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6641. 「アイヒマン状態」に陥る現代人/サイレントピリオドについて    

時刻は午後7時半を迎えた。今日もまた充実感と共に1日が終わりを迎えようとしている。 

今日は午前中に、『アイヒマンの後継者 ミルグラム博士の恐るべき告発（2015）』という映画を見てい

た。これは力作であった。この作品を見ながら、「アイヒマン状態」に陥っている現代人について考

えていた。規則を盲目的に従い、誰かの従順な代理人に成り下がっている存在としての現代人。 

昨日から今日にかけて見ていた食品偽装を扱ったテレビドラマ『震える牛（2013）』とも関係するの

が、このアイヒマン状態に陥ってしまっている人間たちである。欲望に満ちた人間だけが脅威なの

ではなく、凡庸かつ従順であることもまた社会的に大きな脅威になる。 

人間からますます人間性が失われ、自発性が失われ、尊厳が失われていく。それに並行して、人

間がなすとは思えないような社会悪が蔓延っていく。人間は最初からデタラメな存在であり、社会も

またデタラメなものなのかもしれない。そうしたデタラメさが本質であり、秩序や調和が保たれている

ということの方が奇跡なのかもしれない。ここ最近出会う映画やドラマ、そしてアニメなどを見ている

とそのようなことを思う。 

作曲実践において、1つのサイレントピリオドが終わり、また次のサイレントピリオドに向かっていく歩

みが始まったように感じる。サイレントピリオドとは、能力や知性の成長において、何の成長も見られ

ないように見られるが、水面下では着実に次なる成長段階へ歩みを進めている状態のことを指す。

これは拙書『能力の成長』でも言及した、能力の停滞期とほぼ同義である。この期間においては何

も起こっていないのではなく、次の成長段階に向けて、着実に何かが積み重ねられている。それは

目に見えないものだが、閾値を超えるための蓄積が水面下で起こっているのだ。 

今、作曲実践に関しては1つの閾値を超えて、ここからまた経験を蓄積させていくフェーズに移って

いることを感じる。このサイレントピリオドを大切にするというのは現代人にとっては意外と難しいの

かもしれない。成長を焦る社会的コンテクストの中に絶えず晒されているのが多くの現代人なのだ

から。 
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物理的な静けさについてはどうだろう。雑多な音に絶えず囲まれて生きている現代人が物理的な

静けさに耐えられず、不安に感じられてしまうという事例をよく耳にする。 

サイレンスに耐えられない現代人。物理的なサイレンスに不安になる人間が、果たして学習や成長

におけるサイレントピリオドに耐えられるのだろうか。それに耐えることが大切というよりも、それを尊

重し、それを味わい、楽しむ姿勢がなければ本質的な成長など実現し得ないだろう。現代人は

様々なサイレンスに耐えられなくなり、ノイズが当たり前になってしまっているのではないか。ノイズ

に囲まれるのが所与になってしまえば、その存在もまたノイズのような取るに足らないものになって

しまうに違いない。フローニンゲン：2021/2/13（土）20:01 

6642. 氷点下の世界の終焉に向けて 

時刻は午前5時半を迎えた。辺りは闇に包まれ、静けさに満ちている。 

今日が何曜日か一瞬分からなくなっていたが、今日は日曜日だ。明日からまた新しい週が始まる。 

今の気温を確認すると、マイナス8度とのことである。それでも寒さはあまり感じられず、書斎と寝室

の窓を開けている。昨夜の就寝前にヒーターをつけ、今もなおヒーターをつけていることが部屋の

暖かさを保ってくれているのだろう。マイナスの世界も今日でお別れとなり、明日からは少しずつ気

温が上がっていく。それによって街に積もっている雪も溶けていくだろう。 

来週末あたりから、最高気温は10度前後となり、最低気温が5度前後となるらしいので、それはもう

春の気温である。おそらくそれくらいの気温からあまり変化なく5月中旬まで行くか、一度寒さが戻

り、そこからまた気温が上がって5月中旬を迎えるように思える。この調子だと、引っ越しを終えて春

になったら旅行に出かけられそうである。今のところ、春は近場の旅行を予定しており、ドイツのいく

つかの都市をできれば列車で巡ろうと思っている。フランクフルトにあるゲーテ記念館——ワイマー

ルやデュッセルドルフにもある——にはぜひとも足を運びたく、ドイツ旅行にはゲーテの詩集を持参

したい。とりあえず春はドイツに旅に出かける。 

昨夜、引っ越し用の段ボールを注文した。早ければ今日には到着し、遅くとも明日には配達される

ようだ。段ボールを止めるためのガムテープを別途どこかで購入しようと思っていたところ、よくよくそ
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の段ボールの製品説明欄を読むと、ガムテープなどは不要とのことだった。おそらく折りたたむ形

で閉じることができるのか、あるいは段ボール自体にテープのようなものが付いているのだろうと思

われる。別途ガムテープを購入する手間が省けた。段ボールの注文に合わせて、あるオランダ国

内の引越し業者にウェブサイトから見積もり依頼を昨夜したので、今夜それに対する返信を確認し

てみようと思う。 

今日もまた創作活動と映画鑑賞、そして詩集を読むことに時間を充てていく。読書について言え

ば、哲学的·社会学的な観点から映画批評を行っている書籍を読んでいく。作曲実践においては、

ここ最近は毎日6曲ぐらい写譜をしている。手持ちの楽譜は膨大な量になりつつあるが、それら全て

を写譜していくつもりでいる。大量の楽曲データを自分の中に取り込み、曲を大量に作る過程で得

られる大量の体験データを積んでいく。その双方が作曲に関する脳と知性を変えていく。物理的な

脳と精神的な知性の可塑性を思う。 

今朝方の夢について少し振り返ってみたい。今朝方は冒険ものの夢を見たことは覚えているが、詳

細は覚えていない。舞台はおそらくオランダであり、見知らぬ数人の外国人と話をしていたことは覚

えている。今朝方は無意識の世界が穏やかだったようだ。フローニンゲン：2021/2/14（日）05:53 

6643. 意識状態と創作活動 

時刻は午後8時を迎えた。今週も終わりに近づいている。振り返ってみると、今週は極寒の週であっ

た。1日たりとも気温がプラスに転じることなく、マイナスの世界が続いていた。だが体感としてはそ

れほど寒くなったことは興味深い。明日からは気温がプラスに転じ、ここから少し春に向かっていく

気配を感じる。日の出の時間が早くなり、日が沈む時間が遅くなっていることもその予兆である。 

今日は改めて創作活動と意識の状態に注目をしていた。創作活動に従事している際には絶えず

没入状態でいられるようになってきている。以前よりも1つ1つの創作活動の時間を短くし、集中した

形で取り組むようにしたことがそれをもたらしている。 

ここからはさらに、創作活動に入る前の準備を大切にしたい。具体的には、深い呼吸を行い、意識

状態を整えてから創作活動に入る。端的には、それは変性意識状態に誘い、そうした特殊な意識

状態で創作活動に従事することを可能にしてくれるだろう。 
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昨年の夏に集中的に超心理学やエネルギーワーク関連の書籍を読んでいて、今改めて自らの創

作物に治癒と変容の効果を内包させることができないかと考えている。医療の現場において奇跡

的な治癒が起こる時にはやはり特殊な意識状態の介入があり、そして宗教画を見れば、仏陀やキリ

ストが突出したヒーラーであったことの背景には、彼らが特殊な意識状態にアクセスしていたことが

明らかなように、意識状態というのは人知では理解できないような治癒や変容の呼び水になる。 

自らの創作物に治癒と変容効果を宿すためには、作り手の自分の意識状態を整え、特殊な意識状

態に入っていく必要がある。昨年の秋に対談をさせてもらった現代アーティストの小松美羽さんが

特殊な意識状態に入ってから絵を描き始めるのもこのあたりの話とつながってくるであろう。 

今年は1つ意識状態の探究を改めて始めてみてもいいかもしれない。これまで行ってきたヨガやエ

ネルギーワークの実践を、意識状態の調整と変容という観点で改めて取り組んでみる。そこで得ら

れた体験や洞察を、日々の創作活動に応用していこう。 

創作を通じて自分が治癒と変容効果を享受するだけではなく、創作物に触れる人たちに治癒と変

容効果がもたらされることを願う自分がいる。意識状態に関する種々の仮説の立案と検証をこれか

ら行っていきたい。フローニンゲン：2021/2/14（日）20:33 

6644. 春に向かって/呼吸法とヨガ   

時刻は午前5時を迎えようとしている。今日から新たな週が始まる。今週から気温が少しずつ暖かく

なっていくことは喜ばしい。もちろん先週の寒さもそれはそれで貴重な体験をもたらしてくれたが、

春の暖かさが恋しくなってくる頃でもある。何より暖かくなればぶらりと旅をしたいと思っていることも

あり、暖かさを求める自分がいる。 

今日は午前中から午後にかけてみぞれ混じりの小雨が降るという予報が出ている。気温が比較的

低いのは今日までであり、明日からは気温が上がっていき、今週の週末にはなんと最高気温が13

度や14度まで上がるという予報が出ている。今週末の晴れの土日はとても暖かそうだ。それは春の

先取りだろうか。 
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昨日ふと、新居に引っ越したらヨガスペースを2階に作り、ヨガを起床直後と就寝直前に行うだけで

はなく、日中にもこまめに実践をしたいと思った。1階の寝室にヨガマットを敷くよりも、日中に仕事に

取り組む2階にヨガマットを敷いた方がこまめにヨガの実践ができるのではないかと考えた。 

昨日言及していたように、これからは今まで以上に意識状態に注目し、呼吸法や身体実践を通じ

て意識状態を整えたり、変幻自在に変化させたりすることを行ってみようと考えている。それらは全

て、治癒と変容効果を目的にしており、何よりも創作物にそうした効果が含まれるようにしたいという

思いがある。 

改めてヨガの思想面にも着目してみよう。今年は日本に一時帰国できないが、来年の春に一時帰

国する際には、サンフランシスコ時代にヨガのインストラクターコースに通っていた時に必読文献で

あった“Light on Yoga: The Bible of Modern Yoga (1979)”を実家から持って帰りたい。この書籍は

昨年の秋にオランダに持って帰ろうと思ったが、その他の書物の量があまりにも多かったので断念

していた。この書籍にはヨガの思想面についても詳細に書かれており、詩作にも役立つだろう。 

ヨガの思想をもとにして作られた詩集がないか探してみたところ、数冊ほど興味深いものを見つけ

た。先日書籍を一括注文したのが引越し前最後の注文だとしていたが、それらの詩集を今週中に

注文してもいいかもしれない。届けられる予定の日を確認して、今注文するのか新居に移ってから

注文するのか考えたい。 

今朝方、毎朝火の呼吸をしているが、その量をもう少し増やしてみようと思って取り組んだところ、こ

の呼吸の後の短い瞑想実践の深まりを実感した。この呼吸は酸素を十分に取り入れ、集中力を高

めてくれるため、日中にも一度取り入れてみるのもいいかもしれない。普段の呼吸はとにかくゆった

りとした深いものにする。呼吸の仕方によって、呼吸そのものが治癒をもたらすことを忘れてはなら

ない。逆に言えば、悪い呼吸は心身に害をもたらす。 

春を正式に迎えたら、フローニンゲンのヨガスタジオにも顔を出してみようかと思う。新居の周りのヨ

ガスタジオを探してみたところ、歩いてすぐのところに2つほど良さそうなスタジオを見つけた。1人で

行う実戦だけではなく、グループでの実践を少しばかり求めている自分がいる。フローニンゲン：

2021/2/15（月）05:13 
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6645. 今朝方の夢  

時刻は午前5時半を迎えた。先ほど2つほど絵を描き、その前に1つ詩を作った。その詩は呼吸に関

するものだった。 

絵も言葉も自然な形でふと生まれる。昨夜就寝前に、全ての一瞬が絶えず新たなものであるのと同

じように、いかなる創造物も絶えず新しいことに改めて敬虔な気持ちになった。 

今日も旺盛な創作活動を行っていく予定であるが、どのようなものが新たに生み出されるのか非常

に楽しみである。今朝方はいくつか印象に残る夢を見ていたので、それらについて振り返り、夢日

記の執筆を終えたら作曲実践に取り掛かりたい。それが終われば引き続きルーミーの詩集を音読

していく。間も無くルーミーの全ての詩に対する音読が終わる。そうすれば、今度はシュタイナーや

ギブランなどの詩集を音読していこうと思う。 

夢の中で私は、サッカー元日本代表の名選手にサッカーの指導を受けていた。私のとある友人と

一緒にその方の指導を受けられることになったのは幸運であった。練習場の芝生は整っていて、プ

ロが練習で使うグラウンドに私たちは立っていた。今から行うのは、ドリブルシュートの練習だが、そ

れにはゲーム的な要素があった。 

簡単に説明するとそのゲームは、シュートを左右に蹴り分けていくのだが、左に蹴る場合には慣れ

親しんだ蹴り方で、右に蹴る場合には日頃蹴らない蹴り方でシュートを打つことが求められた。それ

はとても楽しそうな練習であり、私の気分は高揚していた。毎回シュートを放つ前に、厳密にはドリ

ブルを開始する前段階からいくつか仮説を持ち、それを検証する意味を持ってシュートを放って

いった。「このような練習をしたことがありませんよ」と私が笑顔で述べると、指導してくれていたその

選手は微笑んだ。そこで夢の場面が変わった。 

次の夢の場面では、私は日本全国を列車で旅していた。ちょうどこれから東北地方へ向かうことに

なっており、東北の各所を巡ることをとても楽しみにしていた。列車の窓から外を眺めていると、景

色とは違って、心の中で城のビジョンが立ち現れた。それは東北地方のどこかの城であり、その城

は緑豊かであった。城門をくぐると森のような緑が広がっていて、晴れた日にそこを散歩するのはさ

ぞかし清々しいだろうと思った。気がつくと私は、駅のプラットホームにいた。 
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私は列車を待っていたが、その時間帯はあいにく満員電車ばかりが走っているようだった。すると、

列車がプラットホームに入ってきた。列車はまだ動いている最中だったが、中の様子が窓からわか

り、人が家畜のようにぎゅうぎゅう詰めになっていた。彼らの表情は一様に暗く、ストレスに満ちてい

た。満員電車に乗車する心身への影響というものがこの社会ではまだ考慮されていないのだろう

か。それに対してとても疑問に思ってしまう自分がいた。 

そのようなことを考えていると、電車の扉が開き、中から熱気が溢れてきた。その熱気はものすごく、

窓ガラスが曇ってしまうのも無理なかった。私はその列車に乗るのをやめにして、次の列車が来る

のを待つことにした。するとすぐに次の列車がやってきて、日本の家畜運搬線の頻度の高さに改め

て驚かされた。次から次へと家畜的人間が奴隷場に送り届けられる様子は異様であった。だが、こ

れが日常の光景になっている人間からすると、なんら違和感のないものなのだろう。そこに人間の

認知の怖さを見る。 

次にやってきた列車は、幸いにもとても空いていた。私は先頭車両に乗った。するとそこに、小中高

時代の後輩がいた。彼は弟を連れていて、これからどこかに遊びに行くようだった。彼の弟はまだ

小さく、小学生ぐらいであった。 

彼の弟に話しかけると、私の行き先は初めての場所であることを告げると、彼は自分はもうそっちに

は行ったことがあるということを少し誇らしげに話してくれた。そうした側面もまた可愛いなと思ったと

ころで地下鉄は地下を抜け、明るい地上に出た。そこで夢の場面が変わった。今朝方はその他に

もう1つ夢を見ていたように思うが、それについては思い出すことが難しい。また思い出すことがあれ

ば忘れずに書き留めておこう。フローニンゲン：2021/2/15（月）05:54 

6646. 特殊な意識状態で音声ファイルを作成して  

時刻は午後9時を迎えた。久しぶりにこの時間帯に1日を振り返る日記を執筆しているように思う。筆

を取る時間が遅れたのは、つい先ほどまで、「一瞬一生の会」における音声ファイルを作っていた

からである。今日は第4回目のクラスがあり、クラスでは取り扱いきれなかったものについて午後から

1人語りの形で話始めてみると、あれよあれよという間に171分ほどの時間ノンストップで話している

自分がいた。 
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今日のクラスではインテグラル理論が主題として取り上げられ、受講者の皆さんの発表内容や意見

が素晴らしく、それに触発される形で色々と喋っていると、3時間弱の時間が経っていた。昨夜の日

記や今朝方のテーマに引き付けて言えば、ある意味特殊な意識状態で話をしていたように思う。実

は特殊な意識状態で音声ファイルを作成しているというのはおそらく毎回のことだと思うが、今回は

それだけ長い時間休憩なしに、一度も中断ボタンを押さずに疲労感なしに話し続けていたのも、特

殊な意識状態がなす技かと思う。変性意識状態になると様々な能力が発現·発揮されるというのを

身をもって体験することになった。  

171分1人語りをした後に入浴をして夕食を摂ったのだが、まだ話し足りず、先ほどまで今度は49分

間ほどの音声ファイルを作っていた。そこは先ほどの音声ファイルへの補足と、インテグラルライフ

プラクティスについての話、そしてこの数日間見ていた映画やドラマについてインテグラル理論や

成人発達理論の観点から解説していた。 

ということなので、今日は合計で220分、すなわち3時間半以上1人語りをしていたことになる。話終

えての今の感覚として、確かに細かな論点を扱い始めればキリが無く、まだ話し足りない感も若干

があるが、それには目をつぶって今夜は安眠できそうな気がする。ただしこの件について今このよう

にして日記に書き留めておかなければ、眠りの質を下げていたように思われることは確かだ。 

先ほどの音声ファイルで説明したことについてはここでは書かないが、本日見た映画では、エストニ

ア、ジョージア合作の『みかんの丘（2013）』という傑作について言及し、数日前に見た日本のテレビ

ドラマ『震える牛（2013）』と、昨日と本日にかけて見たこれまた日本のテレビドラマの『不発弾 ～ブ

ラックマネーを操る男～（2018）』について紹介していた。これら2つのテレビドラマもインテグラル理

論や成人発達理論の観点から見ると、実に気づきと学びの多い傑作であることがわかる。どのよう

な点が傑作なのかについて先ほど話をしていた。明日もまた優れた映画作品とドラマ作品に出会

えるような気がしている。フローニンゲン：2021/2/15（月）21:16 

6647. 今朝方の夢 

時刻は午前7時を迎えようとしている。今、小雨がシトシトと降り注いでいる。どうやら今日は午前中

から昼前にかけて、そして夕方以降に小雨がよく降るようだ。 
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夕方に雨が降る前に町の中心部に出かけて買い物に出かけよう。まずはコーヒー豆専門店に足を

運び、そこで2種類のコーヒー豆を購入し、その足で中央市場のオーガニック野菜店でいつものも

のを購入する。そこから梯子する形でオーガニックスーパーに立ち寄って、そこでまた必要なものを

購入する。そのような計画をしている。 

本来は、昨日に買い物に出かけようと思っていたのだが、昨日は午後に3時間ほどの時間を使って

音声ファイルを作成していたこともあり、買い物に行く時間がなかった。昨夜にも音声ファイルを1つ

作ったが、今朝方起きた時にまだ話し足りないことがあるように感じていた。だが今日は音声ファイ

ルを作ることは控えようと思う。 

それでは今朝方の夢について振り返り、今日もまた創作活動、詩集を読むこと、そして映画鑑賞を

していこう。 

夢の中で私は、見慣れない海洋都市にいた。そこは幾分近未来的な外観をしていて、建物は目新

しく、それでいて周りの自然とうまく調和されていた。街の海岸線の景色はとても美しく、街中の建

物から海岸線を眺めても、それが太陽の光で輝いている姿が見える。私はその街の図書館にふと

立ち寄った。すると、見慣れない小柄な中年男性が私に声をかけてきた。 

何やら、大型の企業買収案件を計画中であり、財務的な観点で実務作業を手伝ってほしいと言わ

れた。それは1兆円を越す売り上げ高の会社の買収案件であり、その仕事を手伝った場合の報酬

を提示された。それは莫大な金額だったが、私はもう企業買収に伴う財務デューデリジェンスや財

務コンサルティングに興味がなく、有価証券報告書を読むことは好きであっても、その仕事は面倒

そうだったので断った。すると、そこからはやたらと図書館内で付き纏われ、迷惑だったので、なん

とかあの手この手でその男性から逃げた。 

気がつくと私はその街の野球グラウンドにいた。見ると、草野球がそこで行われていて、次は私が

バッターボックスに立つ番だった。マウンドに立っていたのは、小中学校時代に一番背が高かった

野球部の友人だった。彼が投げる球は学年で一番早いので、自分に打てるかどうか不確かなまま

バッターボックスに立った。すると彼が投げる球が思っていた以上にゆっくりであり、それであれば

自分にも打てそうな気がしてきた。というよりも、彼はわざとゆっくり投げているようだった。 
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味方は一塁にいて、アウトのカウントを考えて、自分がアウトになってもいいので、とにかく彼を二塁

に送ることを優先させようと思った。自分が求める球がやってくるのを待ち、カウントはワンストライ

ク、スリーボールとなった。もう1球見送ることをせず、次の球を打ちにいくことを決め、彼が投げる緩

やかなストレートを私はバットで捉え、それはヒットになると思った。不思議なことに、外野は誰もおら

ず、ショートを抜けて無人のセンター方向に永遠とボールが走り抜けていくイメージがあった。 

ところが、ショートが超人的なキャッチングをし、そこからの送球もまた素晴らしかったので、私はアウ

トになってしまった。だが、なぜか時が一瞬巻き戻され、再び私は全く同じような形でヒットを放ち、

今度は間違いなく、そのライナーの当たりがセンターの方へと永遠に転がっていった。そのような夢

を見ていた。フローニンゲン：2021/2/16（火）07:15 

6648. 引っ越しに際して思うこと 

時刻は午後7時半を迎えた。静けさと共に1日が終わりに向かっている。 

今日は午後に、引っ越し用の段ボールが届けられた。15箱が1セットになった段ボールが届けら

れ、これから引っ越しに向けて準備を進めていこうという気持ちを新たにした。 

今回の引っ越しは、何かに区切りをつけ、再出発する儀式的な意味合いがあるように思える。もち

ろん、この5年間で読んできた書籍や論文のほぼ全てを新居に持っていく予定だが、色々と手放す

ものもあるだろう。物理的な意味で手放すものもあれば、精神的な意味で手放すものもあるだろう。

今回の引っ越しは、そうした手放しによる再出発をする上で非常に意義のあるものになりそうだ。 

先ほどメールを確認したところ、フローニンゲンのある引っ越し業者から連絡があり、引っ越しの予

定日はすでに予約が埋まっており、そこに依頼することは難しいことがわかった。そのため、すぐに

フローニンゲン市内にある他の引っ越し業者4社に見積もり依頼をした。調べてみて驚いたが、そ

れら4社だけではなく、まだいくつか引っ越し業社があることを知った。随分と競合他社がひしめい

ているようだ。 

見積もりを受け、最終的にどこの業者に依頼するのかを数日以内に決めたい。そうすれば、あとは

段ボールに荷物を詰めていくことをゆっくり始めようかと思う。 
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もうこの家には2度と住むことができないであろうから、これから引っ越しに向けて、色々と気持ちの

整理をしていきたい。思い出の振り返りも含めて、引っ越し当日だけが儀式の日ではなく、そこに向

かっていく過程もまた儀式だと思おう。 

今の家で過ごした5年間において、色々な体験や学びがあった。覚醒している時だけではなく、眠

りの意識下においても、様々な夢を見せてもらった。それらの多大な恩恵を改めて振り返りたい。そ

れをするには十分な記録が日記として残っている。日記を残しておいて本当に良かったと思う。 

新居ではどのような夢を見て、どのような体験や学びを日々得ていくのであろうか。また、新居での

生活を通じて執筆されていく日記はどのようなものになっていくのであろうか。今と変わらず、そこに

は毎日新しい何かがあるだろう。 

毎日は絶えず新しい。自分も世界も絶えず新しいのだ。それが自己と世界の摂理であり、毎日の摂

理なのだ。フローニンゲン：2021/2/16（火）19:55 

6649. 景観のアフォーダンス/今朝方の夢 

時刻は午前4時半を迎えた。今、シトシトとした小雨が降っている。 

ここ数日は気温が少し暖かくなり、明日からは最高気温がようやく10度を超えてくる。夜寝る際には

引き続き湯たんぽを使っているが、入眠の直前に布団から外に出していいぐらいの気温になってき

ている。今降っている小雨はもうしばらくしたら止み、夕方までは雨が降らないという予報が出てい

る。午後に雨が止んでいるうちに近所のスーパーに行って買い物を済ませよう。 

先ほど、景観のアフォーダンスについて少し考えていた。景観がアフォードしてくるものは多大であ

り、とりわけそれが持つ心身に与える影響について考えていた。その際に、昨年の秋の一時帰国の

際に訪れいたいくつかの街が自然と思い出された。この点についてはここで詳しく書き留めない

が、人口が多く、人口密度が高い都市の景観がアフォードしてくるものは、落ち着いた深い精神を

育まないであろうということを思う。街を作る人間も住む人間も、景観への配慮を忘れてはならない。 
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今朝方は比較的無意識の世界が穏やかであった。今朝方の夢で覚えていることは下記のようなも

のである。 

夢の中で私は、小中学校時代の友人（RK）の自宅にいた。彼の家で遊ぶことは滅多になく、過去

においてそれは数えるほどだった。彼の部屋は広く綺麗であり、2人でフロアリングの床に座って話

をしていた。すると、数歳ほど歳が離れた彼の兄が私たちのところにやってきて、そこからは彼の兄

を交えて話をすることになった。 

話の主題は作曲であり、その話をしている最中に、私の脳内に楽譜が現れ、私は脳内で作曲をし

ていた。その作曲において、参照している曲があって、それはスクリャービンのある曲のようだった。

一瞬私は、作曲家でもあった神秘思想家のグルジェフの曲かと思ったが、曲の複雑性においてそ

れはやはりスクリャービンのものだった。 

脳内で少しばかり作曲に耽っていると、手元に1冊の楽譜があることに気づいた。話の中心はその

楽譜になり、友人の兄はその楽譜を譲って欲しそうにしていた。値段を付けれるようなものではない

が、友人の兄は買取価格を提示してくれと私に頼んできた。そこで私は買取価格を提示しようと

思ったが、いったん話をずらし、ミニ四駆の話をし始めた。というのも、友人も彼の兄もミニ四駆が好

きであり、部屋にコースを作ってミニ四駆を走らせる趣味があったからだ。 

ミニ四駆の話をしている最中にも、私は楽譜のことが気になっていて、その楽譜には色々と書き込

みがあって思い入れがあり、それを手放すことはやはりしたくないと思った。今朝方はそのような夢

を見ていた。フローニンゲン：2021/2/17（水）04:57 

6650. 舞い降りてきた神学校への関心 

時刻は午前8時を迎えた。絵を描き、詩を作り、作曲をしてから一本のドキュメンタリー作品を見た。

それは、『ラジオ·コバニ（2016）』というものだ。この作品は、ISとの戦闘で瓦礫と化した町に「声」を届

ける大学生の姿を追ったドキュメンタリーである。ちょうど今朝方、宗教の果たす役割について考え

ていた。 
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人間の歴史は宗教と切っても切れない関係にあり、今に始まったことではないが、歪んだ宗教思想

や未熟な思想理解がこの世界に様々な問題を引き起こしている。いかなる社会問題の根幹にも宗

教的な何かがあると言っても過言ではないのではと思えてくる。 

ジョン·エフ·ケネディ大学に留学した時に最初に履修したコースが「世界の宗教」というものだった。

そこで世界の主要宗教の思想を包括的に学んだことが懐かしい。確かにそこで世界の宗教につい

て包括的に学んだのだが、深度に関してはあまり担保されていなかったように思う。今改めて世界

の宗教思想について探究したいという思いが高まっていて、今朝方は欧米の神学校について調べ

ていた。 

今すぐにではないが、もう少し自分なりに宗教思想について探究をし、欧州永住権を取得してか

ら、再びどこかの大学院に行って学びたいという考えが芽生えている。その際には神学校への留学

になる可能性が高い。 

気づかない形で、今詩集を通じて、世界の様々な宗教思想に触れている。キリスト教、ヒンドゥー

教、イスラム教、仏教の影響を強く受けている詩人たちの宗教的な詩に惹かれ、彼らの詩集を毎日

読んでいる自分がいる。その背後にあるもの。それはまだ汲み取り切れていない。 

霊性に関する詩集を今これだけ毎日熱心に読んでいる背後には、何か自分の強い関心事項があ

るはずだ。それを焦らず紐解いていこう。 

改めて手元の詩集群を眺めてみると、ユダヤ教や神道関係の詩集はほとんどないように思える。そ

のあたりの宗教に関する詩集も追々探していこう。取り急ぎ、“world religions”と“poetry”という検索

ワードによって見つけた何冊かの詩集と学術書を文献購入リストに追加しておいた。 

今朝方に啓治的に降ってきた神学校への留学というアイデアについて改めて考えている。確かに、

過去にも神学校への留学を少しばかり考えている時期があった。すでに修士号を3つ取得している

身としては、仮に再び学術機関に戻ることがあった場合には、博士課程への進学を検討してもいい

だろうし、実際に過去にそれについても検討していたが、自分は決して大学教授になりたいわけで

はないことを考えると、4つ目の修士号を世界の宗教——主たる関心は創作と宗教的探究を結びつ

© YOHEI KATO 2021 15



けた「実践宗教学」とでも名付けれるようなもの——に関して取得するのも悪くないように思えてきて

いる。 

もちろん、今はオランダでの静かな生活を引き続き続けていきたいという思いが強く、今すぐにでは

なくていいので、今から数年後、あるいはもっと後に神学校に通うことを検討しよう。 

世界の様々な宗教思想が体現された詩や音楽についての探究をまずは自分で行っていこう。また

1つ新たな探究テーマが生まれたことを嬉しく思う。詩作と作曲も、世界の宗教思想の探究と関連付

ける道が開けたことがとても喜ばしい。フローニンゲン：2021/2/17（水）08:27 

6651. 引っ越しに向けての準備 

時刻は午後9時を迎えた。数日前と同様に、この時間帯に日記を書くのは珍しい。 

先日と同じく、今日も音声ファイルを先ほどまで作っていたのでこの時間帯に日記を執筆することに

なった。今日は先日よりも短く作ろうと思ったが、結局2つの音声ファイルを通じて、合計2時間ほど1

人で話をしていた。 

ちょうど今朝方降ってきた神学校への関心についても言及し、また昨日と今日見ていた興味深いド

ラマについても成人発達理論やインテグラル理論の観点から言及していると、あれよあれよという間

に2時間が経っていた。この音声ファイルはいつも自分が話したいことを話したいように話すことが

できる唯一の場であるため、時間も長くなるし、テーマも雑多なものになる。これらの音声ファイルを

聞いてくださっている「一瞬一生の会」の皆さんもそれを分かった上でうまく聞き流しながら、必要な

箇所だけをピックアップして学習や実践に役立ててくださっているのではないかと期待する。 

もう少し時間を短くしたり、テーマを絞ってもいいように思えることもなくはないが、それをしてしまうと

音声ファイルを作る気力がなくなってしまうだろうから、多少我が儘でもこれまでと同様に即興的に

出てきたものを話すというスタイルを踏襲したい。そこはそれができる唯一の場なのだから。 

数日前に引っ越し用の段ボールが届き、昨日メールを送っていたいくつかの引越し業者から見積

もりに関する連絡があった。その中で、1社ほど最も返信が早く、見積価格も妥当な業者があったの
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で、その会社にお願いしようと思う。その業者だけ、担当者の名前だけではなく、メールの署名のと

ころに写真が貼られていて、そこに好感を持った。まさに、先日見ていたテレビドラマの『震える牛』

とつながるテーマだが、サービス提供者の顔が見えることの安心感を感じた。 

もちろん、顔が見えることが即そのサービスの質を担保するわけではないのだが、やはり顔を表に

出すというそのオープンさに誠実さを感じることは確かだ。本日見積もりを送ってもらった3社の中か

ら、今のところその会社を選ぼうと思う。 

せっかくもう段ボールが届いたのだから、3月を待たずして、引っ越しの準備をぼちぼち進めていこ

うと思う。この間届いた15個の段ボールでは足りなくなる恐れもあり、早めに書籍を詰めていき、段

ボールを追加注文する必要があるかを考える余裕を持たせたい。依頼をする予定のその業者に追

加の段ボールをお願いできるようなので、そのあたりも有り難い。春の訪れを感じる今日この頃。今

年は新居で春の到来を祝うことができるだろう。フローニンゲン：2021/2/17（水）21:16 

6652. 犠牲となる善良な凡夫  

時刻は午前7時を迎えた。今、小鳥たちが清澄な鳴き声を上げている。実は起床直後から小鳥たち

の美しい鳴き声が聞こえていて、朝から癒されていた。 

彼らの鳴き声の感じを見ると、彼らも春の訪れの足音を聞いているようなのだ。実際に、ここ数日か

ら暖かくなり、小鳥たちが活発に活動し始めたことを感じる。 

今の気温は8度であり、日中は11度近くまで気温が上がる。今日は夕方に雨が降るようだが、明日

からは軒並み晴れである。晴れかつ気温が上がってきており、春の世界がやってくるのも間も無く

だろう。 

昨夜に音声ファイルを作った後に、ぼんやりと雑多なことを考えていた。そこでふと、数年前に日本

に一時帰国した際に宿泊したホテルで、久しぶりにテレビのスイッチを入れてみた時の記憶が蘇っ

てきた。特に見たい番組があるわけではなく、ここ10年以上テレビを見ていないので、好奇心から

何気なくテレビのスイッチを入れた時に画面に現れたのは、何かのテレビCMだった。そこで私は突

然、目眩のようなものを感じ、意識が突然変性したのを覚えている。それはまるで幻覚剤か何かを
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摂取したかのような意識状態であり、後々になって、日本のテレビCM——テレビ自体も含む——が含

むブルーライトの量は他国のものよりも多く、規制がほとんどされていないことを知った。あの幻覚的

な目眩体験は、おそらくそうした事情によるところが大きいのだと思う。 

毎日テレビを長時間見ている人の健康、とりわけ精神的·知的健康が気になるところである。それま

でずっとテレビを見ていなかったがゆえに、久しぶりにテレビをつけた時にそうした感覚になったこ

ともあるだろうが、テレビを見る一般の人たちが物理的に幻覚的な意識にさせられる状態に飼い慣

らされていること、そしてコンテンツ次元でも低俗なものに飼い慣らされてしまっていることに危惧す

る。 

いつも犠牲になるのは善良の市民なのだ。いつも犠牲になり、搾取されるのは善良な凡夫なのであ

る。それと似たような問題が、コロナウィルスのワクチンに関しても見られる。世界各国でワクチンの

供給がはじまりつつある状況にあるが、今回のワクチンは本来であれば実験と検証を数年かけて作

るものを1年ほどで作ったものであり、そのリスクについて議論がなされている。ただしリスクに関する

議論も一般人の多くには知らされていない状態であり、一部の情報感度の高い人間しか知ることが

できないような情報になってしまっていることを危惧する。 

以前医療関係の知人の話を聞いた時、とにかくワクチンは摂取するなと言われた。それは諸々の

理由による。今回は、本来ワクチンの供給によって莫大な利益を得たいであろうはずの製造元の製

薬会社の元重役たちが、開発されたワクチンの危険性についてリークをしており、物議を醸してい

る。人体への害、とりわけ今回は開発を急いだこともあり、長期間にわたって人体に及ぼすリスクが

考慮されておらず、相当に危険なワクチンが世に出回ることに待ったをかけようとした勇敢な告発に

ついて昨夜は考えを巡らせていた。ここでもまた犠牲になるのは、構築された虚構の物語の外側の

世界を見ることのできない善良なる凡夫なのだ。フローニンゲン：2021/2/18（木）07:19 

6653. 今朝方の夢 

時刻は午前7時半に近づきつつある。先ほど改めて、自分が日頃感じている憤りについて考えてい

た。端的に述べるとその憤りは、虚構の物語に気づけない善良な凡夫を搾取し、貶める時代精神と

社会構造に対してである。そこには誰か特定の悪者がいるわけではなく、それはまるで巨大な幽霊
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のように存在している。その存在も多数に渡り、発生要因も存在同士も複雑に絡み合っていて、そ

の亡霊を乗り越えるのは相当に難しい問題だ。 

インテグラル理論や成人発達理論はそもそも、目覚めを促すためのものであり、凡夫が覚者になっ

ていくことを後押しする理論体系である。自分がそれらの理論を専門にして活動しているのは、凡

夫に目覚めをもたらすためであることについて改めて考えていた。 

夢。今朝方はいくつか印象に残る夢を見ていた。 

夢の中で私は、東京八重洲にある立派なオフィスビルの会議室にいた。そこは以前協働していた

会社のオフィスであり、会議室には数名の協働者の方がいた。協働プロジェクトを通じて開発中の

あるサービスについてそこで話し合いをしており、先方の部長からこちらに提案があった。その提案

内容を見ると、こちら側にかかる作業負担が大きく、それでいてそのサービスにどのような意義があ

るのか少し疑問だったので、私はその提案をうまく断った。先方の部長はその提案を魅力的なもの

だと思っていたようであり、まさか自分が断るとは思っていなかったようなので、私が断った時には驚

いた表情を浮かべていた。そこで夢の場面が変わった。 

次の夢の場面では、私はオランダの港町にいた。その街の港に近い場所に建てられらた赤レンガ

のマンションの屋上に私はいた。なぜ自分が屋上にいたのかを目を閉じて振り返ろうとすると、まぶ

たの裏に先ほどまでの光景が蘇ってきた。私は先ほどまでマンションのどこかの階の部屋にいて、

そこで大学時代のゼミの友人（TA）と彼の知人である中年男性と話をしていた。 

友人は私が水に少しばかりこだわっていることを知っていて、だったら水の試飲ゲームをしてみよう

と述べた。具体的には、ある硬水とそうでないものを飲み当てるものとのことであり、さすがにそれは

簡単だろうと私は述べた。 

そこで友人は、ゲームに負けたら鷹の人形を買うことを私に約束させた。その人形はすでに準備さ

れていて、可愛らしい姿をしていた。ゲームに負けてそれを買うことになっても、その人形は机かど

こかに飾っておくことができると思った。いざゲームを始めようとなった時に、友人の知人の方が、試

しに飲んでもらう硬水を、このマンションの全員に日常的に飲んでもらいたいと述べた。どうやったら

それが可能になるのかと言うと、マンションの水道管を工事し、臭気をなくすための物質を水道管に
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入れていくことが必要だと述べた。それでは実際に水道管がどうなっているのかを屋上に見に行っ

てみようということになった。 

水道管そのものは屋上に上がる手前の場所に張り巡らされていて、そこを見学するために屋上ま

で上がってきたのだということが、まぶたの裏側に映るビジョンによって思い出されたのである。 

目を開けてみると、大学時代の友人も彼の知人もそこにはおらず、その代わりに見知らぬ人たちが

数人いた。1人の見知らぬ若い女性が私の方をじっと見つめていた。私はそれに気づき、その女性

を一瞥すると、直感的にその女性は将来の自分の妻だと思った。その女性はとても優しそうな顔を

していて、心も綺麗であることが感じられた。しかし私はその女性やその他の人たちに取り合うことを

せず、屋上の地べたに座り、地上の景色を1人で眺めていた。そこは雲より上の世界であり、雨雲で

さえもが美しく見えた。地上は灰色の雨雲で覆われているが、屋上は晴れ渡っていた。そこから港

の方を眺めると、湾に浮かぶレンガ造りの家々が美しく見えた。 

しばらく景色を眺めた後、私は屋上から下の階に戻ろうと思った。すると、どういうわけか、私の目の

前に1羽の赤ちゃんペンギンが現れ、私に懐いてきたのである。ペンギンのくちばしが少し尖ってい

たので、それに注意する必要があったが、ペンギンはこちらに危害を加えることなく、しばらくその赤

ちゃんペンギンと戯れ合っていた。するとそこで夢の場面が変わった。 

最後の夢において、私はトイレの中にいた。そのトイレにはシャワーがいくつか取り付けられてい

て、私は今からシャワーを浴びようとしていた。先ほどまでよく汗を掻く運動をしていたこともあり、次

の授業の前にシャワーを浴びてさっぱりしたかったのである。 

いざシャワーを浴びようとすると、シャワーはトイレの個室に取り付けられていることもあって、場所が

とても狭く感じた。なんとかシャワーを浴び始めると、小中高時代の親友（SI）が、私がその個室を

使っているにもかかわらず、鍵を強引に開けて中に入ってこようとした。私は彼にそれをやめさせ、

もう少し待ってもらうことにした。すると彼は別の個室を使ってシャワーを使い始めたようだった。そこ

から素早くシャワーを浴びようとすると、鍵をかけていたはずの扉がいつの間にか開いていて、もう

一度扉を閉めて鍵をかけることにした。 
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気がつくと、次の授業が始まりそうであり、次の授業はおそらく国語であることが思い出され、先生

はもう教室にいるような予感がした。今朝方はそのような夢を見ていた。夢の中で現れたペンギンが

とても印象的なため、今から少しそのシンボルが意味するものについてドリームディクショナリーを

紐解いてみようと思う。フローニンゲン：2021/2/18（木）07:57 

6654. 神学校への進学について/霊的芸術としての俳句 

時刻は午後7時半を迎えようとしている。天気予報のように、少し前から雨が降り始め、今も小雨が

降っている。 

ここ最近は本当に暖かくなってきた。もちろん、気温としてはまだ低いかもしれないが、以前が氷点

下の世界だっただけに、体感温度として暖かく感じられる。 

事実、ヒーターをつける必要などもうなくなっており、湯たんぽを使う必要させもうないように思えてく

る。例年であれば、逆にまだまだ湯たんぽを使い続けている時期なのだが、今年はほんの一瞬例

年以上に寒くなり、そこからは例年に比べて暖かい状態に戻ったように感じる。明日からは晴れるよ

うなので、午後には日光浴を楽しもう。 

昨日に引き続き、神学校への進学について考えていた。現在注目している詩人たちは、必ずと

言っていいほど何かしらの宗教を信仰しており、彼らの作品を通じて宗教観が見えてくる。そうした

こともあり、世界の諸宗教の思想についてより深く学びたいという思いが高まってきている。とりわ

け、諸宗教がどのような形で今という時を認識しているのか、そして死をどのように取り扱っているの

かに関心があり、それらのトピックに関する詩を意識的に読んでいる自分がいる。 

神学校に進学すれば、それぞれの宗教の専門家や教授と、彼らが専門にする宗教における詩に

ついて意見交換ができるのではないかという期待がある。比較宗教学的な観点で詩集を読み、そ

こに人間性や霊性に関する洞察を汲み取っていく。そして最も重要な動機としては、宗教的な学び

を自分の創作活動につなげていくということがある。詩作、絵画の創作、そして作曲などの創作活

動と宗教的な探究を絡めることができたらどれほど楽しいだろうかと想像してしまう。 
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昨日の日記にも書き留めていたように、今すぐに神学校に進学するのではなく、その選択肢につい

ては引き続き頭の片隅に入れておき、今は自分にできる範囲で上述の試みをオランダの地で進め

ていこうと思う。 

午後にふと、霊的芸術（spiritual art）としての俳句に関心を持った。ここ最近詩集を購入する際に、

俳句も購入しようかと検討していたのだが、それらはまだ購入予定のリストに入れたままであり、新

居に引越しを完了したら、いくつか英語で書かれた俳句集を購入しようと思う。すでにいくつか興味

深い俳句集を見つけている。宗教的な観点で言えば、やはり仏教·道教的な観点で俳句を探究し

ていくことに関心があり、興味深い俳句集としては、ユダヤ教の思想をもとにした俳句集を見つけ

た。2021年を迎えて早々に新たな実践探究テーマが見つかったことをとても嬉しく思う。フローニン

ゲン：2021/2/18（木）19:36 

6655. インド哲学への関心 

時刻は午前4時半を迎えようとしている。今朝もまた素晴らしい目覚めとなり、爽快な気分で1日が始

まった。 

朝のヨガの実践の際に行っている呼吸法についても時間を長くし、瞑想的な意識状態の深まりを

感じる。またこの呼吸法によって集中する力が高まっているのを実感し、それが日中の活動の際に

良い影響を及ぼしていることがわかる。 

昨日から、8世紀に活躍した中世インドの思想家シャンカラの思想について学び始めた。先日購入

していた“A Thousand Teachings: The Upadesasahasri of Sankara (1992)”を通じて、シャンカラが

残した教えを探究している。ソクラテスの対話のように、シャンカラは対話形式と詩の形式で自らの

思想を残している。シャンカラは、「不二一元論（アドヴァイタ）」の考えを提唱したことで知られてお

り、この考えを詩作や作曲に活用したいと最近思っていたので本書を紐解くことにした。 

昨日は序文しか読んでいないが、今日からゆっくりと本書を紐解いていきたい。ここからはアドヴァ

イタ·ヴェーダーンタ哲学やヨガの哲学を含め、宗教的な思想を詩を通じて学んでいくことに力を入

れていく。そこでの学びを自らの創作活動に架橋していく試みを絶えず意識する形でこれからの探
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究·実践生活を形作っていこう。少なくともここからの2年間でそうした取り組みを集中的に行い、そ

の後必要であれば、正式に神学校に留学する形でより体系的にその探究と実践を進めていく。 

大きなテーマとしては宗教思想と創作活動の架橋を行っていくことを掲げておきたい。詩だけでは

なく、『バガヴァッド·ギーター』はバラモン教やサーンキヤ哲学、そしてヨガの哲学を包摂した巨大な

物語であり、その詩的な文章ゆえに「神の詩」とも形容される。『バガヴァッド·ギーター』についても

英語で読みたいと常々思っていたところなので、引っ越しを済ませたら何か良い英訳書を購入した

い。ヨガのインストラクターの資格取得に向けて勉強している際に、断片的に『バガヴァッド·ギー

ター』を学んでいたが、その学びをより本格的に始めていく。 

何か自分が原点回帰したような感覚である。立ち帰れる原点があることの有り難さ。そしてそこから

学びがより深まり、より充実したものになっていくことの有り難さを思う。 

『バガヴァッド·ギーター』の英訳書を入手したら、私よりも本書の理解が深いヨガのインストラクター

をしている知人に声をかけて、2人で読書会を行わせてもらうような提案をしてみるのもいいかもしれ

ない。ヴェーダーンタ哲学における3大経典『ウパニシャッド』『バガヴァッド·ギーター』『ブラフマ・

スートラ』を取り急ぎ入手して、それらの探究を創作活動と紐づける形でゆっくりと始めていこう。ま

ずは優先的に、T・S・エリオット、ヘンリー・デイヴィッド・ソロー、ラルフ・ワルド・エマーソンにも影響

を与えた『バガヴァッド·ギーター』の読解から始めていく。フローニンゲン：2021/2/19（金）04:48 

6656. 今朝方の夢 

時刻は午前5時半に向かおうとしている。早朝に1つ日記を書いた後、インド哲学についてあれこれ

調べていた。ウパニシャッド、各種ヴェーダ、バガバッドギータを含め、インド哲学関係の学術書を7

冊ほどとりあえず購入文献リストに加えた。それらについては今のところ全て注文する予定であり、

新居に引っ越してから購入手続きをしよう。それらの全てではないが、物語形式や詩の形式で思想

が伝えられていることが興味深い。そこにも芸術的な表現と宗教思想の深化と普及の繋がりを見出

すことができる。引き続き、日々自分が探究したい事柄を自分なりの方法で探究していく。 

今朝方はいくつか印象に残る夢を見ていた。それらについて振り返りをしたら、いつものように創作

活動に従事していこう。午前中には映画やドキュメンタリーを2つほど見れるかもしれない。 
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今朝方の夢。夢の中で私は、銀座界隈を母と歩いていた。ちょうど買い物を済ませ、少し喫茶店に

でも立ち寄ろうかということになった。落ち着けそうな喫茶店を見つけると、そこはお世話になってい

た画廊の近くであることに気づき、母には少し喫茶店の前で待ってもらう形で、画廊の方々に挨拶

をしてこようと思った。ほんの数分で挨拶は終わるだろうから、と母に伝えたところ、母は喫茶店の前

で待っていてくれることになった。いざ画廊に行き、入り口付近で挨拶をしてみると、中から画廊の

オーナーが現れ、数年ぶりに画廊に訪れたこともあり、歓迎してもらえた。 

オーナーは私を奥の部屋に通し、飲み物を持って来てくれたのだが、私は母を待たせていることも

あって、できるだけ早く画廊を後にしようと思った。ところが、オーナーは私を引き留め、最近入荷し

た絵について話し始めた。私は今日は絵を購入する気はなかったので、きっぱりと絵の購入をしな

い旨を伝え、画廊から出た。思っていた以上に時間を食ってしまったと思い、母の待つ喫茶店に向

かってみると、母の姿がなかった。その代わりに、母が小さな泥人形になっていて、それが地面に

落ちていた。見ると、人形の身体が無残にもバラバラになっていて、私はショックを受けた。 

人形を拾い上げると、遠くから私を呼ぶ声が聞こえ、そちらを見ると、なんと母だった。母は無事

だったのだ。それを知って心底安堵した。どうやら母は、私があまりにも喫茶店に戻ってこないか

ら、画廊を見に行ったとのことだった。そこから私たちは喫茶店に入り、少しばかり休憩することにし

た。そこで夢の場面が変わった。 

次の夢の場面は、オランダの家の近所が舞台になっていながらも、国としては日本のようだった。私

は2階の住人はずっとオランダ人だと思っていたが、どうやらドイツ人のようだった。彼の名前はクリ

ストフというらしい。彼はドイツの名門サッカーチームの選手の名前を挙げ、自分の名前が覚えやす

いものであることを私に伝えた。彼と私は歩いて近所のスーパーに向かっていて、道中にいろいろ

な話をした。 

彼はまだ若く、日本にやってきたばかりとのことであり、日本語で苦労しているようだった。私たちの

会話は英語で行っていたのだが、彼は今日本語ではなく、英語で話をすることが落ち着くようだっ

た。本来であれば、彼の母国語のドイツ語で話す方がもっと心が落ち着くのだろうと考えながら、彼

の話を引き続き聞いていた。私は、自分もアメリカでの苦労の経験があったので、彼の気持ちがよく

分かるということを伝えると、彼は静かに涙を流し始めた。そこで私たちはしばらく立ち止まり、彼の
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涙が収まるのを待った。しばらくして彼は笑顔を取り戻し、そこからまた私たちは目的地に向かって

歩き出した。そこで夢の場面が変わった。 

最後の夢の場面は、サッカーブラジル代表とワールドカップの初戦を戦うものである。ワールドカッ

プの初戦ということもあり、日本代表の面々は緊張しているようだったが、私は1人1人の選手に声を

かけていき、緊張をほぐすことに尽力していた。メンバーの中には小中高時代の友人（TK）がいて、

彼は凛々しい表情をしていて頼もしかった。スターティングメンバーが国歌を歌いながらピッチに

入っていくと、ピッチ上で友人の姿がとてもたくましく思えた。 

そこからすぐに試合が始まると、先ほどまでベンチにいた自分もピッチの上にいて試合に参加して

いた。私はワールドカップの初戦であろうがなんであろうが、全く普通の心持ちでピッチの上にい

て、平常心の中でプレーしていた。試合開始早々、自分のもとに先制点を奪う絶好のチャンスが

やってきた。しかし相手のディフェンダーの方が足が早く、得点はできなかったが、味方がすぐに

ボールを奪い返し、小中学校時代の別の友人（KM）が先制点を入れてくれた。 

しかし時間が巻き戻され、絶好のタイミングで自分にボールが回ってきた瞬間に戻った。今度はそ

こで自分がゴールを決めて、私は大きなガッツポーズをした。そこで目覚めた。目覚めてみると、

ベッドの上の自分もまたガッツポーズをしていた。フローニンゲン：2021/2/19（金）05:43 

6657. シャンカラの思想による啓発/『いのちの食べかた（2005）』を見て 

時刻は午後7時半を迎えようとしている。つい今し方夕食を摂り終えた。 

ここ最近は夕食を作っている最中に“Democracy Now!”や“Inside Europe”などのポッドキャストを聴

いている。前者は独立系メディアによるアメリカのニュース番組であり、後者はそのヨーロッパ版であ

る。2つのニュース番組のポッドキャストを通じて、世界の現状の一端を垣間見ること。そこにどのよう

な意味があるのかは自分でも分かっていないが、それらの番組が伝えていることに関心を持ってい

る自分がいることは確かだ。引き続き2つのポッドキャストを聴いていくことにする。 

今日は午前中にかけて、“A Thousand Teachings: The Upadesasahasri of Sankara (1992)”を読ん

でいた。本書は詩作の刺激となり、大いに啓発を得た。こうした書物を絶えず傍らに置き、それらか
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ら喚起されるものをその都度詩や曲の形にしていこう。改めて、本書を通じてシャンカラの思想に感

銘を受けると共に、遥か昔に、こうした巨大な思想体系が作られていたことに驚く。それは精神的·

時間的余暇と継続的な思索がなす技なのか。逆に言えば、それらの双方がなければ巨大な思想

体系を構築することは難しく、現代という時代はますますそうしたことが難しくなっているように思え

る。 

今日も創作活動に加えて映画やドキュメンタリーを見ていたのだが、『いのちの食べかた（2005）』と

いうドキュメンタリーは秀逸であった。このドキュメンタリーでは人間が声を発することがなく、淡々と

食肉加工業者や農業従事者の作業風景が描かれていく。 

世界中の食品需要を満たすために、大規模に機械化された食糧生産·管理の現場をありのままに

映しており、その極度に効率的な作業風景には心底驚かされ、ひよこが物のようにベルトコンベ

アーで運ばれていく様子や、魚や牛が機械的に殺されていく姿に心がとても痛んだ。これまで食関

係のドキュメンタリー作品をいくつか見てきたが、過去に見てきたものに合わせて、食実践を考える

上でこのドキュメンタリーは多くの人に見てもらいたい作品である。 

食品となる命の飼育と加工において、命が命として扱われていない惨状を見ていると、そのような形

で作られた食べ物を摂取してしまうと、やはり精神的·霊性的な淀みが生まれるに違いないということ

を思う。作り手の心によって食品の味や成分が変わることからも、飼育·加工を担当する人間たちの

エネルギーが必ずその食材に混入しているはずであり、無残にも殺されていった生命の怨念のよう

なものも食品に宿ってしまうのではないかと思ってしまうほどだ。このドキュメンタリーを見て、やはり

自分が貢献していこうと思ったのは、動物の命や環境、そして人に良い食産業を育てることである。

それについては投資を通じて実現させていこう。フローニンゲン：2021/2/19（金）19:40 

6658. オランダ永住権&欧州永住権への切り替えを⾒据えて/今朝⽅の夢

時刻は午前4時半を迎えた。今日はとても暖かい1日となるようだ。最高気温が17度、最低気温が7

度と表示されている。今日から1週間は軒並み晴れであり、晴れマークがこれだけ続くのは久しぶり

である。夏の終わり頃にそれを見て以来のような気がする。 
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昨夜、改めてオランダ永住権と欧州永住権について調べていた。というのも、今年1年間オランダで

生活することによって、その申請条件を満たすからである。今年は既存のビザの更新が控えてい

て、本来であればそのビザを更新すれば5年間の滞在許可が得られる。しかし、来年の2022年を迎

えるにあたって、オランダ永住権と欧州永住権の申請ができる状態になるので、来年はビザの切り

替え手続きを行おうと思う。 

今年と来年に連続して手続きを行うわけだが、既存のビザの更新は手続き上非常に楽のようであ

り、オランダ永住権と欧州永住権への切り替えもそれほど煩雑ではないようだ。 

オランダの永住権申請において本来、TOEFLのようなオランダ語の試験をクリアしなければならな

いのだが、私の場合はオランダの大学院を卒業しているため、それが免除になる。調べてみると、

67歳までにオランダ語の統一試験に合格できなければ、この試験をクリアしなくても永住権の申請

ができるようである。 

来年は、2つの永住権への切り替えを行う。ここ最近芽生えた神学校への留学についても検討を始

めていて、今すぐにではないが、2022年か2023年にどこかの神学校にアプライをするかもしれな

い。それがアメリカだった場合には、オランダ永住権を取得したとしても、半年以上オランダを離れ

ざるを得ず、オランダ永住権は失効してしまう。欧州永住権についても同じことが起こるのかを調べ

ておきたい。 

今のところ得られた情報によると、欧州永住権は10年に1度自動更新がなされるとのことなので、半

年以上EU圏を離れてはいけないという縛りはないように思うが、念のため確認が必要である。仮に

アメリカに留学することになり、欧州永住権が失効になったとしても、またフィンランドかオランダに

戻って来て取得し直せばいいだけの話なので大した問題ではない。いずれにせよ、来年は永住権

に切り替える。それによって空港での入国手続きが少し楽になるかもしれない。 

今朝方はぼんやりとした夢しか見ていなかったように思う。夢の記憶がとても曖昧だが、午前2時に1

度目を覚ましたことを覚えている。1つの夢の場面としては、実家の目の前の海が現れ、海岸沿いを

小中学校時代の友人たちと歩いていたものがあった。誰かが飼っている小型犬がリードを付けたま

ま楽しそうに海の浅瀬を泳いでいた。そして、友人の1人が凧揚げを行っていたことを覚えている。 
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もう1つの夢としては、実際に通っていた高校に向かっていた場面があった。高校は丘の上にあり、

自転車で登っていくのが大変であり、その日は朝から英語の小テストがある予定になっていた。時

刻を確認すると、遅刻しそうになっていたので、私は急いで自転車を漕いだ。すると、もう間に合い

そうにないと思ったので、隣の丘の上にある別の高校に行き、そっちで英語の小テストを受けようと

思った。そこからは方向を変えて、そちらの学校に向かった。だが途中で、もしかしたらまだ間に合

うかもしれないと思って、向きを変えて自分の学校の方に向かうことにした。そのような夢を見てい

た。 

実際にはもう1つ夢を見ていた。そこでは小中学校時代の2人の友人（HY & KS）が登場し、彼らとワ

サビがたっぷり入った寿司を食べる遊びをしていた。 

今日の夢の記憶はとても断片的である。断片的なものがまた何か1つの統合を生むだろう。フロー

ニンゲン：2021/2/20（土）05:17 

6659. クオリアとアルゴリズムの一致·不一致問題/Boseのワイヤレスイヤホンを購入して  

時刻は午後7時半を迎えた。静かに土曜日が終わりに向かっている。 

日々、生活と実践の充実度が増していき、幸福度が増していることに改めて感謝の念を持つ。来月

末の引っ越しを経て、日々の生活と実践はより一層充実したものとなり、幸福度もさらに増すであろ

うことが見えている。それはもう直感的にわかることである。 

先ほど、インテグラル理論における左上象限を構成する2つのゾーンについて考えていた。通称

「Zone1」と呼ばれるものは現象学的な体験を扱い、その外側を構成する「Zone 2」は構造主義的心

理学のものの見方を扱う。簡単に述べれば、Zone1が主観的体験としてのクオリアを扱い、それを生

み出す客観的なアルゴリズムのようなものをZone2が扱っていると言えばわかりやすいだろう。 

そこでふと、仮に主観的体験が違っても、アルゴリズムが同じである場合が存在することが面白く思

えた。さらに、それを逆に言えば、仮に主観的体験が同じであっても、アルゴリズムが異なる場合が

存在することが面白く思えたのである。ここにクオリアとそれを生み出すアルゴリズムの一致·不一致

問題が生じることが見えてくる。 
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今、世界規模で人間の主観的体験を管理·操作·生成するような動きが出てきているが、それは簡単

のように思えて難しく、難しいように思えて簡単なのかもしれない。ある意味ではそれは難しいが、

ある意味ではそれがいとも簡単にできてしまうということが、クオリアとアルゴリズムの一致·不一致問

題から見えてくる。 

今後人間社会がどのように自らの体験を管理·操作·生成するのかについては引き続き関心を持っ

ていこう。すでに不穏な動きが見え隠れしていて、誤った方向に向かうことに警鐘を鳴らすことが必

要なのだから。 

今日は夕方に、2020年に発売されたBoseのワイヤレスイヤホンを購入した。振り返ってみると、Bose

との付き合いは長く、ノイズキャンセリングのヘッドフォンを使い始めたのはもう12年ほど前のことで

あり、そこからしばらくそれを使い続け、今から6年前にヘッドフォンではなく、ノイズキャンセリングの

イヤホンに変えた。 

随分と使っていたことから、もうワイヤーの銅線が露呈するような状況になっていて、そのような状況

でもこの1年間ぐらい使い続けていた。さすがにもう限界だろうというところまで使い切ったので、今

回新しく買い換えることにした。 

すると、昨年の2020年に新製品が出ていたので、この際ワイヤレスのものにすることにした。これに

よってパソコンやスマホと同期すれば、料理を作っている最中や掃除の最中に耳から行う学習が

もっと便利に行えるようになるだろう。ワイヤーに煩わされることなく使える点が楽しみであり、引っ越

しの準備の最中も絶えず何か耳学習をしながらそれを進めようと思う。 

身辺の物も新しくなり、住居も新しくなり、気持ちも新しくなる。そして人生がまた新しい輝きに満ち

てくるだろう。フローニンゲン：2021/2/20（土）19:57 

6660. 巨大な力が迸る夢/現実と虚構が錯綜する夢 

時刻は午前4時を迎えた。今朝の起床は午前3時半前だった。目覚めた時、自分の身体から漲るよ

うな力を感じた。エネルギーの迸りがそこにあり、自分はそうしたエネルギーと化していた。 
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起床直後から何か活動をすぐさま始められるような爽快さがあった。今日もまた探究活動と創作活

動を粛々嬉々として進めていこう。今日は新実存主義に関する書物を読んでいく予定だ。 

今朝方は印象に残る夢を少しばかり見ていた。最初の夢と次の夢は、主題が重なる部分が多く、さ

らには、起床直後のエネルギーの高揚とも関係しているように思う。 

最初の夢において、私は巨大な力を手にしていて、それを抑えながら使っていた。それは目には

見えない途轍もなく大きな力であり、自分でも信じられないような力が内側から溢れてきて、それに

飲まれないようにする必要があるほどだった。私はもう巨大なエネルギーそのものと化してしまいそ

うだった。しかし、当の本人の心は至って冷静であり、心はうまくそのエネルギーを統制していた。

いや、両者は友好関係を結べているようだった。 

次の夢の場面がまた印象的だった。夢の中の私は、現実と虚構の区別ができなくなっており、精神

が錯乱しているようだった。だが、そこでもまた精神が錯乱していながらも、冷静な自分がいた。錯

乱しながら冷静という状態を表現するのが難しいが、現実と虚構の区別ができないことに対しては

どうしたものかと思っている自分がいる一方で、その世界においては冷静に振る舞っている自分が

いた。 

気がつくと、私は古びたホテルにいた。そこには宿泊客もホテルの関係者も誰もいなかった。どうや

ら、そこにいた人は全て自分が殺したようだった。しかしその場には血の痕跡などは一切ない。ある

のは自分の記憶だけだった。 

確かに自分が全員を殺害したのだという記憶。それが頭にあった。ところが、その記憶も現実なの

か虚構なのか分からなくなっている自分がいた。その瞬間、少し頭が混乱し、今自分がいるのは現

実世界なのか虚構の世界なのかを理解できなくなっていることに気づかされた。 

すると、ある女性の知人からテキストメッセージが届いた。何やら、自分がテレビに映っていて、殺

人の容疑がかけられているとのことだった。名前の表記は正しかったが、年齢が5歳かさ増しされて

いたことに対して、私は思わず「なんでやねん」とツッコミを入れたくなった。その知人のテキストメッ

セージによると、すぐに警察がホテルに到着するとのことだった。しかし私は、取り乱すことなく至っ

て冷静だった。 
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すると、少しばかり記憶が蘇ってきた。それは鮮明な記憶であり、自分は記憶の世界の中に入り込

んでいた。そこでは、大浴場で次から次に人を殺している自分がいた。そして、誰もいないホテルを

徘徊し、目の前に人がいないのに、廊下で誰かに話かけている自分がいた。 

ある一室に入ると、そこはもぬけの殻であり、ベッドの上には2着ほどの服が無造作に置かれてい

た。部屋の窓から外を見ると、どうやら警察が到着したようだった。すると、私はいつの間にか、ホテ

ルの式典会場にいた。どうやらこれから何か重要な式が始まるようだった。その式典会場には大き

な段差が階段のように幾つもあり、最上段がステージになっていて、式典を見守る人は階段の下に

いることになっていた。 

式典会場の1階のガラス扉の向こうには、パトカーがたくさん止まり始めていて、いよいよ自分を連

行しに来たのだと思った。式典の開始のアナウンスがなされると、私は表彰された。何の表彰かとい

うと、映画の男優賞だった。そこで私はようやく、この一連の殺人事件が映画の中の出来事であるこ

とに気づいたのである。今までの全ては映画の1シーンだったのだ。 

他の俳優たちが続々と階段上の壇上に姿を現した。私も壇上に上がると、下から笑顔で階段を

上ってくる男性の姿を見つけた。それは、中学校時代の同じ名前をした部活の先輩だった。 

先輩が階段を上がってきて壇上にやってきた時、私たちは笑顔で抱擁を交わした。その瞬間、激し

いフラッシュが何回もたかれ、報道陣による写真撮影がなされた。私はどういうわけか黒いランドセ

ルを背負っていて、その場で戯けてみせた。少年のようにその場で駆け出していくような足踏みをし

たのである。すると、会場一堂が爆笑し、ちょうどそこにいた部活の先生も爆笑しながら何か私に述

べていた。今朝方はそのような夢を見ていた。 

振り返ってみると、この夢は大変興味深い。現実と虚構の区別が夢の中でつかないということの面

白さ。そして、夢の世界の中で記憶の世界の中に入るということの面白さ。 

現実と虚構、夢と記憶。それらは全て錯綜的に関係し合っているし、同時に生起しうるものなのだろ

う。フローニンゲン：2021/2/21（日）04:26 
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