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3401. 高さと内装が異なる建造物としての発達段階 

つい先ほど昼食を取り終え、これから午後の活動に入ろうと思う。今日のフローニンゲンの天気は

申し分なく、雲一つない青空が広がっている。 

昨日の日記に書き留めていたように、今日の夕方の空の輝きが今から楽しみだ。少しばかり雲があっ

た方が、夕暮れ時の空の表情は豊かなのだが、そうも贅沢なことを言っていられない。雲がない今

日の空を純粋に喜ぼうと思う。 

穏やかな早朝の光がフローニンゲンの街に降り注いでいる頃、朝日の肌はとても柔らかく、そして

輝いているように感じた。早朝の穏やかな雰囲気の中、作曲実践と読書を行っていた。読書に関し

ては、計画通りに、ジェームズ・マーク・ボールドウィンの全集の二巻の再読を終えた。二冊合わせ

て1000ページを超えるほどの分量があったため、隅から隅まで読んだのではなく、自分の関心のあ

る箇所を中心にして読んだ。とはいえ、初読のときに、再読をしやすくするための工夫をしておらず、

もう一度 初から 後まで簡単に目を通しながら、内容の区切りに印を入れていくということを行っ

ていた。明日と明後日にも、二巻ずつ同様のことを行い、それらの全集を読み直しやすくするように

していく。 

今日はこれから、バッハの変奏曲に範を求めて作曲実践を行う。すでに活用したい調が決まってお

り、曲の途中で転調を挟むかもしれない。バッハの曲を参考にした後は、再び読書を行う。その際

には、早朝の日記で言及していた、発達心理学のテキストを読み進めていく。少なくとも第八章を

本日中に読み、その他の章は明日以降読んでもいいかもしれない。いずれにせよ、本書はここで

一度丹念に再読をしていこうと思う。 

午前中にボールドウィンの書籍を読んでいる時、またしても、発達段階という概念を否定する人たち

のことを思い浮かべた。思い浮かべたのは、具体的な人ではもちろんなく、彼らの発想の枠組みで

ある。 

窓の外を眺めると、赤レンガの家々が立ち並んでいる。高さの異なる家々がそこにある。仮に高さ

が同じであっても、それぞれの家の内装は異なる。それはまるで人間の発達のようだ。 
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発達段階を否定する人たちの考えは、建物の高さを否定していることに似ている。「発達段階など

存在しない」という主張は、「建物には高さなど存在しない」という主張に似通っていることに気づく。 

私たちの内面世界には、様々な建造物としての知性が存在しており、それらの高さは異なる。また、

一つ一つの建造物の内装は当然異なる。さらには、内面世界の建造物と外面世界の建造物の違

いは、内面世界の建造物は、私たちの置かれている環境や従事するタスクによって変化するという

ことだ。高さと内装の双方がダイナミックに変化する様子は、本当に驚かされる。 

ここで重要なのは、私たちの内面世界の建造物は、決して高さがないわけではないのだ。むしろ、

それが建造物として存在するためには、高さは不可欠の要素である。そうした高さが、置かれた環

境や取り組むタスクによってダイナミックに変化するというのが、複雑性科学の研究成果と研究手法

を取り入れた近年の発達心理学の考え方である。「発達段階など存在しない」という人たちの主張

は、どこか神話的段階の発想のようにも見えなくはない。彼らの発想の枠組みについては、引き続

き考えを巡らせていこうと思う。フローニンゲン：2018/11/15（木）13:22 

No.1415: A Secret Key 

I was imagining a new perceptual world, when I open a door with a secret key. Groningen, 09:28, 

Friday, 11/16/2018 

3402. 発達心理学の全体像と異邦人性  

今日も一日が静かに終わりに向かっている。今から数時間前、ふと気がつけば、今日もすでに夕方

の時間を迎えていることがわかり、時間の流れの速さを思った。不思議なことに、今日はとりわけ、

連続的な光の波の中を絶えず泳いでいるかのような感覚があった。 

早朝に書き留めていたように、今日は雲が一切なかったため、夕暮れ時の空はそれほど幻想的で

はなかった。もちろん、晴れ渡る空に夕日が沈んでいく様子も美しいのだが、夕日が雲に反射して、

時間の経過と共に幻想的な色に変化していく様子を拝むことはできなかった。明日と明後日も雲が

ほとんどないような日になるようである。 
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今日は計画していたように、“Selected Works of James Mark Baldwin (2001)”の第一巻と第二巻、

および“Theories of Developmental Pscyhology, Fourth Edition (2002)”を読み進めた。前者の書

籍は、発達心理学者のジェームズ・マーク・ボールドウィンの全集であり、後者は発達心理学者のテ

キストである。 

午後からは特に後者の書籍を読み進めており、予想外に読解が進み、結局 初から 後まで全て

の内容に目を通した。この書籍は、ジョン・エフ・ケネディ大学に在籍していた時に、図書館の無料

古書コーナーで見つけたものであり、当時の思い出が詰まっている。当時は、発達心理学の領域

を探究し始めたばかりであり、本書で書かれている事柄の大半はわからないような状況であった。し

かし、本日本書を読み返してみると、全ての章で書かれている事柄がどれも馴染み深いものであり、

確かに細かな点に関する知識が抜けているものもあったのだが、大枠に関しては全てを把握して

いるようであった。 

発達心理学の全体像が自分の中で構築されつつあることを嬉しく思う。これからも発達心理学に関

する書籍や論文を読んでいくことになるだろうが、構築された全体像のおかげで、探究の森の中に

迷うことはなさそうである。これからは、構築された全体としての知識の建造物をより堅牢なものにす

るために、少しずつ細かな知識を習得していこうと思う。明日はまた、ボールドウィンの全集の第三

巻と第四巻を読み進めていく。 

夕食前にふと、確かに今の私はオランダで生活をしているが、外国で生活をしているという感覚が

もはやほとんどなくなりつつあることに気づいた。正直なところ、日本で生活をすることの方が外国

で生活をするかのように思える感覚が生まれている。 

日本の外で生活をすることに対して安堵感を抱くようになったことは、私にとって大きなことだと思う。

一方で、日本で生活をすることが異国の地で生活をすることのように感じ始めているのは、以前の

日記で書き留めた、自己の異邦人性と関係しているかもしれない。 

自己が日本に戻ろうとしない理由が少しずつ明らかになりつつある。日本の外で生きることが自己

に安心感をもたらすというのは、これから一層強くなっていく現象のように思える。そのようなことを

夕食前に考えていた。フローニンゲン：2018/11/15（木）19:51 
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No.1416: Groningen ’s Gentle Twilight 

I went for a walk to go shopping at the center of Groningen in the evening. I can’t forget the 

beautiful twilight I saw.  Groningen, 17:32, Friday, 11/16/2018 

3403. 深い意識の層へ降りていくことを阻止する夢 

今朝は六時前に起床し、六時半を迎える前から今日の活動を開始した。起床してみると、外の世界

は闇のみならず、霧に包まれていた。街灯の光の周りに霧が浮かび上がっているのがよく見える。

日の出を迎えるまでは霧が晴れることはなさそうだ。 

天気予報を確認すると、来週はまだ11月であるにもかかわらず、雪が降る日があるようだ。今のとこ

ろの予報では、来週の水曜日と木曜日に雪が降るらしい。 

静寂に包まれている早朝の雰囲気の中、今朝方の夢について思い出している。昨日の日記で書き

留めていたように、ここ 近はほぼ毎日何かしらの夢を見ている。 

今朝方の夢の中で私は、道端に座り込み、一人の見知らぬ男性と話をしていた。時刻は昼であり、

特に私はお酒を飲んだわけでもないのだが、どこか酔っているかのような意識状態にあった。そうし

た意識状態の中、私は何とかその男性と会話を続けていたのだが、ある瞬間から急に意識がなくな

りそうになった。夢の中の私は、どうやらさらに深い意識の層に降りていこうとしているようだった。 

すると突然、その男性が私の体を揺り動かし始めた。それでも私はどんどんと深い意識の層へ行こ

うとする。それを見かねた男性は、私の体を揺することをやめ、強硬手段に出た。突然彼は、私の

頭を力強く殴り始めたのである。頭を殴られている間中、私は自分が頭を殴られていることに気づ

いていた。しかし、どんどんと自分の意識は深い階層へ降りていこうとする。 

その男性は殴る力をさらに強め、 後には思いっきり私の頭を殴り、その一発で私は目覚めた。深

い意識の層から夢の中の意識に戻ってくると、私の意識はクリアになっており、先ほどまでの酔った

ような感覚は一切なかった。私はその男性にお礼の言葉を述べた。そして、「あやうくこの場で眠り

に落ちるところでしたよ」と続けて述べた。本音としては、相当強く頭を殴られていることに気がつい
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ており、自分の脳に損傷がないかどうか少し心配をしていたが、とりあえず私は、その男性に感謝の

言葉を伝えていた。そこで夢の場面が変わった。 

次の夢の場面は、 初の夢の場面とどこかつながっているように思えた。というのも、周りの景色が

とても似ていたからである。 

次の夢の場面では、私は数名の若い男女と共にハイキングをしていた。これから小さな山に向かっ

ていこうとしている 中のようだった。皆それぞれのリックサックの中に水と食料を準備していた。外

の気温が少し高いためか、私たちは歩きながら随分と水分補給をしていた。 

全員の水筒の水が半分程度になったところで、偶然にも左手に休憩所を見つけた。そこではケー

キやコーヒーなどが提供されているのみならず、冷たい水が無料で飲める。ただし、水に関しては

一人コップ一杯までと決められていた。私たちのほとんどは、冷たい水をコップに注ぎ、それをその

場で飲むのではなく、水筒に補給していた。すると、私の横に、小中高時代の知り合いの女性がい

て、彼女はなんとカレーを注文していた。 

私：「えっ、ここでカレー？」 

知り合いの女性：「だってお腹がすいたんだもん」 

彼女が手に持つおぼんには、すでにカレーが乗っており、それに合わせてコーヒーも乗っていた。

水を求める人が多かったため、私はできるだけ彼らに譲り、ほぼ全員が水を補給した後に、自分も

水を補給した。そうこうしているうちに、先頭集団から少しばかり離れてしまい、水を補給した後すぐ

に私は彼らを追いかけた。フローニンゲン：2018/11/16（金）06:46 

No.1417: Cells of the Dark Night 

In retrospect, this week was very fulfilled. I expect weekend from tomorrow to be fruitful. 

Groningen, 20:53, Friday, 11/16/2018 
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3404. 夢の中での自覚的な意識の芽生え 

辺りはまだ闇と霧に包まれている。闇が晴れるのは、あと一時間弱ほどだろうか。 

つい先ほど、今朝方の夢について書き留めていた。夢の中の私は、夢を見ている意識の層よりもさ

らに深い意識の層へと向かおうとしていた。しかし、それを阻止する存在がそこにいた。あの時に、

仮に意識の深い階層へ降りて行ったとしたら、おそらく夢を見ない深い眠りの意識に行き着いたで

あろう。 

ここ 近は、夢の中でも少しばかり夢を見ているという自覚的な意識が芽生え始めた。実際のところ、

それらの夢の中の出来事を夢の中の出来事であると、私は薄々気づいていた。夢の中で自覚的な

意識が芽生え始めていることは大変興味深い。私は時々、自分の中の攻撃性が発露するような夢

を見ることがあるが、その際にもそれが夢であることにどこか気づいているようである。 

夢の中の自らの意識を鍛錬することは極めて難しいが、今こうして覚醒意識の状態にあるときに、

自己の意識を絶えず気づきの状態で満たしていけば、それは徐々に夢の中の自覚的な意識を涵

養することにつながるだろう。これから少しずつ、夢の中でより自覚的な意識を保つことが可能になっ

てくるように思う。 

今朝方の夢の記憶はすでに断片的なものになってしまっているが、ハイキングの 中に休憩所に

立ち寄った後、先に休憩所を出発した仲間に私は追いつこうとしていた。幸いにもすぐに彼らに追

いつくと、先ほどまでは若い男女と共に行動していると思っていたのだが、そこに一人の中年男性

がいた。その男性と私は世間話をし始め、その方は自宅をローンで購入し、今はその資産価値が

大きく目減りしているということを話してくれた。さらには、とある日本の大企業の株をその人は所有

していたのだが、その株価も随分と安くなってしまったことを話してくれた。 

私は親身にその方の話を聞いていながらも、その方がどうも悲観的な発想しかできないことに気付

き始め、その方と話をするのが退屈になってきた。そこで私はうまくその方と離れ、別の人と話をし

ながら歩くことにした。ちょうど私の近くに顔見知りがいることに気付き、私は彼に話しかけた。すると

彼は、「今から柔道部の練習場に行かなきゃ」と述べた。 
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彼に話を聞くと、何やら大学の柔道部は練習場を新しくしたようであり、そのお祝いに行くとのことで

ある。「でも、ハイキングはどうするの？」と私は尋ねたが、彼はもう柔道部のことしか頭にないようで

あり、私の質問は彼の耳に届いていないようだった。 

なぜだか私はその話に関心があったため、どのような練習場になったのか、彼に質問をしてみた。

その質問に対しては、彼は雄弁に答えてくれ、練習場の特徴を彼が語るたびに、私の中でその場

のイメージが鮮明に沸いた。それは茶道で使えるような小綺麗な和室であり、床には新しい畳が敷

かれている。そして壁側には、生花が置かれており、その壁には掛け軸が置かれていた。そこには

絵と共に、何かの漢字が草書体で書かれていた。柔道部の新しい練習場に対して鮮明なイメージ

が湧き上がり、私はしばらくそのイメージの世界の中にいた。フローニンゲン：2018/11/16（金）

07:06  

No.1418: Celebration for Winter Arrival 

This morning is very peaceful. I’ll make time in the afternoon to see books of paintings and do 

zazen practice. Groningen, 10:20, Saturday, 11/17/2018 

3405. 霧の立ち込める朝に 

時刻は午前八時半を迎えた。起床直後から立ち込めていた霧がまだ濃く残っている。霧が晴れる

のはもうしばらく後のことになりそうだ。霧が晴れる頃、太陽の光が地上に差し込んでくるだろう。 

先ほど、窓の外に広がる霧の世界を眺めていると、不思議と冒険に出かけたくなるような気持ちに

なった。外の世界は鬱蒼とした霧に覆われているにもかかわらず、そうした気分になったことは興味

深い。 

早朝、バッハの四声のコラールに範を求めて作曲実践をした。意図的にゆるやかな曲を作り、ゆっ

たりと冒険に出かけていくような曲となった。普段であれば、一曲作った後に読書に取り掛かるのだ

が、今日は続けざまにもう一曲作りたい。その際には、テレマンに範を求めて作曲する。参考にする

予定の曲は短いが、何かしらの新しい発見を得たり、新たなことを試していきたいと思う。そうした発

見を求める心と創意工夫を行う心が、自分の作曲技術を高めてくれるだろう。 
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テレマンに範を求めた後は、昨日と同様に、ジェームズ・マーク・ボールドウィンの全集を読み進め

ていく。午前中に、二巻の内容を 初から 後まで目を通すことができるかもしれない。二冊の全

集に目を通すことは午後にまたがっても問題ないため、自分の関心に合致する箇所はゆっくりと読

み進めていく。 

今日は昼食後、仮眠を取ってから、バッハの変奏曲に範を求めた後、街の中心部に散歩がてら買

い物に出かけようと思う。行きつけのチーズ屋に立ち寄り、その店の近くにある文房具屋に立ち寄る。

そこで水筆ペンを購入しようと思う。これは水彩の色鉛筆で描かれた絵に水を含ませるためのもの

であり、決して絵の具を用いて絵を描くためのものではない。オランダの文房具屋に水筆ペンが売

られているのか不明だが、できればそれを購入したい。それがなかった場合には、先の細い普通の

絵筆を購入しようと思う。水筆ペンを購入したら、早速今日から、過去に描いた絵に水を含ませてみ

たい。 

ちょうど明日は、午後から半日ほどゆっくり過ごそうと思っていたので、その時間にも水筆ペンを用

いてあれこれ実験をしてみたい。明日の午後は、それに加えて、何冊かの画集を眺めたり、久しぶ

りに座禅をしようと思っている。明日の午後はゆっくりと過ごし、冬に向けて心身の調整を行いたい

と思う。フローニンゲン：2018/11/16（金）08:53 

3406. 今年のクリスマスプレゼント 

時刻は午後の七時半を迎えた。つい先ほど夕食を摂り終え、本日の振り返りを行っている。 

今日は午後の仮眠後に、ショパンのワルツに範を求めて作曲実践をした。ショパンのワルツに関し

ては、以前コード分析をしたことがあるのだが、実際にワルツを参考にすることはなかった。そのた

め、今日は初めてショパンのワルツを参考にして曲を作ったことになる。作った曲は、フローニンゲ

ンの夕方の優しさを象徴するようなものになった。 

ショパンの曲に範を求めた後、夕方に街の中心部に行き、買い物をした。先日に計画していたよう

に、水彩色鉛筆で描いた絵に水を含ませるための水筆ペンを購入した。幸いにも、日本製の水筆

ペンを購入することができた。目当ての品がオランダの文房具屋にあったことをとても嬉しく思った。
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以前色鉛筆を購入した時にも、まるでクリスマスプレゼントをもらった子供のような喜びが自分の内

側に流れていたことを思い出す。それと同様の喜びが、今日も私の中で起こった。 

少しばかり早いかもしれないが、この水筆ペンは、今年の自分へのクリスマスプレゼントにしよう。昨

年の自分へのクリスマスプレゼントは、日本円にして六万円ほどするフルカラーのゴッホの手紙全

集だったが、今年は900円ほどの水筆ペンである。 

今回水筆ペンを入手したことに伴って、子供のような喜びの感情が起こることを見ると、経済的な尺

度と内在的な喜びの感情の度合いは関係ないことがわかる。確かにカネがなければ900円の水筆

ペンですら購入できないのだが、カネが100億円あったとしても、感じられる喜びには差がないだろ

う。 

買い物からの帰り道、市場が開かれている街の中心部を歩いている時、西の空に輝く夕日が沈ん

でいくのが見えた。今日は快晴の空であったから、夕日の輝きがいつも以上に眩しく感じた。季節

はもう冬に入ったようであり、今日はとても寒く感じられた。そろそろマフラーや手袋をつけて外出を

する必要があるようだ。来週の水曜日と木曜日に雪が降るというのも信じられなくもない。 

行きつけのチーズ屋に立ち寄り、いつものチーズとナッツ類を購入して自宅に戻った後、再び読書

に取り掛かった。今日はすでに、ボールドウィンの全集の第三巻と第四巻を通して読んでいたのだ

が、第五巻も目を通しておこうと思った。結局、第五巻も全て読み終え、今日の読書は非常にはか

どったように思う。第五巻の前半は全て、ダーウィンの進化論を多角的な観点で解説している論考

で構成されていた。 

改めて、ボールドウィンは、ダーウィンの思想に強く影響を受けていることがわかった。ボールドウィ

ンが発達心理学の始祖であることを考えると、発達心理学の枠組みの根底には、ダーウィンの進化

論が多かれ少なかれ横たわっていると言えるかもしれない。 

明日は、全集の 終巻を読み、明後日以降は、ボールドウィンの思想にも触れた、進化と学習に関

する書籍“Evolution and Learning: The Baldwin Effect Reconsidered (2003)”を読み進めていこうと

思う。フローニンゲン：2018/11/16（金）19:57
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3407. 今朝方の印象的な夢 

今朝はいつもより少しばかり遅く、六時半に起床し、七時から一日の活動を開始した。今日から週

末を迎える。今の外の気温は低く、今夜は 低気温がマイナス1度になるようだ。来週からは、 低

気温は軒並みマイナスとなり、来週の水曜日には雪が降る予定となっている。 高気温に関しても

3度前後になり、随分と冷え込んできたことがわかる。フローニンゲンで迎える三度目の冬がやって

きた。 

ここ数日と同じように、今朝方もいくつか印象に残る夢を見ていた。夢の中で私は、小中高時代の

友人と見知らぬ町を歩きながら、どこかに向かっていた。その町は開発が進んでいるのだが、都会

のように人が多いわけではなく、カリフォルニアのアーバインのような風景を持っていた。友人と私

は目的地となる建物に到着した。 

私たちがそこにやってきたのは、いくつかの資格講座を検討するためである。私はいずれの講座も

受講する気はなかったのだが、どのような講座がそこで提供されているのかに関心があったため、

友人についていくことにしたという経緯がある。 

建物内のある一室に入ると、そこでは講座の説明会が行われていた。講師の話を熱心に聞いてい

る人たちが何名かいて、私は彼らの後ろで話を聞いていた。その講座は私の専門分野と重なるとこ

ろがかなりあり、講師の話がよく理解できた。いや、そこで話されている内容に関しては、講師よりも

私の方が詳しいと思えたぐらいであった。 

講師の話が終わると、懇親会のようなものが催され、私は幾人かの参加者と話をした。すると、別室

でその他の講座の説明を受けていた友人がこちらの部屋に入ってきて、私に向けて合図を送って

いる。それを見て、そろそろ出発する時間なのだとわかった。私はその場を後にし、友人にその他

の講座の感想を聞いてみた。 

どうやら友人は、ハッキング対策用のプログラミング講座に参加していたようだ。その講座ではプロ

グラムを構築する技術はもちろん、既存のプログラムの脆弱性を評価するような理論と方法を学ぶ

ことになっているらしい。それらは私の専門分野外であるため、友人の話を興味深く聞いていた。建
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物の外に出ると、私たちは今度は別の目的地に向かって歩き出した。すると、先ほどまでは快晴に

恵まれていたのだが、突然激しい雨が降り始めた。 

私は雨に濡れても構わないと思いながら先を急ごうとしたが、友人はしばらく雨宿りをしようと私に持

ちかけた。お互いに意見が食い違ったので、結局そこからは別々に目的地に向かうことにした。友

人と別れた直後、私の体が突然空に浮かび、雨雲の上を通りながら目的地に向かっていくことになっ

た。雨雲の上は、太陽の光が燦然と輝いており、とても暖かかった。また、先ほどの雨で濡れた服も、

太陽の光によって乾いていくのがわかった。飛行している高度からは、町など一切見えず、眼下に

は雨雲しか見えない。 

そこからしばらく飛行したところで、そろそろ目的地周辺のはずだと私は思い、雲の下に降りていく

ことにした。その時には、もう雨雲ではなく、普通の白い雲に変わっていた。雲の下に降りてみると、

町が小さく見え始めた。先ほどまでは飛行する恐怖は一切なかったのだが、雲の下に降り、町に向

かって降りていく時は妙な恐怖心があった。 

どんどんと高度を下げていくと、そこは東京のどこかの街に似ている光景が広がっていた。家々が

密集している様子がそう思わせたのである。一軒一軒の家の中が見えるほどまで高度を下げたとこ

ろで、私の頭の中に、先ほどまで一緒にいた友人とは違う別の二人の友人の声が聞こえ始めた。

彼ら二人と私は、電話をするような感覚で交信をしていた。 

彼らと話をしながら、眼下に見える家々を眺めてみると、それらのアパートやマンションの一室はど

れも狭く、そして誰も人が住んでいなかった。なぜか全ての部屋の窓が開けられており、中がよく見

えるようになっていた。あるアパートかマンションの一室の中が見えた時、私はその部屋の浴室の中

にいて、湯船に浸かっていた。そして、先ほど声だけ聞こえていた二人の友人もその浴槽の中にい

て、私たち三人はいつの時代かの流行歌を歌っていた。そこで夢の場面が変わった。フローニンゲ

ン：2018/11/17（土）07:29 

No.1420: A Bell for Beginning 

Yesterday, I did zazen practice for four and half hours. I had various perceptual 

experiences. Now, a new day is going to begin. Groningen, 07:32, Sunday, 11/18/2018 
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3408. 夢の続きと起床直前の知覚体験 

時刻は午前七時半を迎え、辺りが少しずつ明るくなり始めた。もうしばらくしたら、辺りが完全に明る

くなるだろう。今日は気温が低いが、快晴の一日となる予報が出ている。今朝は小鳥たちの鳴き声

は聞こえず、窓の外を眺めると、閑散とした世界の中に、数羽の黒い鳥が活動している様子が目に

入った。 

今朝方に見ていた夢を先ほど書き留めた。あの夢にはまだ続きがあり、それを思い出していた。そ

の後の夢の中で私は、ヨーロッパのどこかの国のある町のホテルに宿泊していた。そのホテルはと

てもお洒落で小綺麗であった。建物の外見はヨーロッパの城のような雰囲気を持っていながらも、

内装はモダンな作りになっていた。私は母とそのホテルに宿泊しており、チェックアウトの当時の朝

に、ホテルのサウナを利用しようと思った。 

サウナがある場所に向かってみると、ホテルの中にある中華料理店を横切っていく必要があり、店

員の中国人の女性が、サウナ室への道順を教えてくれた。その案内に従って歩いていると、すぐに

サウナ室に行き着いた。サウナ室は豪華な作りになっていて、そこの待合室のような場所では、飲

食物が無料で提供されていた。私は、サウナに入る前にコップ一杯の水を飲んだ。 

そこで時計の時間を確認すると、午前7:40という表示がなされており、8時にはチェックアウトしなけ

ればならないため、サウナに入っている余裕はないと思った。また、私は母にチェックアウトの時間

を間違えて伝えていることにその場で気づき、再び部屋に戻った。 

部屋に戻った頃にはチェックアウトの時間が迫っており、私はすでにほとんどの荷物をトランクケー

スに入れていたから、私だけ先にチェックアウトすることにした。一階のデスクに降りてチェックアウト

すると、もうその時間は、搭乗予定のフライトが迫っている時刻だった。 

私はホテルの受付の人にタクシーを呼んでもらい、タクシーで空港に向かうことにした。一体その国

からどの国に行こうとしているのか定かではないが、私だけ一足先に空港に行き、飛行機に乗ろうと

思った。空港に到着してみると、そこはアメリカのどこかの都市の空港のようであった。どこか見覚え

るのある都市名が表記された大きな看板があり、そこがアメリカのようだと思わせた。 

© YOHEI KATO 2018 !14



空港に到着し、タクシーから降りた時、夢の場面が変わった。その後に見ていた夢がどのようなもの

であったかは覚えていない。ただし、その後の夢の後に起床した際に、興味深い現象を体験した。

起床直前に、意識がサトルからグロスに移行する中で、白く小さな光の玉を知覚したのである。さら

には、いくつかの数字が脳内にありありと浮かび上がり、一つ一つの数字が持つ感覚質を捉えるよ

うな体験をした。そこで私は、一つ一つの言葉にも同様の色や形があることを再度認識した。今朝

方の起床時にはそのような体験をしていた。 

気がつけば、辺りはすっかり明るくなっており、一日が静かに始まったことを告げている。白いカモメ

が数羽ほど空を羽ばたいており、優雅に旋回している。今日の活動をそろそろ始めようと思う。フロー

ニンゲン：2018/11/17（土）08:02 

No.1421: Time of Sunrise 

It is approaching 9AM. I’ll start to read a book. Groningen, 08:57, Sunday, 11/18/2018 

3409. 穏やかな土曜日の午前中 

とても平穏な雰囲気を醸し出しているフローニンゲンの土曜日の朝がゆっくりと昼に向かってる。今

朝はいつもの通り、バッハの四声のコラールに範を求めて作曲をした。今日参考にした曲は、いつ

もより長めのコラールであり、一曲を完成させるまでに普段よりも時間がかかった。転調の技術を活

用し、二つの調の質感を比較しながら作曲を行った。 

今日は午後から夜にかけて、読書や作曲実践をするのではなく、画集を眺めたり、座禅をしたりしよ

うと思う。久しぶりに長く座りたい気分が数日前にやってきて、今日の午後がそのタイミングだと判断

した。 

午前中は、ジェームズ・マーク・ボールドウィンの全集“Selected Works of James Mark Baldwin 

(2001)”の 終巻を読んでいた。今回は再読だと思っていたのだが、この巻はまだ一度も読んだこ

とがなかったらしいことがわかった。そうしたこともあり、 初に目次を確認して全体像を把握し、そこ

から 初から 後まで一気に読み通して行った。昨日読んでいた第五巻においては、ダーウィン

の思想に対するボールドウィンの論考が多く掲載されており、今日読み進めていた第六巻に関して
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は、とりわけ美学に関するボールドウィンの論考が多く掲載されており、それが印象に残っている。

いくつか面白い記述を見つけ、そこに下線を引いたり、自分の考えを書き込んだりしていた。また、

第六巻では、ボールドウィンの発達理論とも呼べるモデルが紹介されていた。 

今回は細部まで読み通すことをしなかったが、言語超越的な段階の特性についてボールドウィン

は言及しているはずなのだが、その箇所については見つけることができなかった。いずれにせよ、

ボールドウィンの美学に関する思想と彼の発達モデルをさらに理解していくために、今後も第六巻

を読み返すことになるだろう。 

昨日の夕方に、街の中心部にある文房具屋で水筆ペンを購入して自宅に戻ってきて以降、水筆ペ

ンを使うことの楽しさに魅了されている。今朝も作曲実践の前と後に、過去に描いた絵に水を含ま

せて色々と実験をしていた。単に水彩の色鉛筆で線を描いている時よりも、絵全体に厚みが増し、

立体感のようなものが生まれているように感じる。また何よりも、水を含ませて、隣接する色同士が混

ざり合い、何とも言えない色合いになることは魅力的だ。 

午後からは、欧州で生活を始めてから訪れた様々な美術館で購入した画集を眺めていきたい。特

に、モネやルドンなどの画集を眺めていこうと思う。そして引き続き、水筆ペンを用いて、過去に描

いた絵に水を染み込ませ、新たな命を吹き込みたいと思う。フローニンゲン：2018/11/17（土）11:53 

No.1422: A Waltz of Gradual Evolution 

It seems that everything in nature is dancing a waltz. Coincidentally enough, I’ll begin to read 

“Evolution and Learning: The Baldwin Effect Reconsidered (2003),” which is about James Mark 

Baldwin’s developmental theory. Groningen, 15:34, Sunday, 11/18/2018

3410. 四時間半ほどの座禅中の知覚体験 

今日は昼食を摂ることなく、昼から午後の五時まで、およそ四時間半ほど座禅をしていた。 初の

四時間はショパンの曲を聴いており、残りの30分はモーツァルトの曲を聴きながら、静かに座してい

た。四時間半ほど座っている 中に、いろいろな知覚体験をした。それらについて逐一全てを書き

留めておくことをしないが、総じてそれらの知覚体験は、極めて意味深長なものであった。 
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それらの気づきは言葉にならないものも混じっており、それらはイメージや音として知覚されていた。

あえてそれらの気づきに言葉を与えていくとすれば、 大の気づきは、自分の人生のみならず、全

ての生命の人生は宇宙の絵画であり、宇宙の音楽であるということだった。しかも、それらの絵画と

音楽は、決して静的なものではなく、宇宙の進化と歩調を合わせるかのように動的なものである、と

いう気づきを得ていた。この気づきは幾分形而上学的なものに響くかもしれないが、それは原始的

な（primitive）形而上の気づきではなく、形而上を超える形而上的な気づきだと言えるだろう。 

四時間半ほど座りながら、自分の内側へ気づきの意識を向けていただけなのだが、自分の脳は随

分と稼働していたようだ。しかも、普段使わない脳の部分も含め、脳全体が稼働していたように思う。

これまた奇妙な気づきとして、自分の脳そのものが、実は宇宙全体の絵画そのものであり、同時に

絵画の中の一つの色であり、さらには宇宙全体の音楽そのものであり、同時に音楽の中の一つの

音符であるという気づきを得た。前述の気づきと全く同様の事柄を示唆する気づきであった。 

不思議なことに、自分が何か意識的に取り上げたいテーマをふと意識上に上げると、そのテーマに

対して、普段の自分では考えられないような回答が得られるという事態に遭遇した。次から次へと、

自分の人生の中で生起している主題や、私が気にかけているこの現実世界の課題などについて意

識上に上げていった。すると、恐ろしいほどに深く鋭利な回答が立て続けに得られるという知覚体

験をしていた。それが四時間半ほど続いた。 

このように長時間座禅をしていると意識がどんどんと深まり、特殊な意識状態の中に自分がいたこと

を知っている。それにしても、そうした非日常的な深い意識状態の中で、自分の脳と意識があのよう

に働くというのは改めてとても興味深い。 

今、自分の脳と意識について言及したが、そういえば座禅の後半で、自分の知性というものが、や

はり宇宙の絵画と音楽の全体かつ一部であるという気づきを得ていた。さらには、自分の知性を働

かせるというのは結局のところ、宇宙の絵画に一つの色を加えること、さらには宇宙の音楽に一つ

の音符を加えることなのだ、という気づきを得ていた。その気づきを得たとき、私は大いに笑ってい

た。座禅の随所随所でこうした笑いが込み上げてくる瞬間が何度もあった。そして、そうした笑いそ

のものが、宇宙の絵画の全体かつ部分であり、宇宙の音楽の全体かつ部分であるということを知っ

てさらに笑った。 
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今日の座禅体験は一つ自分にとって忘れられないものになった。明日から、いや今夜からの自分

の活動の一つ一つの意味と意義が、また新たなものに変容を遂げようとしていることに気づく。フロー

ニンゲン：2018/11/17（土）18:10

3411. 夢の世界の活発な動き 

昨夜はいつもより早めに就寝したためか、今朝は五時に起床することができた。五時半より本日の

活動を開始した。今日は日曜日であるから、この時間帯の辺りはいつも以上に静かである。起床時

の外気はマイナス1度とのことであるが、ヒーターをつけたままにしているため、部屋の中は暖かい。 

ここ数日間は、本当に毎日印象に残る夢を見ている。今朝方も夢を見ていた。 

夢の中で私は、数人の友人とケーブルカーに乗って東京のある地点から別の地点に移動しようとし

ていた。本来であれば、電車で移動するはずの距離なのだが、なぜだかその両地点をケーブルカー

が走っており、その他に交通手段はないようであった。 

私たちがいる場所は小高い丘のような場所にあり、そこからケーブルカーで目的地に下っていった。

ケーブルカーに乗っている 中の景色を眺める余裕はなく、私たちは何かに対して焦っているよう

だった。おそらく、目的地に早く到着して、そこで何かをする必要があったのだろう。ケーブルカー

に揺られていると、そこで静かに夢の場面が変わった。 

次の夢の場面では、見慣れない部屋の中にいた。見るとそこはアパートのようなのだが、かつて住

んだことのあるどのアパートとも内装が異なっていた。畳の部屋に布団が敷かれており、どうやら私

はそこで寝ていたようだ。部屋の中をキョロキョロ見回していると、後ろから友人が声をかけてきた。

どうやらその友人とここに泊まっていたらしい。 

友人と会話をしていると、部屋のドアから父が中に入ってきた。友人を含め、今から出かけようという

ことなので、早速身支度をしようと思った。友人はすでに宿泊時に持ってきていた荷物をスーツケー

スに詰めていたのだが、私はまだだった。敷かれた布団の横にスーツケースが口を開けており、ま

だ衣類や小物があちこちに置かれているままだった。父は出発の準備ができているものだと思って

いたようであり、私がこれから身支度をすることに苛立ちを感じているようだった。衣類や小物をすぐ
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にスーツケースに入れようと思った時、部屋の中が暗くなり、どこに何があるかわからなくなってしまっ

た。 

電気をつけようと思っても、なぜかうまくつかない。別の部屋の電気をつけて、こちらの部屋を照ら

すことを考え、それを実行してみたところ、その部屋の電気は豆球しかつかず、ほとんど意味がなかっ

た。結局真っ暗な中で身支度をする羽目になった。私が色々ともたついていると、父はしびれを切

らして友人と共に部屋の外に出て行き、外から鍵を閉め、私を置いて目的地に出発してしまった。 

鍵が閉められた音を聞いた時、ちょうど全ての荷物をスーツケースに詰めたところだったのだが、

終確認のため、辺りを再度点検し、忘れ物がないかを確認しようと思った。だが、父と友人に追いつ

くために、 終確認を悠長に行っている余裕はなく、辺りを一度見回して納得することにした。そこ

で夢から覚めた。 

今朝方はそのような夢を見ていた。前者の夢に関しては、もう少し細かな場面があったように記憶し

ている。夢から覚めた時、時刻は深夜の三時であり、そこから二度寝をして五時に起床した。ここの

ところ、夢から覚める時刻が午前三時あたりであることが多い。季節が冬に入ったことに伴い、無意

識の世界においても何かに向けて準備と調整を始めているようだ。フローニンゲン：2018/11/18

（日）06:00 

No.1423: A Facetious Haunted House 

I’ll go to bed early. I’m wondering what kind of dream I’ll have tonight. Groningen, 20:58, 

Sunday, 11/18/2018 

3412. ジョージ・グルジェフのピアノ曲と昨日の知覚体験について 

昨日、偶然にも、アルメニア生まれの思想家ジョージ・グルジェフが作曲を行っていたことを知った。

実際に、数々のピアノ曲を残しており、昨日はそれらを全てダウンロードした（Gurdjieff/de 

Hartmann Music for the Piano (Vol. 1-4)）。合計でおよそ五時間ほどになるだろうか、今日はそれ

らの曲を一通り全て聴いてみようと思う。昨夜の段階でも少しばかり聴いており、どことなくバルトー

クのピアノ曲と重なるような雰囲気を持っているように思えた。 
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9月末から10月の初旬にかけてボストンに滞在していた時、街の古書店でグルジェフの思想に関す

る書籍を一冊ほど購入していた。これまでグルジェフの思想を学ぶことはなかったが、その時に偶

然に見つけた書籍の中に、教育に関する内容があり、グルジェフの教育思想に関心を持った。そこ

から二ヶ月弱の時間が経ち、今度はグルジェフの音楽と出会うことになった。ゆっくりとだが、グルジェ

フの思想と音楽を理解していこうと思う。 

昨日は四時間半にわたって座禅をしており、その時の知覚体験については昨日の日記に書き留

めていたように思う。年内にもう一度長時間座ることはないだろうが、来年のどこかのタイミングで、ま

た長時間座禅をしたいと思う。 

改めて昨日の体験について思い出そうとしている。四時間半の中で知覚された事柄の細かいもの

については、すでに忘却の彼方にある。様々な気づきが言葉の形ではなく、無数の感覚として自

分の内側に残っている。全てを絶対に肯定するような感覚が息づいているのを感じる。様々な赦し

のような体験があったことを覚えている。その他に覚えていることと言えば、昨日の日記に書き留め

ていたか定かではないが、全ての生き物が行う一つ一つの行動の尊さである。 

生きとし生けるもの全ての日々の一つ一つの行動が、宇宙全体の生きた絵となり、生きた音楽にな

る。それらが「絵になる」「音楽になる」というよりもむしろ、それらは 初から絵であり、音楽であると

言った方が正確だろう。一夜が明けて冷静に振り返ってみたとしても、そのようにしか言えない。 

昨日得られた諸々の洞察は、今後も何かのきっかけを通して思い出すことになるだろう。また、昨日

のような知覚体験は、自分の脳と意識の中に何かしらの回路を開いたと思われるため、新たな回路

の開閉を行う術を得られれば、再び同様の知覚体験や気づきが得られるのではないかと考えてい

る。このあたりについても探究を継続していこうと思う。 

昨日は長時間座禅をし、早めに就寝したこともあり、あまり作曲実践をすることができなかった。実

際に作ったのは、バッハの四声のコラールを参考にした一曲だけだった。今日はこれまでどおりの

リズムで作曲実践を行っていく。ただし、早朝の作曲実践はいつものようにバッハを参考にするの

ではなく、まずはハイドンの変奏曲に範を求める。その後に、続けざまにバッハの四声のコラールを

参考にして曲を作る。二曲作ったところで本日の読書を開始する。午後には、昨日の座禅中にずっ
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と聴いていたショパンの音楽を参考にして曲を作ろうと思う。今日という日曜日が充実したものにな

ることを確信している。フローニンゲン：2018/11/18（日）06:21 

No.1424: A New Journey of A Pigeon 

In the early morning, I was observing a pigeon perching on a naked street tree. When it flew 

away, I felt that something inside myself also took wing. Groningen, 10:27, Monday, 11/19/2018 

3413. 戯れとしてのリアリティ：ゆっくり眺めること 

時刻は午前11時半を迎えた。確かに今日も外は寒いが、部屋に差し込む太陽の光は暖かい。今

日は風がほとんどなく、裸の街路樹が静かに佇んでいる。 

早朝にハイドンとバッハに範を求めて作曲し、午前中は知人が現在執筆中の書籍の原稿をレビュー

していた。本書は成人発達理論に基づきながら、自己主導的な成人へと発達を遂げていくための

実践書である。 初から 後まで目を通し、こちらの方でいくつかコメントを挿入し、先ほど知人に

原稿を送った。 

成人発達理論の枠組みが、少しずつ様々な領域に活用され、多くの実践者に共有されつつあるよ

うに思える。来年の一月に出版する書籍と、四月か五月に翻訳出版されるケン・ウィルバーの書籍

は、そうした流れの中に位置づけることができるだろう。 

先ほど改めて、昨日の座禅について振り返っていた。長時間座ることによって誘発される非日常意

識の中で、極めて巨視的な観点からこのリアリティを眺めることが可能になり、全てが戯れだという

気づきを得ていたことを思い出した。それらの戯れは真剣でも不真面目でもなく、移りゆくダンスの

ようなものだという洞察が得られていた。そして、それらの戯れは、このリアリティにおける諸行無常

を的確に表しているものだったように思う。 

早朝から今の時間にかけて行ってきた諸々の取り組みも、リアリティに生起する戯れであると捉える

ことができる。それは遊びでも仕事でもなく、戯れとして絶えず千変万化するものだとしか言いようが

ない。昨日の知覚体験は、とても洞察に溢れたものだったと改めて思う。 
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知人の書籍の原稿をレビューした後に、数日前に届いたばかりの“Slow Looking: The Art and 

Practice of Learning Through Observation (2018)”を読み始めた。基本的に学術書しか購入しない

自分にとっては珍しく、本書はタイトルにあるように、絵画芸術を鑑賞するための実用書である。も

ちろん本書の中には、学術研究の成果が盛り込まれているのだが、本書はどちらかというと実践を

指南することを目的にしている。著者は、ハーバード大学教育大学院で教鞭をとっているシャリー・

ティシュマンという方であり、彼女は冬学期に、本書をもとにした集中講義を提供している。 

本書の要諦はタイトル通り、「ゆっくり見ることの意義と効用」だと言えるだろう。時間の流れが早く、

情報に溢れる現代社会において、ゆっくり芸術作品と向き合うことの大切さを痛切に感じていた私

の関心事項と合致する内容である。午前中に半分弱ほど読み進め、午後に一読を完了させること

ができるだろう。読書においても、自分の関心のあるところではしっかりと立ち止まり、内容をゆっくり

咀嚼することの大切さをふと思った。フローニンゲン：2018/11/18（日）11:47 

No.1425: A Flash of the Galaxy 

Because it was cloudy today, I can’t see any stars in the night sky. Yet, I can imagine that 

various phenomena are happening in the Galaxy right now at this moment. Groningen, 17:59, 

Monday, 11/19/2018

3414. 本⽇を振り返って 

時刻は午後の八時を迎えた。今日も探究活動と創造活動に従事し続ける一日を過ごした。明日も

またそのような一日になるだろう。 

今日は早朝に二曲作り、午後にはショパンに範を求めて一曲作った。これから、本日 後の作曲

実践をハイドンの変奏曲に範を求めて行おうと思う。気がつけば、一日に三曲から四曲作る毎日を

過ごすようになった。少しずつだが確実に、作曲の経験が蓄積されているのを実感する。 

今は作曲を始めて一年になるかならないかであり、これからの道のりはまだまだ長いが、道のりの長

さなど気にすることなく作曲を行えるような気がしている。それほどまでに、作曲は自分の人生の一

部になった。 
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今日は作曲実践に加え、ハーバード大学教育大学院で教鞭をとっているシャリー・ティシュマン教

授の“Slow Looking: The Art and Practice of Learning Through Observation (2018)”と、ジェームズ・

マーク・ボールドィンの進化思想に関する“Evolution and Learning: The Baldwin Effect 

Reconsidered (2003)”を読み終えた。前者に関しては、改めて、様々な領域において「ゆっくり眺め

る」ことの意義を実感させてくれる内容だった。本書は、基本的には絵画の鑑賞について議論をし

ているのだが、そこで書かれていることは音楽鑑賞や、日々の読書体験においても活用できるもの

だと思う。また本書には、ペスタロッチやフローベル、さらにはデューイに至る教育哲学者の思想と

ゆっくり眺めることの教育効果を関連付けて議論している章があり、その章はぜひともまた読み返し

たいと思う。 

後者のボールドウィンの進化思想に関する書籍では、「ボールドウィン効果」と呼ばれる概念の意味

を改めて確認した。それ以外にも、複雑性科学の発想とボールドウィンの進化思想を関連付けてい

る章があり、そこは他の章よりも念入りに読んだ。ここ数日間は、ボールドウィンの全集を読むことに

時間を充てており、今日もボールドウィンの思想に関する読書を行った。ここで一旦ボールドウィン

に関する書籍からは離れ、明日は作曲理論に関する書籍を朝から読んでいこうと思う。 

もうしばらくしたら、先日注文した、芸術教育哲学に関する書籍が届き始めるであろうから、それま

ではその日に読みたい書籍を中心に読書を進めていこうと思う。 

今週末も本当にあっとういう間に過ぎ去っていった。明日からは新たな週を迎えるが、明日からの

月曜日もまた充実した一日になるだろう。季節はもうすっかり冬の様相を呈しているが、季節の進行

に応じて、自分の取り組み、さらには人生が着実に深まっているのを実感する。フローニンゲン：

2018/11/18（日）20:14 

3415. 月曜日の始まりに 

今朝は六時半頃に起床し、七時あたりから一日の活動を始めた。今朝は珍しく、日記を執筆するよ

りも先に、ある会社について色々と調べていた。コンサルタント時代からの癖か、アニュアルレポート

をついつい読みたくなってしまう自分が今でも存在しており、その会社の 新年のアニュアルレポー
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トを読んでいた。アニュアルレポートのみならず、インターネット上で得られる情報をいくつか調べて

いると、一時間ほどの時間が経って今に至る。 

発達科学や教育科学、さらには教育哲学の領域を通じて、日本の企業組織に関与していくことに

対して、いくつかの意義を見出している自分がいることに改めて気付く。現在のような形での関与が

いつまで行えるのか、あるいはいつまでそれを行おうと思うのかは定かではないが、今はとにかく一

つ一つの協働プロジェクトを大切にしていきたいと思う。早朝からそのようなことを考えていた。 

数日前の天気予報の通り、明日は雪が降るようだ。数日前の天気予報では、明後日も雪が降る予

定だったが、今朝方確認すると、明後日は雪が降らないらしい。幸いにも今日は晴れであるため、

昼食前に、今日と明日の食料を買いに近所のスーパーに行こうと思う。 近はめっきり気温が低く

なり、スーパーまで行く際にはスポーツのできる格好をして、ジョギングをしてスーパーに向かうよう

にしている。 

一昨年や昨年は、たいてい四日間分の食料を購入して、四日間外に一歩も出ないことが度々あっ

たが、今年は気分転換を兼ねて、二日に一回は外の空気を吸うために、二日間分の食料を購入す

ることにしている。スーパーへのジョギング、さらには一週間に一度足を運ぶ行きつけのチーズ屋

への散歩によって、外界とうまく繋がっている自分がいるように思う。 

今日から新たな週を迎えた。今週もこれまでと変わらずに、探究活動と創造活動を旺盛に進めてい

く。 

昨夜、書斎の本棚の一角を眺めると、フランクフルト学派の創始者の一人であるマックス・ホルクハ

イマーに関する書籍“Max Horkheimer and the Foundations of the Frankfurt School (2011)”が目

に止まった。この書籍は購入してから二年ほど経っているが、まだ一度も腰を据えて読む機会がな

かったことを思い出し、すぐに本書を本棚から出した。今日は本書の一読をしようと思う。 

本書の出版社がケンブリッジ大学出版だけあって、内容は極めて学術的である。文字は小さく、そ

れでいて450ページ弱ほどあるので、一読にはそれなりの時間がかかるだろう。フランクフルト学派

の思想を活用して、芸術教育や広く一般的な教育の課題を探究していくことを、来年の一つの試
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みとして掲げていたため、今はそれに向けた準備の時期である。そうした時期に、ふと本書に目が

止まったことは偶然ではないだろう。フローニンゲン：2018/11/19（月）08:13 

No.1426: A Gentle Sandglass 

I slept very well last night, and I could concentrate on my morning work. It seems that gentle time 

is embracing me. Groningen, 11:44, Tuesday, 11/20/2018 

3416. 空を飛べることはずるいことなのか否かに関する夢 

薄い雲が空を覆い、寂寥とした雰囲気を醸し出している朝。今日はもう少し天気が良いかと思って

いたのだが、晴れ間が顔をのぞかせるのはもう少し後のことになるかもしれない。書斎の窓から見え

る景色はすっかり冬らしくなった。街路樹はすっかり裸になり、枝に止まっている鳥たちの様子が良

く見えるようになった。 

赤レンガの家々の近くにある木々は、まだかろうじて紅葉した葉をつけている。それらが今、微風に

揺れている。今、裸の街路樹に止まっているハトの姿を眺めている。頭をキョロキョロさせながら、周

りの様子を伺っている様子は愛らしい。 

そういえば、昨日ボールドウィンの進化論に関する書籍か何かを読んでいた時に、動物たちも夢を

見ているということが記述されていた。もちろん、全ての動物が夢を見ているわけではないだろうが、

ある程度の知性のある動物であれば、夢を見ているそうなのだ。 

今目の前に見えるハトはどうだろうか？彼らは一体夢を見るのだろうか？見るとすれば、どのような

夢を見るのだろうか？そのようなことが気になる。日中空を飛んで眺められた景色が夢に現れるの

だろうか。オートポイエーシスの概念を活用して、ハトの内側の視点を取り、ハトが見ているであろう

夢についてあれこれ想像するのは面白い。 

もし仮に、ハトと私の意識が集合的な領域で繋がっているのであれば、お互いの夢が双方の夢に

影響を与えたり、共通した夢を見ることもあるかもしれない。そのようなことを考えていると、裸の街路

樹に止まっていたハトが空に羽ばたいていった。その羽ばたきという一つの行動が、今夜のハトの

夢に影響を与えるかもしれない。 
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ハトが夢を見るのか否かについて書き留めていると、今朝方の夢についてふと思い出した。起床し

てからすでに二時間半が経過しているため、ほとんど記憶に残っていないのだが、覚えている範囲

の事柄を書き留めておく。 

も印象に残っているのは、自分が空を飛べるというのは何か特別な能力であって、その能力を好

意的に思っていない人たちがいることを示唆する夢の場面だった。その夢の場面では、自分が空

を飛べることを否定する人たちがいた。彼らの主張を端的に述べると、「空を飛べるのはずるい」と

いうものだった。それはあえて向き合うほどでもない非常に稚拙な主張だと思ったが、ある中年女性

が頑なにそうした主張を私にしてくるため、その主張に対していくつか反論理由を述べた。 

私：「人が走れることはずるいことですか？」 

中年女性：「いえ」 

私：「人が歩けることはずるいことですか？」 

中年女性：「いえ」 

私：「空を飛べることは、走行や歩行と同じ単なる身体運動に過ぎず、走ることや歩くことがずるくな

いのであれば、空を飛べることもずるくないのではないでしょうか？」 

中年女性：「・・・」 

私：「なるほど、おそらく空を飛ぶという行為がもたらす何かしらの結果が社会的に不公平なものに

なることを心配されておられるのですね」 

中年女性：「えっ、えぇ・・・」 

私：「例えば、空を飛ぶことによって、歩いている人よりもある目的地から別の目的地に早く着けるこ

とが不幸な一例だと言えるでしょうか？」 

中年女性：「えぇ・・・」 
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私：「その場合、そもそも歩いている人は歩かなければいいんです。電車や飛行機を使えば、空を

飛ぶよりも早く目的に着けますよ。それでは、電車や飛行機に乗ることは不公平でしょうか？」 

中年女性：「いや・・・」 

私：「そうであれば、どのような理由から空を飛ぶことが不公平なのか再度教えてもらえますか？」 

中年女性：「えぇ・・・」 

私：「それに、空を飛ぶ際に生じる諸々のリスクや恐怖心などを考えると、空を飛べることは良いこと

ばかりではありませんよ。むしろ、空を飛べることは不幸であって、空を飛べないことの方が恵まれ

ていると言えるかもしれません。その点についてはどう思われますか？」 

中年女性：「えっ、えぇ・・・」 

ほとんどやり取りになっていないが、私はその中年女性に対して上記のような事柄を述べていた。

起床して改めてこの夢の主題や付随する事柄などを考えていると、人はどうも自分にない能力を持

つ人に対して多かれ少なかれ嫉妬の感情を抱くようである。空を飛べるというのは、確かに稀な能

力なのかもしれないが、それが稀だと思われている現代社会の発想の枠組みや、そもそも私たちに

は各人固有の能力が存在するということに対して無知な風潮が、この社会に存在していることを示

唆するような夢だったように思う。フローニンゲン：2018/11/19（月）09:24 

No.1427: A Flock of Birds in the Cold Sky 

Although it is still 4PM, it becomes dark. There are a flock of birds flying in the cold sky. 

Groningen, 16:14, Tuesday, 11/20/2018 

3417. 今日の読書と作曲実践 

時刻は午後五時半を迎えようとしている。太陽がほぼ完全に沈み、遠くの空にかすかに薄オレンジ

色の輝きが見える。今日一日を振り返ってみると、また一歩自分のライフワークを深めていったとい

う感覚がある。起床直後に、とある会社について色々と調べることから一日が始まり、そこから作曲
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実践を一度行った。その後、マックス・ホルクハイマーに関する書籍“Max Horkheimer and the 

Foundations of the Frankfurt School (2011)”を読み進めていた。本書は今回が初読であり、細部

について深く読むことをしなかったが、ホルクハイマーが提唱している批判理論についてはより詳し

く学ぶ必要があることを感じた。本書は、ホルクハイマーの批判理論については詳しく言及しておら

ず、綿密な調査に基づいて、ホルクハイマーの思想がどのように形成されていったのかについて紹

介している。ホルクハイマーの批判理論と合わせて、当然ながらテオドール・アドルノの批判理論に

ついても理解を深めていく。 

二人の共著である“Dialectic of Enlightenment (2007)”が書斎の本棚に眠っており、近々それを引っ

張り出して再読をしようと思う。本日読み進めていた書籍によると、二人の批判理論には相違点が

あるようであるから、ホルクハイマーの単著についても近いうちに読み進めていくことにする。 

午後からは、再び作曲実践を行っていた。その際には、バッハの変奏曲に範を求めていたのだが、

それを参考にして一曲作るのは随分と時間がかかった。いつもは一時間をめどに一曲を作るように

しているのだが、バッハの変奏曲はそうもいかない。二時間弱ほどの時間をかけて、一通り形にして

いった。 

今回参考にしていた曲は決して長いものではなく、32小節しかないのだが、それでも二時間ほどの

時間がかかってしまった。バッハの曲を参考にする際には、常に何かしらの学びがあり、今日もいろ

いろな発見が得られるごとに思わず唸ってしまっていた。バッハの曲が持つ独特のリズム、メロ

ディー、ハーモニーなどに今後も着目をしていく。夕食の時間を迎えるまでに、先ほど作った曲を

編集しておきたいと思う。 

夕方から先ほどまで、久しぶりに“Personality and Personal Growth, 6th Edition (2005)”を読み返し

ていた。これは、私がジョン・エフ・ケネディ大学に在籍していた時のあるコースで課題文献となって

いたものである。全体をもう一度読み返してみたところ、心理学全般に関する全体像がすでに自分

の中に構築されていることに改めて気づいた。細かな概念について復習するために本書を今後も

活用していこうと思う。明日は社会学に関する書籍を読み進めていくことにする。個人を対象にした

探究のみならず、集合に関する探究に今後はより力を入れていきたいと思う。ホルクハイマーやア

ドルノへの関心はその表れだろう。フローニンゲン：2018/11/19（月）17:43
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3418. 不思議なレストランに行く夢 

随分と睡眠時間を取り、今朝は七時半に起床した。昨夜も10時に就寝していたことを考えると、九

時間半近く眠っていたことになる。季節が冬を迎え、心身が大きな調整を行っているようだ。 

昨日の夜空は雲に覆われており、星を眺めることができなかった。それでも、その瞬間の銀河では

様々なことが起こっているに違いないであろうことに思いを馳せていた。 

今朝も同様に、曇り空である。時刻はすでに午前八時半を迎えたのだが、辺りはまだ薄暗い。日の

出の時間がかなり遅くなったのを感じる。今日は曇りのせいもあってか、普段よりもなお一層薄暗く

感じる。 

今朝は多くの睡眠を取っていたが、睡眠中で見ていた夢について今思い出している。今朝方の夢

の中で私は、不思議なレストランに行こうとしていた。厳密には、レストラン自体が不思議なのでは

なく、レストランに行く道筋と方法が不思議なものであった。具体的には、そのレストランは、一つの

城のような建物の中の屋根裏部屋を通ってしか行けないような場所にあった。 

私はその建物の中の一室にいて、何かしらの作業をその場で済ませ、レストランに向かおうと思っ

た。レストランに向かう道筋は複雑であるため、友人が私に地図を渡してくれていたことを思い出し

た。その地図を持って、まずは自室の天井から、屋根裏部屋の通路に出て行く必要があった。天井

には四角い窓のようなものがあり、そこから上に上がれる。 

私は床に椅子を置き、椅子の上に乗って、天井に向かってジャンプした。窓枠の端を手で握り、な

んとか天井の上に上がることができた。その場所の高さはとても低く、とても立ってはいられない。そ

のため、私はほふく前進のような格好で、地図を見ながら順路を進んでいった。 

この巨大な城のような建物には無数の部屋があり、各部屋の天井の上にはこのような通路があり、

それらが複雑に入り組んでいる。私は自分の部屋の上の天井から、別の部屋の天井へとゆっくり進

んでいった。すると、ある部屋の天井の上に差し掛かった時、ふとした拍子に、持っていた地図を天

井下の部屋に落としてしまった。「しまった」と一瞬思ったが、落ちてしまった地図を拾いに行くのか、

地図なしで先に進むのかを考えることに頭が即座に切り替わっていた。 
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地図を落としてしまった部屋の天井までの高さは先ほどの部屋とは比べものにならないぐらい高い

ため、天井から下に降りることは危険であった。そのため、もう一度先ほどの部屋まで戻ってから、

地図を落とした部屋に戻らなければならない。私はそれが面倒だと思ったため、地図なしで目的の

レストランに向かうことにした。そう決意した瞬間に、実は天井の上の道には、レストランまでの行き

方が表示されていることに気づいたのである。 

各部屋の天井の上には、親切にも次にどの部屋の上の天井を通っていけばいいのかが表示され

ており、私はそれに従って進み始めた。しばらくすると、無事にレストランに到着することができた。

レストランに到着すると、そこではすでにランチが始まっており、私は友人たちを探そうとした。しか

し、レストランの入り口で飲み物が提供されていたので、私は友人を探すよりも先に、一杯何かを飲

もうと思った。 

そこには何人かの人が並んでおり、私は彼らが何を注文しているかを観察していた。人それぞれ違

うものを注文していたが、前の人は氷の入ったオレンジジュースにブルーベリーを何粒か入れても

らっていた。その組み合わせは初めて見たため、面白いと思った。それを注文しようと思ったが、私

はブルーベリーを入れてもらうことをせず、さらには氷も不要だったので、氷なしのオレンジジュース

を注文した。そこで夢の場面が変わった。フローニンゲン：2018/11/20（火）08:40 

No.1428: A Sleeting Night 

It seems that it is sleeting outside. The sound is reverberating silently. Groningen, 21:20, 

Tuesday, 11/20/2018 

3419. 今朝方の夢の続き 

今日の気温はとても寒く、一日のどこかで雪が降るようだ。今朝はゆっくりと起床したおかげもあって

か、心身の状態がいつも以上に良好のように思える。午前中は集中して仕事に取り組むことができ

ていた。午前中には一件ほどオンラインミーティングがあり、協働プロジェクトの今後の方針を固め

ていった。ここからまた新しいプロジェクトが動き出す。緩やかな時の流れにリズムを合わせる形で、

諸々の協働プロジェクトを着実に進めていきたいと思う。 
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今日のフローニンゲンは確かに寒さが厳しいが、優しい時の流れが辺りを包んでいるように思える。

それは辺りのみならず、自分自身も包んでいる。 

早朝、裸の街路樹にハトが止まっている様子を眺めていると、ハトが飛び立った時、自分の中の何

かが飛び立ったように感じた。この厳しい冬が終わりを告げる時、自分の中で何かが飛翔することを

暗示しているかのようであった。 

もう少しで昼食の時間を迎えるが、今朝方の夢についてふと思い出していた。早朝に書き留めてい

た夢以外にも、もう一つ夢を見ていたことを思い出すことができた。 

夢の中で私は、ある有名な日本人サッカー選手の普段の練習の一つ一つを眺めていた。その選

手は、どこかの旅館の和室の上でボールを転がしていたり、人工芝の練習場で諸々の練習に取り

組んだりしていた。 

印象に残っているのは、その選手が和室で練習している時、彼は裸足ではなく、靴下を履いてボー

ルを転がしていたことである。その選手は足元のボールを扱うことに長けているのだが、和室の上

での練習では、時折ボール扱いに苦戦する様子などが見られた。その和室には、掛け軸が飾られ

てあり、生花もあった。ふすまの向こうには、小さな池があり、池の奥には綺麗な竹やぶが見えた。 

人工芝の上での練習の 後に、何人かの選手たちと試合形式で練習を行っていた光景も印象に

残っている。そこには、その選手が在籍している歴代の名選手が集まっており、彼らと和気あいあ

いとミニゲームをしている様子を私は眺めていた。その夢の中での私は、単なる観察者に過ぎず、

夢の中での出来事に関与することは一切なかった。そのような夢を今朝方見ていたことを思い出

す。  

ここ 近は、本当に毎日何かしらの夢を見ている。夢を引き起こしてる要因は気になるところだが、

夢を見て、それを覚えている限り、夢日記として書き留めておこうと思う。そこには自己発見と自己

理解を促す貴重な事柄が詰まっている。昼食を摂り終えたら、午後からは社会学に関する

“Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Social Context (1971)”という書籍を読み

進めたり、ハイドンやモーツァルトの短い曲を参考に作曲実践をしていこうと思う。フローニンゲン：

2018/11/20（火）12:05 
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No.1429: Soil & Flame 

This morning makes me feel the power of soil and flame. From now I’ll start to read “On the 

Aesthetic Education of Man (2004).” Groningen, 08:55, Wednesday, 11/21/2018 

3420. 薄暗い夕方に 

今日は遅い時間に起床したためか、いつも以上に一日が早く過ぎ去っていったように感じる。時刻

は午後の四時を迎えたばかりなのだが、もうすでに薄暗くなってきている。 

寒空の中をカモメの大群が飛行している。彼らは一体何を求めて空を飛んでいるのだろうか。 

今日は午前中のオンラインミーティングを終えてから、各種協働プロジェクトの内容をもう一度整理

していた。現在進行形で動いているプロジェクトは四つあるのだが、それらのどれもが対象領域が

異なるというのは興味深い。確かにどれもが企業組織との協働プロジェクトの範疇にあるが、こうし

た複数の実務領域の仕事に携わることができているというのは、改めて有り難いことだと思う。企業

社会というのは、この社会における一つの巨大な影響力を持っている世界であるため、今後も継続

的に関与を続けていこうという意思はある。 

だが、果たして今のような形で関与を続けていくかは定かではない。今後自分の人生が進行してい

くに応じて、関与の仕方は違ったものになっていく可能性は十分に考えられる。というのも、ここ七

年間の取り組みを振り返ってみると、関与の方法に関して変化を見て取ることができるからだ。今後

いかようにして企業社会と関わっていくのかについては、これからも絶えず考えを巡らせていこうと

思う。今は全く想像できないが、もしかしたら今探究を深めている芸術教育と関連付けた新たな関

与方法が生まれるかもしれない。 

つい先ほど、ハイドンの曲に範を求めて作曲を行った。本日は後もう一度作曲実践を行うかもしれ

ない。その際には、久しぶりにシベリウスの曲を参考にしようと思う。 

作曲理論を専門書を通じて学ぼうと常日頃思っているのだが、実際に曲を作る喜びが強い分、つ

いつい理論の学習がおろそかになってしまう。もしかすると、実践と理論の学習を切り離すのではな

く、両者を同時に行うようなことができれば良いのかもしれない。今日は全く理論の学習をしなかっ
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たのかというとそうではなく、作曲実践をしている 中に、理論書を開いた時間があったことは確か

だ。時間にして数分ほどだったが、それは確かに理論の学習だと言えなくもない。しかもそれは、実

践を通じた理論学習であるから、なお一層学びの効果は高いと言えるかもしれない。今後はできる

だけ実践と理論を切り離さず、両者を同時に行うような仕組みを作っていきたい。そうした仕組みが

構築されなくても、少なくとも両者を同時に行っていくという意識を絶えず持ち、作曲実践の 中に

理論書を参照する機会を増やしていこうと思う。フローニンゲン：2018/11/20（火）16:32 

No.1430: A Pair of Glass Shoes 

It is very cold in Groningen today. Even if I wear a pair of glass shoes, I’ll keep walking forever. 

Groningen, 14:03, Wednesday, 11/21/2018 
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