べていたことが印象に残っている。 

ちょうど先日ガウディに関するドキュメンタリーを見ていたときに、ガウディが自然を愛し、自然の原

理から建築理論を構築していったことを知り、ガウディと同様に、マーラーもまた自然を愛していた

ことを知る。一昨年あたりから、都市に滞在する旅ではなく、自然を巡る旅にいずれ移行していくで
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あろうということを考えていて、より自然に触れられる場所で生活をしていこうと常々思っていることも

あり、マーラーの自然信仰には大変共感を持った。 

その他にマーラーが残した言葉としては、「義務ではなく愛に従え」という言葉も印象的である。対

象に対する義務感から物事をなすのではなく、対象への愛に従って物事をなしていくこと。まさに

日々の創作活動や映画鑑賞が一切の義務感から逃れ、純粋にそれらへの愛に基づいて行われて

いるのと同じく、日々の全ての活動を義務ではなく愛に基づいて行っていこう。 

日本社会で言われている日々の仕事の生産性や創造性が上がらないのは、それらが義務感——あ

るいは脅迫感——に基づいている場合が多いことに一つの原因があるのではないかということは見

逃せないだろう。生産性や創造性の源には愛がなければならないことを確認する必要があり、愛の

ない形で生産性や創造性を上げようとすることは、必ずそのしっぺ返しを食い、歪みや病理を引き

起こすだろう。フローニンゲン：2020/12/30（水）04:33 

6513. 今朝方の夢 

開かれた書斎の窓と寝室の窓を冷たく新鮮な空気が通り抜けている。窓を開けるには随分寒い季

節となったが、朝の換気は新鮮な空気を取り入れるという物理的な次元の話だけではなく、エネル

ギーの巡りを良くするというのは目には見えない次元の話でもある。 

今日もまた絵を描き、曲を作り、日記を書き、読書をし、そして映画鑑賞をする形で過ごしていこう。

活動の主軸は作曲と映画鑑賞であり、その他の実践は作曲と映画鑑賞を補助する役割を担い、ま

た気分転換の役割を担う。 

今朝方は夢を見ていた。昨日見たマーラーに関する映画作品を通じて、マーラーは夢の世界から

楽想を得ていたことがわかる。マーラーもまた夢を大切にしていた人間だったのだ。 

夢の中で私は、見慣れない片田舎の町のコンビニの駐車場にいた。母が運転する車に乗ってその

コンビニに到着し、車から外に出ることなく、じっとしていた。ふと辺りを見渡すと、1人のホームレス

が駐車している車を漁り、車から空き缶を盗んでいた。どうやらその空き缶にはシールが貼られてい
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て、そのホームレスはシールを集めているようだった。集められたシールが何と交換できるのかは定

かではなかったが、きっと何かしらの物品がもらえるのだろうと思った。 

するとそのホームレスは、うちの車の方にやってきて、黙ったまま仕草で運転席にある空き缶を要求

した。運転席に置かれていたのはもう中身のない空き缶であり、ちょうどコンビニのゴミ箱に捨てよう

と考えていたので、私はそれをホームレスに渡した。するとそのホームレスはそそくさとどこかに消え

てしまった。 

それを見届けた直後、大学1年生の時の第二外国語のクラスメートがやってきて、「自分の空き缶を

知らないか？」と尋ねてきた。「おそらくその空き缶はあのホームレスが持っていってしまったんじゃ

ないか？」と答えると、彼は少し残念そうな表情を浮かべていた。話を聞くと、彼もまたシールを集め

ていたようなのだ。「今から追いかければまだホームレスを捕まえられると思うよ」と述べると、彼は少

し明るい表情を浮かべた。 

彼がホームレスを追いかける前に、私は先日の彼のライブコンサートについて言及した。彼はある

バンドのメンバーを務めていて、仕事の合間にエレキギターの練習をし、当日のライブでは素晴ら

しい演奏を披露していたのだ。「演奏から絶妙なサイン波が出ていたね」と述べると、彼は「気づい

てくれてたのか」という表情を浮かべて笑顔になった。彼のエレキギターはバンド全体の演奏に華を

添え、純粋に演奏に感動したことを伝えると、彼の内側から肯定的なエネルギーが流れ始め、ホー

ムレスを追いかけることにとても前向きになっているようだった。そのような夢を見ていた。 

夢の中に登場した友人との会話の中で、彼は17歳からふとしたきっかけでエレキギターを始めたこ

とを述べていたのを覚えている。ホームレス、そしてギターが何を象徴しているのかを少し調べてみ

ようと思う。フローニンゲン：2020/12/30（水）04:48 

6514. 輝く太陽光を浴びて/陶酔感と調和 

——芸術家であるとは、美の情熱に生きることだ。そして美の情熱に生きるとは、「熱愛の対象」の表

現にひたすら憑かれることである。それには理屈も何もない。むろんそこには魂の幸福と深く関わる

ものがあるだろう——辻邦生 
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時刻は午後8時に近づきつつある。今日は朝から晴れ間が見え、午後には燦々と冬の太陽が輝

き、たっぷりと日光浴を楽しむことができた。相変わらず日暮れは早いため、太陽が出ているうちに

街の中心部に買い物に出かけた。買い物から帰ってきて家に到着後、すぐさま雨雲が現れ、雨が

降り始めた。あと数分ほど遅れていたら雨に見舞われたことを思うと、とても幸運だったと思う。天気

に関してこうした幸運に恵まれることが多く、自分が天の恩寵のもとに生きているのではないかと

思ってしまうほどだ。 

時の流れに陶酔し、濃密な陶酔感を味わって生きる毎日が続く。今日も気がつけば1日が終わりに

近づいていて、明日はいよいよ今年最後の日となる。明日は1人静かに今年最後の日を味わおう。

とはいえ、いつもと変わらない形で1日を過ごすことになるだろう。創作活動と映画鑑賞に邁進する

形で明日を過ごしていく。 

今日はいつもより写譜の実践量を増やした。楽譜に込められた作曲家の暗号を紐解いていくことに

喜びを感じ、楽譜に込められた暗号を通じた対話を試みている。楽譜から語り掛けられる言葉に耳

を傾け、それを理解し、自分の作曲に活かしていく。今参考にしている曲はどれも時の試練に耐え

た作品であり、そこには時間によって風化しない固有のメッセージがある。それこそが作品の普遍

的かつ不変的な価値とでも言えるだろうか。 

言葉ではない世界に飛び込み、その世界に浸りたいと希求したときに、絵画的な何かや音楽的な

何かが立ち現れる。言葉の世界を超越し、言語の分節化作用が及ばない世界の中に生きる時、名

状し難い至福さを感じる。それは涅槃的な何かである。 

確かに絵や音楽を創作することに伴う絶対的な喜びがあるが、書くことによる喜びも忘れてはならな

い。しかしふと、書くことによって自分の内側で調和がもたらされるということは、そうでない場合には

自分は危機の中に生きているのではないかという見方ができると思った。そしてそれは書くことだけ

ではなく、絵や音楽の創作においても当てはまる。それらを通じて精神が調和を得ているのは間違

いないが、それらが欠けることによって自己が混沌に陥るという危機も暗示させる。おそらく複数の

表現活動に従事しているのは、それらが1つとなってより包括的な調和を生み出すことを実感してい

るからなのだろう。フローニンゲン：2020/12/30（水）20:06 
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6515. 今年最後に見た夢 

時刻は午前5時を迎えようとしている。いよいよ今日は今年最後の日である。 

とても静かな朝の世界が広がっている。辺りは深い闇で包まれていて、小鳥たちの鳴き声もせず、

物音一つしない。今日もまた静寂さと平穏さに包まれた形で1日を送ることができるだろう。 

今日は今年を締め括る意味でも、午後に座禅をしようかと思う。久しぶりに長時間座して静かに過

ごすのも悪くないと昨夜思った。それは精神上の埃を落とし、新たな年に向けた最良の準備になる

だろう。 

昨日に引き続き、大晦日の今朝方も夢を見ていた。夢の中で私は、部署は異なるが、前職時代に

お世話になっていた女性社員の方と話をしていた。その方がこれからクライアント先に行き、水質検

査か何かをすると述べた。水質検査は私たちの専門領域ではないのだが、何か面白そうだと思っ

てその方についていくことにした。そのように決心したところ、隣の大きな部屋から自分の名前を呼

ぶ声が聞こえてきた。広いオフィスは2つに仕切られていて、壁の向こう側とこちらとで部門が異なる

ようだった。 

私は本来壁の向こう側の部門で働いているのだが、今は所用があってこちら側の机で仕事をして

いた。壁の向こうで笑い声が聞こえ、きっと私の話で盛り上がっているのだろうと思った。自分の話

で盛り上がってくれるのは一向に構わないが、用もないのに自分の名前を呼んでほしくないと思

い、その忠告をしようと思った。私の名前を呼んで盛り上がっていることに関して、どうやら壁の向こ

うで父と会社のトップが言い争いをしていたので、暴力的な手段を取ってでも2人を黙らせることに

した。 

2人の言い争いは収まりそうになかったので、強行的な手段を取って2人を黙らせ、今度言い争いを

したら腹に蹴りを入れる旨を伝え、それによって死んでしまうかもしれないということを伝えた。今朝

方はそのような夢を見ていた。幾分攻撃的な夢だった。自分の中に抑圧されている何かが夢の中

に現れ、それを言葉にすることによって解放が実現されている。ユングが指摘するように、人が啓蒙

世界を開いていくためには、光を想像するのではなく、暗黒を意識化していく必要がある。その意

識下とはシャドーワークに他ならない。そうしたシャドーワークを言葉を通じてだけではなく、創作活
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動を通じても実践していく。創作活動は霊的実践という側面だけではなく、シャドーワークの一環と

して側面もあるのだ。これから行う絵を描くことも曲を作ることも、霊性の涵養と同時に、シャドーの

癒しにつながっていく。 

昨日から再びアントン·ウェバーンの曲を参考に原型モデルを作り始めた。実はすでに手持ちの楽

譜の全曲を原型モデルとして作ったのだが、初期の頃の原型モデルは調性を無視していたので、

改めて初期のモデルの修正を行なっている。ウェバーンの曲の原型モデルを参考に、ゆっくりと自

分の曲を構築していく実践を行おうと思う。 

世界はコロナを含めて喫緊の対応が必要となる問題で山積みだが、それだけではなく、こうした世

相だからこそ、ゲーテが述べたように、人間を百年単位で考えていくという長い時間展望に基づい

た行為や実践が必要だろう。創作活動においてもそうだ。フローニンゲン：2020/12/31（木）05:11 

6516. 適応生成的な知のネットワーク/創作・渇愛・存在 

刻一刻と静かに時を刻む大晦日の朝。八面玲瓏たる朝の世界が眼前に広がっている。朝日の優し

い輝きを眺めながら、外の世界の音に耳を澄ませてみる。そこには静寂さという音が充満しているこ

とに気づく。 

昨夜ふと、創作実践には多大な治癒と変容の力があるということは、その使い方を誤れば精神を破

壊させかねない点について考えていた。実際に、創作の悪魔、ないしは魔神に取り憑かれて精神

が破綻した芸術家は数知れない。そのように考えてみると、人間のなす行為としての創作活動を重

く捉えすぎない心持ちが大切になるだろう。肩肘張らずに軽やかな自由さを持って創作活動に従

事していこう。 

創造される曲も生き物であるから、それを産出していく際には適応的な経験知のネットワークを用い

ることが求められる。非適応的、つまり死んだ知のネットワークを用いては作曲はままならない。そう

考えてみると、自ずから作曲学習というものがどのような性質であるべきかが見えてくる。そしてそれ

は他の全ての学習や実践に当てはまる原理的なものであることがわかる。意識と脳の双方に、適応

生成的なネットワークを形成していくことが学習と実践の肝であり、成長·発達の要諦なのだ。それは

雲なき今この瞬間の空と同じぐらいに明々白々の事柄である。 
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渇愛は自己を表現する源であり、創作の源である。この渇愛の衝動をより純化させ、利他的なもの

にしていく。渇愛は創造主であり、個性化を司るという見方もできる。創造主としての渇愛は多様性

を生み、多様な宇宙を作り上げていく。 

自己が生み出した創造物が渇愛の現れというよりも、自己の存在そのものが渇愛の産物、否、渇愛

そのものであることが見えてくる。しかし、渇愛が森羅万象を生成せしめる点を鑑みれば、存在が渇

愛そのものであるという見方を超えて、渇愛は存在以前の「それ（suchness）」であることがわかる。

要約すれば、創造主としての渇愛は、「それ」すなわち真如なのだ。 

ここからまた映画鑑賞を進めていく。今日の起床は午前4時半とそれほど早くなかったが、すでに映

画を2本ほど見た。今からドキュメンタリーを1つ見て、作曲実践をしよう。そうすれば昼時を迎える。

午後からは、今年一年を締め括るために静かに座す。2020年最後の日が晴れであることが嬉しく、

静かに座すにふさわしい日であることを感謝する。フローニンゲン：2020/12/31（木）10:43 

6517. 新年を迎えて 

時刻は午前7時半を迎えた。今日から2021年を迎え、今日はその最初の1日となる。 

昨夜は盛大な花火が打ち上げられたが、コロナの影響もあってか時間帯が早まり、就寝時には静

かになっていた。来年以降もまた早い時間に打ち上げてもらえると、安眠ができる。新たな年を迎え

た今日の早朝にも時折爆竹音が聞こえ、新年を祝うムードが続いている。 

昨日は久しぶりに長時間の瞑想実践をした。それにより心身を休め、脳が刷新されたような感覚が

あった。随分長く座っていたため、瞑想の意識状態の中でいくつか不思議な知覚体験があった。そ

れらの知覚体験は創作の題材になるだろう。 

1年の振り返りを昨日頭の中で行なっていると、うまくいかない物事の根源には絶えず無知があると

いうことを改めて自覚しようと思った。仕事上、人間関係上、創作活動上、物事がうまく進まない時

には己の無知がある。相手がいる場合には互いの無知があると言った方がいいかも知れないが、

問題の解決において自らの無知を自覚することが出発点になる。 

© YOHEI KATO 2020 24



2021年を迎えた朝も夢を見ていたが、その記憶は薄い。小中高時代の2人の友人（TK & AF）が夢

の中に現れ、彼らと図書室のようなところで話をしていた。いやそこは最初は図書室のように思えた

が、途中から食堂のような雰囲気になっていた。実際に私が席を確保し、昼食を取りに行ったのを

覚えている。今朝方の無意識の世界はどうやら落ち着いていたようだ。今この瞬間の外の世界と同

じぐらいに落ち着きがあった。 

新年を迎えた今日も普段通りに過ごしていく。新年を迎えたからといって自分の生活のリズムを変

える必要はない。今年はなお一層のこと活動の主軸を創作活動と映画鑑賞にしていく。読書はあく

までも補助的な活動であり、それを主軸にしてはならない。自ら創造することが第一であり、創造の

ために映画鑑賞と読書をしていく。自己と世界に対する理解を少しずつ深めながら、絶えず創造活

動に従事するような1年にしていこう。フローニンゲン：2021/1/1（金）07:44 

6518. 春と夏の旅⾏の計画/カレースパイス

時刻は午前7時半を迎えた。改めて思い出すと、今日は新年最初の日だった。それを忘れてしまう

ぐらいに今日もまた普段の生活リズムで1日を過ごしていた。確かに新年を祝う爆竹の音が今日も

何回か聞こえたが、外の世界もいつもと変わらずに落ち着いていた。 

昨日ふと、3月になったらドイツに列車の旅に出かけようかと思った。隣国のドイツであれば、工夫す

ることによってわざわざ飛行機を使うことなく、陸路で様々な都市を巡ることができる。ブレーメン、

ミュンヘン、ベルリンで訪れたい美術館があるので、その辺りの都市を巡ってみようかと思う。ひょっ

とすると帰りに関しては、デュセルドルフやドルトムントに立ち寄ってもいいかもしれない。大学時代

から付き合いのあるドイツ人の友人がデュセルドルフに住んでいて、以前是非遊びに来てくれと

言っていたのを思い出す。 

この夏はまたフィンランドに行ってみようと思う。これで3回目になるが、その時にはタンペレの街を

訪れたい。どこまで北上できるか分からないが、北部の小さな街に滞在するのもいいかもしれないと

考えている。自然に囲まれた涼しい場所で今年の夏を過ごしたい。タイミングとしては、フローニン

ゲンが1、2週間だけとても暑くなる時期、すなわち7月の最終週から8月の初旬に出発するのがが

良いだろう。 
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相変わらず毎日同じものを夕食に食べているのだが、数日前からカレーのスパイスを温野菜にか

けるようになった。以前スパイス図鑑を購入し、スパイスの研究をしていたことがあり、ふとスパイスを

かけた野菜を食べたくなったのである。 

カレースパイスは、インドのアーユルヴェーダの伝統において「食べる漢方薬」と形容されていて、

様々な健康促進効果がある。カレースパイスには様々なスパイスが含まれていて、その中には発汗

作用のあるものがあり、確かに夕食を食べ終えた後、額から汗が滲む。この寒さにもかかわらず、発

汗するというのはそれほどまでに体温を上げる作用があるのだろう。近々、スパイスの図鑑を再度開

き、カレースパイスに含まれる種々のスパイスの効能について調べてみようと思う。フローニンゲン：

2021/1/1（金）19:54 

6519. 今朝方の印象的な夢  

早朝、静かな朝の世界に1羽の小鳥の鳴き声がこだましていた。その鳴き声に耳を傾けながら瞑想

をし、いつものようにヨガの実践をして今に至る。 

新年を迎えて2日目の今日は土曜日だ。新たな年を迎えても自分の生活のリズムは何ひとつ変わら

ない。絶えずこの瞬間に在ることを意識し、そしてそれを実感しながら生きていく。 

今朝方はいくつか印象的な夢を見ていた。夢の中で私は、小中高時代の友人（HY）と室内で会話

をしていた。そこは見慣れない場所であり、説明は難しいが、コンクリートで出来た近代的な建物の

中にある木造の一室だった。その部屋の片隅に友人は、本を積み上げていた。その形は現代アー

トの作品のようで面白かった。本をまっすぐに積み上げるのではなく、時に横に広げていくように本

を積み上げている姿は圧巻であった。 

しかし、オブジェのような積読された本のてっぺんの部分がバランスが悪いように思え、私はそれを

友人に指摘した。すると友人は私に直して欲しいと述べたので、慎重にそれを直そうとすると、高校

時代のクラスメートの別の友人が現れ、彼が突然それを直した。しかしそれは私のイメージと異な

り、それで大丈夫かと心配になったが、改めて彼が直したやり方を見た時に、そちらの方がいいよう

に思えたので、彼の修正案を採用することにした。そこで夢の場面が変わった。 
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だが今度の夢も一つ前の夢と同じ舞台のようだった。ただし、部屋が変わっていた。次の夢の場面

では、木造で出来た図書館のような場所にいた。そこでは本が棚に入っているのではなく、棚その

ものも本だった。無数の本が至る所にあって、とても興味深い作りをしていた。実はそのデザイン案

は私と友人が出したものであり、その案が採用されたことを嬉しく思った。 

すると、高校2年生の時に同じクラスだったある女子生徒がやってきて、今から本を借りたいとのこと

だった。私と友人は本の案内係を務めていて、それに加えて、生徒が本に触れて棚を壊さないよう

に監視する役割も担っていた。そうしたことから、私たちは彼女を案内することになり、どのような本

を探しているのかを尋ねた。すると彼女はその本がある場所をもう知っているようであり、1人で勝手

に棚の方に進んで行った。 

私たちは彼女を追いかける形でついていくと、彼女が探していたのは本ではなく、実際には雑誌の

ようだった。雑誌コーナーに到着するや否や、彼女はお目当ての雑誌を手に取り、飲食用のテー

ブルに置かれていた酢を一気飲みした。それは黒酢であり、とても美味しそうに見えたし、健康にも

良さそうだったので、私もそれをもらい、一気に飲み干した。そしてふと右を眺めると、そこに東欧系

のお婆さんが数名いて、楽しそうに談笑していた。お婆さんたちは私たちに気がつくと、気さくに話

かけてきた。どうやらお婆さんたちは私たちの祖母よりも上の世代であり、東欧系にも関わらず日本

語を話すことができたが、言葉が古い印象を受けた。そこで夢の場面が変わった。 

次の夢の場面では、私は木造の演劇場にいた。壇上で誰かがスピーチをしていて、観客は全て中

学校時代の生徒たちだった。観客の中から突然声を上げる人がいて、見るとそれはやんちゃな先

輩だった。先輩は席を離れ、壇上に上がり、突然歌舞伎のような劇を披露し始めた。その劇はある

先生を痛切に批判する内容だったが、見事な劇であり、まさかその先輩にそのような才能があると

は知らず驚いた。批判されている先生は最初のうちは顔を背けていたが、その劇は笑いもあり、観

客だけではなく先生たちも劇に引き込まれていった。 

劇が終わりに近づくと、どういうわけかその先輩は打ち首の刑に処せられるとのことだった。ある先

生の話によると、打ち首されると、足先まで電流のようなものが流れ、全身が痺れてしまうとのこと

だった。それを聞いて少し恐怖心が芽生えたが、同時にそうした電流が自分の全身を駆け巡って

いく様を想像して興奮した。 
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そこで夢の場面が変わった。最後の夢の場面では、私は小学校時代に同じサッカークラブに入っ

ていた1学年上の先輩とパス交換をしていた。ボールは普通のサッカーボールではなく、テニス

ボールぐらいの大きさであり、トラップをするにもボールを蹴るにも技術が要求された。しばらく先輩

とパス交換を楽しんだ後、そこからシュート練習に入ろうとしたところで夢の場面が変わった。実際

には今朝方はその後にもまだ夢を見ていたように思う。夢から覚めた時、夢の世界のリアリティの強

度が高く、現実世界の方のリアリティの強度がとても希薄であり、夢と現実世界が逆転しているよう

に思えた。フローニンゲン：2021/1/2（土）07:27 

6520. 創作活動と映画鑑賞の根源/作曲上の実験案 

——「終わり」という言葉を書ける勇気を持つ者だけが、「始まり」という言葉を書く強さを見つけること

ができる——禅の格言 

時刻はゆっくりと午前7時半に近づいている。天気予報を見ると、今日は終日曇りのようである。昨

日は太陽が輝いていて、書斎の窓辺で映画を見ながら日光浴を楽しんでいた。今日も仮に太陽が

姿を見せたら日光浴を楽しもう。 

少し前までは1日に8本から10本ほど映画を見ていたが、ここ最近は曲の原型モデルの作成と作曲

実践、そして積読されている書物を読む時間を取っていたので、毎日5本から6本程度の映画鑑賞

に落ち着いている。確かに1日に5本や6本の映画を見るというのは、映画評論家や真に映画好き

の人間からしてみれば決して多くない量かと思うが、今の自分にとってはそれぐらいが最適量のよう

である。実際にそれくらいの量であれば、映画への飢えの感覚が維持され、映画を鑑賞した時の喜

びや感動が増す。そうしたこともあり、今後しばらくは毎日5本から6本程度の映画鑑賞に留めようと

思う。 

1つ1つの作品には終わりがあり、絶えずしかるべき形で終わらせていくこと。それが次の創作の始

まりになる。この原理は曲の創作や絵の創作の際に大切にしていることである。1つの作品を作り終

えるという勇気が次の作品の始まりを引き寄せていく。 

昨日、黒澤明監督の映画の色使いを参考に、作曲において無調の世界観を下敷きにし、時折自

分の好きな輝く和音を散りばめてみることについて考えていた。谷崎潤一郎が述べるように、日本
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的美意識は明るさよりも陰影と密接に関わっているのであれば、無調世界の中に輝きを散りばめる

ことは自分の心に響くものがあるかもしれない。そのような実験的な試みに着手してみよう。 

下敷きとなる無調の世界観は、アーノルド·ショーンバーグよりも、アントン·ウェバーンの曲の方が参

考になるかもしれない。また和音に関しては、ラヴェル、フォーレ、ドビュッシーなどのフランスの作

曲家を参考にしたり、ショパンやスクリャービンなどの和音を参考にしたい。どのような風にこの実験

を進めていくかは不明だが、ぼんやりと実験案が醸成されている。 

日々の自分の種々の実践は、人間から生命感を奪う社会の諸々のあり方に対する抵抗の現れな

のだということに気づく。人間の生命感の解放を強く希求する自己がいて、その自己が創作活動や

映画鑑賞の活動動機の根源にある。創作活動や映画鑑賞に日々従事している社会的な理由とし

ては、生命感を抑圧する社会の種々の嘘を暴くためにあるというのは確かだろう。そのようなことを

昨日考えていた。 

それでは今日もまた創作活動と映画鑑賞に打ち込んでいきたいと思う。映画に関しては昨日の段

階ですでに今日何を見るかをある程度決めている。今日もまた見たい映画がいくつもあるのだ。創

作の楽しみと映画鑑賞の楽しみの中で今日の1つ1つの瞬間が進行していく。フローニンゲン：

2021/1/2（土）07:39 
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