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6541. 北欧の自然と街/ロバート・フロストの詩より    

時刻は午後7時半を迎えた。今日もまた充実感と共に時間が静かに流れていった。それはどこか寄

せては返す波のようであった。時間とは流れるものではなく、無限に寄せて返すを繰り返すようなも

のなのではないだろうか。そんなことを思う。 

今日は午前中に、ヘンリー·デイヴィッド·ソローに関する“Bird Relics (2016)”という書籍の再読を

行った。この書籍はフローニンゲンの街の古書店で偶然見つけたものであり、初読は今から2年半

も前のことになる。先日注文したソローの詩集が到着するのを待っている間に、ソローの人となりと

思想、そして人生の歩みに関する理解を深めておきたいと思って本書の再読をした。この書籍を今

後も繰り返し読むことによってソローに対する理解が深まり、彼の詩に関する理解も増すだろう。 

午後に仮眠を取っている最中にビジョンを見た。それは北欧の街にいるビジョンであり、その街は

白銀世界の中にあった。その街で私は、日々幸福感に包まれて生きているようだった。空から舞う

この葉のような雪を眺めていると、ビジョンが目まぐるしく変わり、気づけば仮眠の時間が終わりを迎

えていた。 

仮眠中に北欧に関するビジョンを見たのはひょっとすると、今朝方に見た『アイロ　～北欧ラップラン

ドの小さなトナカイ～（2019）』というドキュメンタリーの影響もあるかもしれない。フランス·フィンランド

合作の本作品では、生後間もないトナカイのアイロの1年間の成長を追っている。雪深い世界で誕

生し、そこからよちよち歩を始めたところから、天敵である狼の群れからの逃走など、さまざまな経験

を経て成長を遂げていくアイロの姿には打たれるものがあった。 

この作品の舞台であるラップランドの自然の美しさには息を呑んだ。この作品を見ていると、この夏

はフィンランド北部の街に足を運び、自然の中で過ごそうという思いを強くした。春になった頃にドイ

ツへの列車の旅に出かけ、可能であればトルコにも出かけたい。トルコに関しては少しばかり政治

情勢を調べておく必要があるだろう。 

トルコの事情については、最近よく聴いている“Inside Europe”というポッドキャストからも情報が入っ

てくる。やはりイスラム国に近く、またトルコそのものがイスラム国でもあるという点から、この国に足を

運ぶタイミングは慎重にならざるを得ない。トルコに行くのは、よりこの国や周辺諸国が安定してから
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の方が賢明だろう。まずはドイツ旅行を優先させ、この夏はフィンランドに行くことは今のところほぼ

確定である。フランスは相変わらずテロに苦しめられていて、同様にテロの脅威に絶えずさらされて

いるベルギーにもなかなか足を運べていない。コロナと合わせてテロは、世界各国を大いに悩ませ

ている。 

今日は午後から、先日届けられたロバート·フロストの詩集を読み始めた。最初から作品を読んでい

くのではなく、まずは主要な作品を検索し、それらを丁寧に読み進めていった。フロストの詩といえ

ば、やはり先日見た映画の中で引用されていた“The Road Not Taken”が代表作である。だが私は

それ以上に、“Nothing Gold Can Stay”という作品に惹かれるものがあった。この作品は、日本人が

大切にする森羅万象の儚さを謳っているように思ったのである。明日も引き続きこの詩集から自分

の心に響く作品を見つけていきたい。それはまるで宝探しのようである。 

それでは今から、ウィリアム·ブレイクの詩集“The Complete Poems (1978)”を紐解き、まずは主要な

作品を読み上げてみたい。フローニンゲン：2021/1/7（木）19:52 

6542. ブレイク、ルーミー、フロスト、オーロビンドの詩集を紐解いて 

時刻は午前4時を迎えた。今朝は一度深夜に目を覚まし、足元に置いていた湯たんぽを就寝前と

同様にお腹の部分に当てて再度寝たところ、3時半に目覚めた時には随分と寝汗をかいていた。

起床後、すぐに着替えをして、朝のルーティンを終えて今に至る。 

昨日は、ブレイク、ルーミー、フロストの詩を読んでいた。ブレイクが生きていたのは今からもう200年

も前のことであるから、彼の英語は少し古めかしく、辞書を使って古典英語を調べながら詩集を読

み進めていく必要があった。それはどこか万葉集のように現代日本語ではない歌を読むときと同じ

プロセスのように思えた。 

ブレイクの英語は古いため、読解に少し時間がかかる場合がある一方で、ルーミーの詩集は現代

英語で翻訳されているので非常に読みやすい。今から2年半前に初読をした時よりも内容理解が

進んでいることに驚いた。それはこの2年半の自分の進歩を表しているだろうし、何よりも詩に対す

る関心が増したことも読解を手助けしているように思える。 
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昨日の段階では1つ1つの詩の中に入っていったわけではないが、インテグラル理論の提唱者であ

るケン·ウィルバーが敬愛している思想家のシュリ·オーロビンドの詩集をパラパラとめくっていた。今

から2年前に街の古書店で、“Hymns to the Mystic Fire (1946)”と“Sri Aurobindo: Collected 

Poems (1972)”という詩集を購入した。前者に関してはオーロビンドの詩集というよりも、古代インド

の聖典である『リグ·ヴェーダ』の1028篇の讃歌をオーロビンドが英語に翻訳したものだ。『リグ·

ヴェーダ』はサンスクリットの古形にあたるヴェーダ語で書かれていて、本書においても原典の

ヴェーダ語とオーロビンドの翻訳の英語の双方が掲載されている。 

ページを紐解くと、ヴェーダ語の何とも言えない不思議な力を感じることができる。それはどこか呪

術的な力であり、言葉の呪術性、あるいは魔術性を改めて知る。こちらに掲載の讃歌の内容理解

についても、種々の神秘思想に触れていれば理解しやすいように思う。後者の“Sri Aurobindo: 

Collected Poems (1972)”は、オーロビンドが1890年から1939年にかけて残した詩が合計600ページ

超にわたって収められている。こちらもブレイクと同様に古典英語が使われているが、ブレイクよりも

時代が新しい英語のためか分かりやすい。 

今日からは、いったんブレイクの詩集を横に置いて、ルーミー、オーロビンド、フロストの詩集を読み

進めていく。詩集を学術書のように読んでいこうという気持ちはなく、むしろ気軽に詩集を紐解き、

その瞬間の自分の心に響くような詩との出会いを楽しむというような形で詩集に接していこうと思う。 

この数日間で2つほど詩に関する興味深いコミュニティーを見つけた。1つは“Poetry Foundation”と

呼ばれるものであり、もう1つは“The Society of Classical Poets”である。どちらも機関誌を発刊して

いて、今後そちらの機関誌の購読を始めてみようかと思う。 

何気なくそれらのウェブサイトを見ていたところ、ミニマリストの詩について考えていた。最もミニマリ

ズムな形式は俳句だろうか。今の自分には長い詩よりも、短い詩を好む傾向があり、ミニマリズムな

詩は色々な面で注目している。作曲に関しても色々と学ぶことが多いように思えるのだ。ミニマリズ

ムの思想をもとにしたミニマル·ミュージックは、現代音楽の1つのムーブメントであったが、それとは

また少し違った観点で短い詩のような曲を作っていければと思う。フローニンゲン：2021/1/8（金）

04:41 
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6543. 今朝方の夢 

時刻は午前4時半を過ぎ、静けさに満ちた闇の世界の中で時間がゆっくりと進行していく。くどいよ

うだが、日々の生活の中でもはや時間の流れが感じられないぐらいに時間感覚が変容していて、

絶えず今という瞬間の連続的な連なりを感じている自分がいる。ひょっとすると、時間を感じないと

いうことが自己を最良に感じるということなのではないだろうか。 

時間を分断的に認識することが自己を分断的に認識する事態を生んでいるのではないだろうか。

永遠としての今を感じ続けることが、自己を最も深く感じることなのではないだろうか。自己というも

のが究極的には永遠の今であることを考えてみると、やはり時間の流れを感じてしまうというのは、

自己を深く捉えることから離れてしまっているのではないかと思う。 

この点について記述しようとすると、やはり分節化を伴う形での言語の使用には限界があるように思

え、詩的言語の力を借りる必要があるだろう。永遠の今を謳った詩はいくつも存在しているであろう

から、手持ちの詩集、及びこれから届けられる詩集の中からこのテーマに合致する詩を見つけてい

こう。詩に関してもテーマ性を持ってそれに触れることを行ってみたい。 

夢。今朝方もまた夢を見ていた。確か寝汗をかいて目覚める直前の夢が一番印象に残っているよう

に思う。夢を見ることができたという点において、深夜12時に一度目覚めた時点で起床しなくて正

解だった。 

夢の中で私は、日本風の城の真前にいた。見ると、城の中にいる多数の人たちと、城の外にいる人

たちが戦争状態にあり、城の外にいるのはテロ集団のようだった。城の中にいるのは欧米のどこか

の国の単一民族であり、城の外にいるのは国籍不明の傭兵テロ集団のようだった。彼らが城に向

かって発砲しており、城の中の人間たちは非暴力を唱えて、発砲するなと叫んでいる。 

すると発砲が止み、テロリストたちは城の中に入っていって、交渉をする運びになった。城の外にい

た私も何気なく彼らについていき、城の中に入っていくことにした。城門から城の入り口までは幅の

広い石畳の階段があり、階段をゆっくりと登っている最中に、小中学校時代の友人が後ろから声を

かけてきた。私の左手には彼の持ち物があって、私は彼からそれを預かっていたようなのだ。随分

と後ろの方から声をかけてきた彼を無視する形で、私は前に進んでいき、途中でその荷物を階段
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の手すりに何気なく置いた。すると彼は、もっと違う場所に置いて欲しいということを叫んでいたが、

それも無視して階段を上っていった。 

気がつくと私は見慣れない体育館の中にいた。厳密には、体育館のステージ裏の倉庫室のような

場所にいた。ふと足元を見ると、コンセントの差込口が収納されていて、その蓋を開けると、そこに

先ほど友人から預かっていた荷物をはめ込むことができた。彼からは何かキャップのようなものを預

かっていて、それはここにはめるためにあったのだとその時に思った。いざキャップをはめてみる

と、それは見事にはまった。その瞬間に何か声が聞こえたので、顔を上げると、小中高時代のある

女性友達（SS）が、姿は見えないが、親友（SI）にホースで水をかけていた。 

いつの間にか私は屋外にいて、親友が外でトイレをしている最中に水をかけられているようだった

のだ。彼はそのいたずらを自分の仕業だと思っているようであり、自分ではないことを英語で叫び、

最後に“I didn’t!”と叫んだ。すると、目の前に海岸沿いの美しい道が現れた。私の横を見ると、年

齢にしては大柄なアフリカ系日本人の男の子と、数人の友人がいた。 

私は現在の身長のまま中学生に戻っているようだった。アフリカ系の日本人の彼は中学一年生との

ことだった。その割にはやはり体が大きく、口調も大人びていた。彼を含め、友人たちは違う部活に

所属しているようだったが、一緒に海岸沿いの道を走ることにした。私たちは会話を楽しみながら走

り、会話の中でアフリカ系日本人の彼が、将来はバスケ部でエースになると意気込んでいた。私は

それを微笑ましく思い、彼ならきっとエースになれるだろうと思った。その一方で、エースになる過程

の中で、色々と足を引っ張る人間がいることにも注意が必要であり、そうした連中を乗り越えていっ

て欲しいと願った。 

すると、気がつけば私たちは海岸沿いの道を走り終えて、学校に戻っていた。そこで私たちは別

れ、私はグラウンドに向かった。私はハンドボール部とサッカー部の掛け持ちをしたいと思っていた

が、それはできないことを知り、今はどちらの部活に所属するかを悩んでいる最中だった。ちょうど

グラウンドでは隣り合わせで2つの部活が準備運動を始めていた。 

周りの友人たちを含め、自分もサッカー部を選ぶものだと思っていたが、どういうわけかハンドボー

ル部の準備運動の方に入った。そこではメンバーたちが円を作って何かゲームをしていた。何の
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ゲームかと思ったら、どうやらしゃがんで手をつなぎながら反時計回りに回るというゲームらしく、尻

餅をついたらアウトというゲームのようだった。 

輪の中に入った私の右隣には高校時代の友人がいて、彼が無理に私を引っ張り出した。すると私

は尻餅をつきそうになった。実際にはお尻が少し地面についてしまったが、アウトは宣告されなかっ

た。尻餅をつきそうになってしまったことが輪のペースを見出し、反時計回りの流れについていくこ

とができないと判断した私は、その場からあえて動かないことが賢明だと判断した。そうすれば、もう

一周みんなが回ってくるのを待って輪の中に合流できると思ったのである。 

腕の関節をうまく使えばそれが可能だと判断し、実際にそれはうまくいくかに見えた。だが引き続き

右隣の友人は私の腕を引っ張り、そして輪の乱れの責任を私に転嫁し始めた。そこで私は、1人の

人間に問題の原因を押し付ける構造を見た。そして、それをしていてはチームは強くならないことを

全員に告げた。すると全員そこで黙り、私の言ったことを神妙な表情で考え始めた。 

空を見上げると、そこには青い空が広がっていて、このゲームの創始者は問題の原因を誰か1人に

押し付けてはならないということを伝えたかったのだろうと想像した。フローニンゲン：2021/1/8（金）

05:19 

6544. 生死の非在性/「勝手」と創造   

時刻は午後8時を迎えようとしている。今週も静かさと充実感を持って平日が終わろうとしている。 

今日は両親とZoomで話をし、今後は2ヶ月に1度ぐらいのペースで話をしていこうということになっ

た。今年は日本に一時帰国しないことにしたこともあり、また定期的に両親と話をすることはお互い

にとって色々な面において良いことかと思って、これからは2ヶ月に1度Zoomを用いて近況報告を兼

ねて話をすることになった。両親も日々新たな挑戦をしながら人生を謳歌している様子が伝わって

きて、とても嬉しく思う。 

午後にシュリ·オーロビンドの詩集を読みながら、始まりとしての生誕と、終わりとしての死という現象

が存在していたとしても、それを体験する当人にとってはそれはある一点としての体験であって、そ

れがどれほどまで明確に認識されるものなのだろうかと考えていた。 
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私たちは気づいた時にはこの世にいて、気づいた時にはこの世にいない。どこかそうした側面が生

死という現象にはあるのではないかと思う。つまり、気がついたら生誕していて、気がついたら死ん

でいた、いや死んだらそれに気づけないであろうし、生誕もまた気づきの意識に上がることはない

であろうことを考えてみると、生死を体験する当人にとってそれらの体験は気づきようのないものな

のではないかと思ったのである。生も死も存在しないと言われることの意味の一側面はこのあたりに

ありそうだ。 

今夜は静かな夜の世界を味わいながら、ロバート·フロストの詩集を読もうと思う。午前と午後に読ん

でいたルーミーとオーロビンドの詩集は素晴らしく、啓発をもたらしてくれる詩と数多く出会うことが

できた。1つ1つの詩とじっくり向き合い、そこから喚起される感覚や考えに意識を向けている自分が

いる。そしてそれを文章の形にしたり、曲や絵の形にしている。明日もまたそうした形で1日を過ごし

ていこう。 

創作活動に従事していると、「手が勝手に動く」という体験をする。そのような体験を思い出しながら

ふと、「勝手」という言葉に着目した。それは「脳手」ではなく、「勝手」なのだ。つまり創作に没頭して

いる時の意識運動は、手という身体が他のものに勝るということなのではないかと考えた。言い換え

ると、創作中に無の状態になることがあるのだが、それは「手が脳に勝つ」すなわち、感覚が思考に

勝るという体験を表していると改めて思った。そうした状態において直感が働き、決して分節的な形

で働く思考を用いていては生まれないものが生み出される。実際に、それは日々の創作活動として

目の当たりにしていることだ。 

明日もまた、言語的阿頼耶識、イメージ的阿頼耶識、音楽的阿頼耶識の3つの阿頼耶識とつながり

ながら創作活動に励んでいこう。それら3つはそれぞれ、詩を読むこと、絵を描くこと、曲を作ること

に対応している。それらの活動に従事することを通じて、無限の創造の泉につながり、至高体験の

中で時間という寄せては返す波として存在し続けていこうと思う。フローニンゲン：2021/1/8（金）

20:04 

6545. 今朝方の夢  

時刻は午前6時を迎えた。普段と変わらぬ静かな闇の世界が目の前に広がっている。 
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昨日の夕方に気づいたが、最近少し日没の時間が遅くなったようである。以前であれば午後4時を

過ぎると暗くなり始めていたが、今では光のある時間が増えた印象だ。実際に昨日は、確か午後5

時あたりに暮れゆく夕日を眺めていたように思う。 

寒さに関しても、確かに外の世界は冷えているが、それでも耐え切れないほどではなく、やはり例

年よりも今年は暖かい。最高気温と最低気温に幅がさほどないのが当地の特徴であり、0度前後で

気温が安定しているため、気温差に適応する必要がないことも過ごしやすさの要因か。 

今朝方の夢を静かな気持ちで思い出している。夢の中で私は、大きな空港のラウンジにいた。そこ

でこれから搭乗する予定のフライトの到着を待っていた。すると、いつの間にか自分の体は到着予

定のフライトの中にいて、座席に座っていた。今から発着場に向かうフライトは高度を下げて飛んで

いた。 

すると、突然激しい揺れに見舞われた。どうやら乱気流の影響とのことだった。その揺れのあまりの

激しさに私は驚いたが、冷静さを保っていた。ところが他の乗客たちはパニック状態に陥っているよ

うだった。飛行機が普段見せないような旋回を始め、なんとか発着場に着陸しようとしているのだ

が、どうにもならないように思えてきた。冷静な状態でそのようなことを考えていると、いつの間にか

私の体は再びラウンジにあった。 

発着場を眺められる一角がラウンジにあって、私はそこから大きなガラス窓を通じて外を眺めてい

た。すると、つい今し方乗っていた飛行機が無事に発着場に着陸したようだった。それを見て、静

かな安堵の気持ちが芽生えた。そこで夢の場面が変わった。 

次の夢の場面では、私は大学のカフェテリアにいた。そこには和食専用と洋食専用の店があり、そ

れぞれ隣同士になっていた。和食専用と洋食専用というのは建前であり、実はメニューはほとんど

同じなのだ。しかし、会計はそれぞれの店で行う必要があるという面倒な仕組みだった。一見すると

和食専用の店に見える左の店で注文する場合、右の店のガラスケースに陳列されているメニュー

の名前を覚えて、分量を自分で決めて注文する必要があった。それもまた面倒であり、私はさりげ

なくその仕組みを変えた方がいいのではないかと店の人に伝えた。 
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和食専用の店の右の方には肉料理が並び、肉は食べないのでそこを素通りし、次に魚料理が並ん

でいる箇所を見て、魚も食べないのでそこを素通りして、最後に野菜や汁物のコーナーに辿り着い

た。そこでいくつかの品を注文しようと思ったが、サラダに関していえば右の店の方が種類が豊富

に思えたので、和食専用の店では納豆と味噌汁だけもらうことにした。お盆をもらい、納豆と納豆を

かき混ぜる陶器、そして高級味付のりをもらって右の店に向かおうとした。 

すると、店の人がその店で会計を済ませてから隣の店に行ってくださいと述べ始めた。2回会計す

るのが面倒だったので、私は今取った品を戻し、右の店で種類豊富なサラダをいくつか注文するこ

とにした。ガラスケースの前には小中高時代の友人（YU）がいて、彼は男女2人ほどの友達と一緒

のようだった。その2人の友達は友人よりも随分と年下のようであり、彼の本当の年齢を知らないよう

だった。彼の本当の年齢を伝えるか迷ったところで夢から覚めた。フローニンゲン：2021/1/9（土）

06:24 

6546. コーザルの意識状態/映画鑑賞と写譜実践 

時刻は午後7時半を迎えた。今、静かに1日が終わりに向かっている。今日は午後に天気が良くな

り、日光浴を楽しむことができた。太陽の姿を拝むことができる午後に日光浴をすることは、この季

節の大切な習慣となった。 

午後に仮眠を取っていると、今日もまた不思議なビジョンを見た。フローニンゲンの自宅の書斎が

ビジョンとして立ち現れ、壁の無線LAN子機が新しく強力なものにいつの間にか変わっていたので

ある。その時私は、自分が気づかない間に業者の人が部屋にやって来たのだと思った。だがどう

やって部屋に入ったのかが不明であり、不動産屋から合鍵でももらったのだろうかと思った。そのよ

うなビジョンがあった。 

目覚めた時に、仮眠中のサトルの意識下で捉えたビジョンだけではなく、夢を見ないコーザルの意

識状態の体験についても考えを巡らせていた。コーザルの意識というのは、何もない状態ではな

く、全てに満たされている状態なのだ。そう考えてみると、「コーザルの意識状態を体験するという」

という表現はあまり妥当ではないかもしれない。というのも、それは体験する自己そのものが全てと
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合一するからである。だがそれは、非二元の状態とは異なり、有としての無という性格を持つ。非二

元の状態は、有かつ無、無かつ有であり、さらには無も有も超えたものとしての状態である。 

小さな自我は相変わらず対象を生み出すが、今日は対象なき沈黙を感じる瞬間があった。対象な

き静寂の中から真の自己が自ずから浮かび上がってくる。それを感じ取る体験があった。 

今日は4本ほどの映画作品を観賞した。毎日、できるだけその瞬間に面白そうだなと思う映画作品

を見るようにしているが、心があまり動かされない作品と出会うことも当然ある。それを仮に「ハズレ」

と呼んだとしても、ハズレそのものを楽しむかのように生きていくことができればと思う。食べ物の味

がその時の精神や身体の状態に左右されるのと同じように、映画を見る際にもその時の状態が影

響を与える。日々映画を選択する際には、その瞬間の自分の心身の状態を観察することを忘れな

いようにする。 

今日はあえて映画を4本しか見なかったが、それくらいでちょうどいいのかもしれない。というのも、

そのおかげで詩集を読み進めることができたし、普段よりも作曲実践をすることができたのだ。とりわ

け楽譜を写譜する実践にいつも以上に時間を充てることができたのである。 

写譜の実践の目的の1つは、作曲家がその曲を生み出した感覚を感じ、それを自分の中に取り込

むかのように自らの感覚を磨いていくことにある。何かを頭で覚えようとするのではなく、身体を通し

て作曲家の楽曲生成感覚をインストールすることを意識している。また、写譜の際にはちょっとした

感動体験を得るようにすることも大切だ。心と感覚を動かしてくれるパッセージは大抵どの曲にも含

まれていて、それらとの出会いを大切にしていく。そのためには、自分の心と感覚を開き、音と戯れ

る姿勢を持っておくことが重要になる。明日もまたその点を意識して写譜の実践をしていこう。フ

ローニンゲン：2021/1/9（土）19:56 

6547. シャムス·タブリージーの詩集/ポエトリーセラピーの技法を用いたシャドーワーク 

時刻は午前4時を迎えた。今の気温はマイナス1度とのことだが、室内が暖かいおかげか、書斎と寝

室の窓を開けていても寒さは全く感じない。もうしばらく換気をしておいても何の問題もないように思

う。新鮮な空気を部屋に取り入れることは、脳に必要な酸素の供給の観点からも大切だ。 
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昨夜、ルーミーの詩集の解説部分に目を通すと、ルーミーの霊性を花開かせた人物としてシャムス·

タブリージー（Shams Tabrizi：1185-1248）という人がいたことを知った。そこから彼の詩集がないか

を探してみたところ、良さそうな詩集を発見した。それは、“Selected Poems from the Divani Shamsi 

Tabriz”というタイトルであり、この詩集はペルシャ語と英語のバイリンガル形式である。 

一昨日においては、インテグラル理論の提唱者であるケン·ウィルバーに多大な影響を与えたラマ

ナ·マハリシの詩集がないかを探していたところ、そちらについても“The Poems of SRI RAMANA 

MAHARSHI”というものを見つけ、早速購入リストに追加した。今月は合計で21冊ほど詩集を購入し

たが、来月に購入する予定の詩集もすでに10冊を超えている。 

昨日メールを確認すると、ポエトリーセラピーに関する書籍が不在届けとして隣のニコさんの家に届

けられたようだ。今日の昼前にでもそれを受け取りに行こうと思う。ポエトリーセラピーの技法を使っ

てのシャドーワークについて少し考えている。ジャーナルを通じて自分のシャドーと向き合うこともラ

イティングセラピー的な観点で非常に有益だが、言語の分節化作用が時に治癒を妨げることがあ

る。シャドーワークにおいてご法度の分離を過度に推し進めてしまうことが起こり得るし、言語的歪

曲も生じうる。 

そうしたことを考えながら、シャドーを詩的言語を用いて対象化し、それを詩的効果によって治癒し

ていく道について考えていた。おそらく届けられた書籍を読めば、そのあたりの実践に関するヒント

を得られるだろう。詩を読む過程で育まれた詩的言語感覚を用いれば、自己と世界をこれまでとは

違った形で認識することができるだろう。その中には当然、自分のシャドーもまたこれまでとは違っ

た形で認識し、それを治癒·統合していくことも含まれる。 

昨日もまた、少しばかり今後の取り組みについて考えていた。多くの人と映画について語り合う場だ

けではなく、自分の好きな詩を持ち寄ったり、自分が作った詩を持ち寄って自らの体験と引き付け

て語り合う場なども今後持ちたいと思った。治癒と変容をもたらしてくれる映画や詩を題材にした会

のようなものを今後数年以内に開催するかもしれない。意識の発達において通称第三層の意識段

階、別名で言えばトランスパーソナルな意識段階の特徴、とりわけその言語世界観を掴むのが難し

いが、例えばルーミーの詩や、そうした意識段階に到達したであろう詩人の詩を取り上げてみるの

も面白そうである。フローニンゲン：2021/1/10（日）04:31 
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6548. 今朝方の夢 

時刻は午前4時半を迎えた。視線の先にはいつものように闇の世界が広がっている。息を呑むよう

な恍惚的美しさを持つ暗闇の世界の中に、ポツリポツリと街頭の明かりが灯されている。 

本日もまたいつもと変わらない形で、創作活動、映画鑑賞、詩集の読解に邁進していく。それらにと

ことん従事していく。それら以外の無駄な雑事に自分の人生の貴重な時間を使わないようにする。

それら以外にやりたいことと言えば、農業ぐらいだ。 

今朝方はいくつか印象的な夢を見ていた。目覚めた後も夢の世界の感覚が自分の内側に残って

いて、不思議なうずきをもたらしていた。それは夢見心地にさせてくれるうずきであるからとても肯定

的なものだ。 

夢の中で私は、欧州のどこかの国のレストランにいた。そこで元サッカー日本代表の名選手だった

人と待ち合わせをしていた。しばらくするとその方の姿が見え、挨拶もそこそこに席に着いた。その

席は中華料理屋のような円卓になっていて、気が付くと私たちの席にはその他にもサッカー関係者

が座っていた。いや、全ての人がサッカー関係者ではなく、どうやらその方の会社のメンバーがそこ

に同席しているようだった。 

私はその方と話をするのがいつも楽しみであり、今日もどのような話ができるのかと期待をしてい

た。だがどういうわけか、私たちは2人ともこの後すぐに用事があり、せっかく今席に座ったばかりな

のに、お互いに次の用事のため店から出る必要があった。するとそこに、元日本代表のディフェン

ダーの選手だった人とキーパーだった選手が現れ、3人で少しばかり現在の日本代表と過去の代

表についての比較を立ち話した。 

次の夢の場面では、私はモダンな建物の中の廊下にいた。ふと会議室のドアを見ると、前職時代

の2人の上司が部屋に入っていこうとしており、私を手招きした。どうやら新たなプロジェクトについ

ての話し合いがこれから行われるらしく、私はそのプロジェクトにアサインされるようだった。以前で

あれば新しいプロジェクトにアサインされることは嬉しいことだったが、もう会社を辞めるつもりだった

ので、新しいプロジェクトにアサインされることは嫌であり、迷惑に思えた。新しいプロジェクトにアサ

インされない形で、オフィスでは最低限の仕事だけやって、あとは自由に時間を使いたかった。な
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んとか仕事をサボる方法を毎日考えている自分を見ると、サボるぐらいだったらすぐにでも会社を辞

めた方がいいと思った。今すぐにでも会社を辞めたいと思い、とりあえず明日にでも会社を辞めるこ

とにした。 

自分の時間が制限され、自由な時間が持てないのであるから、会社で働くことは金輪際ごめんにし

たいと改めて強く思った。そのようなことを考えながら会議室の扉を開けると、想像以上に人がいる

ことに驚いた。新しいプロジェクトに関する話がそこで行われるわけではなく、何か別の話が行われ

るようだった。その部屋には大きな横長のホワイトボードがあり、普通であればホワイトボードの方に

向かって座るはずだが、なぜか私を含めた数名だけがホワイボードを背にして座っていて、残りの

人たちはホワイトボードに向かって座っていた。 

すると突然、その場で自己紹介が始まった。そして、廊下側の部屋の左隅にはまるで授業参観か

のように、会議室にいる人たちの母親が立っていた。その場にいる人たちはもう大人であるから、左

隅に立っている母親たちはもういい年齢になっていた。私から見て左の列の後方に座っていた大

柄の男性がすくっと立ち上がり、自己紹介を始めた。その男性は自分がいかに有能かを自慢げに

話し、新しいプロジェクトにどれだけ適任かをアピールした。それを聞いて、どうやらこの自己紹介

ではわざと自慢をしなければならないルールがあるのだと気づいた。 

実際にその男性の前に座っていた男性が次に自己紹介を始めたのだが、その男性もまた自慢をし

ていた。全員そのルールを知っているためか、自慢が嫌味に聞こえなかったが、少しばかり苦笑が

漏れるような感じだった。2人目の男性の前に座っていた男性が今度は立ち上がり、その人が冗談

を交えてうまく笑いに持っていき、その人の自己紹介は純粋な笑いを誘った。しかしその場にいた

若い女性がボソッと、この中にいる誰かの兄弟姉妹の精神が病んでいることを一言述べ、それに

よって場の雰囲気が一気に悪くなってしまった。 

私は向かって右側、すなわち窓際の方に座っていて、右隣にはアフリカ系の少年が座っていた。

私は彼に、「なんか雰囲気が悪くて冷たい感じになっちゃったね」と述べた。するとその少年と私は

突然ワープして、たくさんの恐竜が出没する険しい山の中にいた。私たちはこれから渓流下りをし、

山の麓まで向かっていく必要があったのだが、私は川の流れと逆行して上流に向かっていこうとし

た。するとどこからともなく天の声のようなものが聞こえてきた。それは川下りに関する既存の理論に
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忠実になって川を下れというものだった。しかし私は、それは従うべき天の声というよりもむしろ、反

旗を覆すべき声のように思え、自らの考えに基づいて、川を下るのではなく、川を自らの力で上って

いこうと思った。そして少年と一緒に川を泳ぎながら、時に踏ん張って歩きながら川を逆行していっ

た。 

するとあるところで、見たこともないような静かな流れの場所に辿り着いた。厳密には、そこではもう

川の流れなどなく、透明な水が静かにそこに溜まっているようだった。静寂さに包まれていると、再

び私の身体はワープし、先ほどまでいた建物の周りを飛んでいた。 

建物の周りを旋回しながら中の様子を伺うと、先ほどの会議室にはまだ人がいて、どうやらこれから

休憩を取るようだった。そのタイミングを見計らって、私はその階の別の部屋の窓から建物に侵入

し、廊下を使って先ほどの会議室に戻ろうと思った。無事に建物に入り、廊下を宙を飛びながら進

んでいると、廊下の両脇にやたらとトイレが多く設置されていて、しかもどれも女子トイレだった。少

しばかりその理由が気になったが、気にすることなく宙を飛んで移動していると、あるトイレの入り口

のドアから人が出てこようとしていた。 

私は顔が見られないようにするために、ドアを押さえて、中から人が出れないようにした。しかし顔を

隠す必要もないかと思って手を離すと、ドアから小中高時代の女性友達（MK）が現れた。そして私

が手に持っていたスナック菓子をせがまれた。それは自分が食べるためのものではなく、会議室の

誰かに届けるものだったので、せがむ彼女の手を払いのけるかのようにそそくさと宙を飛んでいき、

会議室に向かった。そのスナック菓子は、ポテトチップスであり、コンソメと何かが混ざった特殊な味

だったのを覚えている。フローニンゲン：2021/1/10（日）05:12 

6549. 大海そのものと化す感覚/印象的なビジョン 

時刻は午後7時半を迎えた。今、日曜日がゆっくりと終わりに近づいている。今日もまた非常に充実

した1日を過ごしていた。今朝の起床は午前3時半であり、そこから今に至るまで自分の取り組みを

ひたすら前に進めていた。それは猪突猛進的な形ではなく、充実感と没入感の馬に乗って爽快に

駆け抜けていくような軽やかさがあった。キルギスの格言に、「馬は人間の翼である」というものがあ

ることを先日知った。それは『馬を放つ（2017）』という映画の中で述べられていた台詞である。 

© YOHEI KATO 2020 16



絶え間ない充実感と没入感を通じて活動時に従事している姿は、どこか馬の背中に乗って駆けて

いる感覚である。馬と一体になり、そして周りの景色全てと一体になっている感覚がある。別の表現

で言えば、それは大海の波に乗っている感覚とでも言えるだろうか。 

意識の状態という観点を用いると、いかなる高度な意識状態もしかるべき技術と鍛錬で、様々な意

識の状態を行き来することができる。それはまるで大海の中で1つの波から別の波に巧みに移って

いくサーファーのようである。しかし、非二元の意識状態だけはそのような性質を持たない。それを

求めてある波から別の波へと移っていくことは、すでに海の中にいるのに海を求めるのと同じぐらい

に滑稽なことである。そこからも、非二元の意識というものが探し求められるような類のものではない

ことがわかるだろう。 

そうであれば、日々自分が感じている感覚というのは、波に乗っているという感覚というよりもむし

ろ、波そのものとしてそこに在り続けている感覚と言った方が正確だろうか。馬と一体になり、取り囲

む風景全体と一体になるという表現、あるいは大海そのものと化すという表現が正しいだろう。 

昨日不在届けが郵便受けに入っており、今日の午後に隣の家に届け物を受け取りに行った。改め

て隣の家の表札を見ると、隣に住んでいるのは「ニコさん」ではなく、「メンコさん」だということに気づ

いた。オランダでは「ニコ」という名前を比較的よく見かけるために、何か勘違いしていたようだ。 

メンコさんから受け取ったのは、エドガー·アラン·ポーの詩とエッセイなどが収められた1500ページ

ほどの書籍と、ポエトリーセラピーに関する専門書だ。夕方に早速ポーの詩をいくつか読んだの

で、今からポエトリーセラピーに関する書籍の方を読み進めていく。先日届けられたシネマセラピー

に関する専門書と合わせて読み進めていけば、日々の映画鑑賞と詩集の味わい方に変化がもたら

されるだろう。 

今朝は午前3時半に目覚めたこともあり、午前中に20分ほどの仮眠を取った。その際のビジョンがと

ても不気味だった。今の自宅がビジョンに現れ、洗濯機が動いている音が聞こえて来たのでそこに

向かうと、動かした覚えのない洗濯機が回っていた。自分がその場に到着すると、洗濯機は動くの

を止め、扉が開いた。 
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すると洗濯機の中に、濡れたシーツにくるまって咳き込む外国人の女性がいたのである。彼女はお

そらくオランダ人だと思うが、顔は確認できていない。確認できていないというよりも、あまりも不気味

だったので、私はその場をすぐにあとにしたのである。想像するに、その女性はホームレスであり、

行くところがなくて洗濯機の中で寝ていたのだと思われる。そう考えるとそこにもうしばらく留まっても

らっていてもいいかと思ったが、やはり気味が悪かったので、不動産会社に連絡をしようと思った。

そこでビジョンから目覚めた。目を開けると、薄青い光が天井にサッと知覚されたのを覚えている。

フローニンゲン：2021/1/10（日）19:47 

6550. 今朝方の夢 

時刻は午前7時を迎えた。今日から新たな週が始まる。2021年を迎えてもう10日以上も経ったことに

気づく。自分には気づかない形で時が進行している。 

今朝方は、とても立派な和風のホテルに宿泊している夢を見た。そこは一般客用の建物と王族·皇

族用の建物を分けていて、なぜか私は後者の側の建物の方に宿泊していた。宿泊客として宿泊し

ているように見えながらも、同時に私は部屋の掃除などの手伝いも行っていた。その日の朝に、何

人かの人たちと一緒に掃除をすることになっていて、ここで長く働いていると思えるような年配の女

性が私を起こしにやってきた。私はすでに起床しており、部屋で水を飲んでいるところだった。 

私を起こしに来た女性は、「あら、もう起きてたのね。朝食の準備ができましたよ。それを食べてから

掃除をしてください」とだけ述べて、どこかに行ってしまった。時刻は午前8時頃であり、消化にエネ

ルギーを費やしたくないため、普段は朝食を食べないのだが、今は宿泊中ということもあり、何か食

べておこうかと思って部屋を後にした。そこから朝食会場までの道のりはとても複雑であり、すぐに

迷ってしまうように思えた。このホテルからはどこからも高級感が放たれていて、ホテルそのものが芸

術作品のようだった。実際にこのホテルには至るところに美術品が置かれていて、それを眺めなが

ら歩くのはちょっとした楽しみだった。 

しばらくホテルの中を歩いていても一向に朝食会場に着く気配がなかった。すると、いつの間にか

私は一般客用の建物の方にいることに気づいた。ちょうど目の前にはラウンジが広がっていて、マッ

サージ機を使ってくつろいでいる人や、銭湯から上がってきて涼んでいる人、お酒を飲んでいる
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人、卓球をしている人など様々な人がいた。みんな総じて浴衣を着ていたように思う。その中に小

中学校時代の友人や、見ると遠くの方に父もいた。父は銭湯から上がってきた様子だった。 

私は彼らに話しかけようかと思ったがそれをやめ、素早く朝食を済ませ、部屋の掃除に取り掛かるこ

とにした。そこからまた王族·皇族用の建物に戻ると、私の体は小さな車に変化し、車のような速度で

ホテルの中を移動し始めた。私にとってはそれはとても早い速度だったが、周りから見るとゆっくり

に見えるという興味深い仕組みになっていた。 

次の夢の場面では、地球地図が変形していた。具体的には、実家のある山口県と海を隔ててすぐ

のところにケニアと中東諸国があったのである。本来は韓国が目と鼻の先にあるのだが、どういうわ

けかケニアが最も近くにあり、その横にイランとアフガニスタンがあるという地図になっていた。私は

車を運転していて、実家からケニアに向かっていた。山口県とケニアをかける橋は比較的立派なも

のであり、観光名所の1つになっていた。 

橋を渡ると、いつの間にか車が消え、私はケニアの街を歩いていた。その街は首都のような雰囲気

を持っており、高層ビルが立ち並んでいた。しかし、高層ビルだけではなくて、緑化にも配慮してい

るためか、整理された道路の脇には必ず緑豊かな木が植えられていた。 

その日はちょうど晴れであり、木漏れ日が美しかった。気がつくと、私の横に小中学校時代の女性

友達（AS）がいて、彼女と散歩をしながらケニアの街を散策することにした。そこで私は、「ケニアが

こんなに近かったら、家族旅行か何かで小さい時に連れてきて欲しかったな」と述べた。幼少時代

に異国の文化に触れることは、いろいろなことを感じられ、様々なことを学ぶであろうから、小さい頃

にケニアに来たかったという思いが自分の中に湧いてきたようだった。 

街の中を見渡すと、アフリカ系の人たちだけではなく、日本人観光客もたくさんいた。というよりも、

そこは日本から最も近いケニアの街だったためか、街中の看板は日本語のものが多かった。実際

に街に進出している店や銀行などは軒並み日系のものであり、看板の日本語がやけに目立った。 

私はふと友人に、「街を歩きながら何か気づいたことある？」と尋ねた。看板に関することではなく、

私はこの街の色が特徴的だと思っていた。すると友人は、「黒い服を着た人が多いよね」と述べた。

友人がこちらの意図通りに色について言及してくれたのは嬉しかった。また、彼女の言う通り、この
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街を歩いている人は黒い服を着ている人が多かった。しかし私は、「その通り。だけどこの国で「黒

い」という言葉を安易に使ってはいけないよ」と述べた。ケニアは黒人の国ではあるが、この国に移

り住んできた人たちがケニア人を差別する社会問題があり、それを配慮しなければならない言葉遣

いをする必要があった。そこから私たちはまた話をしながら街を散策した。フローニンゲン：2021/1/

11（月）07:29 

6551. グルジェフとハートマンのピアノ曲 

時刻は午前7時半を迎えた。つい先ほど洗濯機を回した。いつも月曜日と木曜日は洗濯の日なの

だ。 

今日は昼前に、表札の名札を新しいものに張り替えておこうと思う。というのも、これまで使っていた

名札が風化し、名前が消えてしまっているのだ。実際には今から2年前に名札を新しくしたのだが、

そこから月日が経ち、また新しくする必要に迫られた。2年に一回ほど名札を張り替えることが1つの

サイクルになっているかのようである。 

今年の夏からは、フローニンゲンでの6年目の生活が始まる。まさか自分がこの土地にこれほどまで

長くいるとは思っていなかった。今はフローニンゲンを出ていくことは考えておらず、フローニンゲン

内での引っ越しは検討していながらも、もう数年はこの街で生活をするだろう。その後はフローニン

ゲンを離れるだけではなく、オランダからも離れ、フィンランドに移り住もうと考えている。 

昨日、アルメニアの神秘思想家ジョージ·グルジェフのドキュメンタリーを見ていた。今日はこれから

グルジェフに関するまた別のドキュメンタリーを見ていこうと思う。昨日見たドキュメンタリーの中で、

グルジェフが、現代文化は自動機械的なものとなり、また人々を自動機械としてしまうという類の指

摘をしていた。まさにその通りである。 

人々は自律的な振る舞いをする生命体ではなく、自動機械化された社会システムの中に組み込ま

れることによって、自律性を喪失し、生物学的には生命のある有機体だが、実質上は生命感の欠

如した無機物的機械に成り下がってしまっているように思える。その傾向は強まるばかりである。そ

こから私は、グルジェフは神秘思想家としての仕事だけではなく、作曲家としても大きな仕事を残し
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ていることを思い出した。そして、今から数年前にパリを訪れ、パリの楽譜屋でグルジェフの楽譜を

購入したことを思い出したのである。 

すぐに私は書斎の中で楽譜だけが置かれている場所に行き、グルジェフの楽譜を手に取った。そ

れは “Music for the Piano Vol. 1：Asian Songs and Rhythms”というタイトルの楽譜である。これはグ

ルジェフとロシアの作曲家トーマス·ハートマンが協働して作ったものであり、この楽譜に収録されて

いるピアノ曲を聴いてみると、2人が作ったピアノ曲の面白さに改めて気づいた。 

グルジェフとハートマンは、バルトークのように民族音楽に関心を持っていて、実際に民族音楽の

収集も熱心に行っていた。そうしたことから、2人の曲には様々な土地に眠る土着神の声のようなも

のが内在しているように感じられ、2人の神秘思想も1つ1つの曲に体現されているように思う。改め

て2人の音楽に関心を持ち、パリ旅行では第1巻しか購入してなかったので、早速昨日の午後に、

全4巻の楽譜の残りを購入した。購入したのは下記の楽譜である。 

Music for the Piano Vol. 2：Music of the Sayyids and the Dervishes 

Music for the Piano Vol. 3：Hymns, Prayers, and Rituals 

Music for the Piano Vol. 4：Hymns from a Great Temple, and other Selected Works 

第1巻についても他の楽譜と同様に、昨日から写譜の実践を始めた。残りの3巻が届いたら、同様

に写譜の実践をし、そこから自分の曲を作っていこうと思う。フローニンゲン：2021/1/11（月）07:57 

6552. マーカス·ガブリエルの哲学書  

時刻は午後7時半を迎えた。今、しとしとした雨が降っている。風も強く、この雨は明日の朝まで降る

ようだ。幸いにも明日は早朝に雨が止み、そこからは天気が回復するようなので、明日は午後に日

光浴をすることができるだろうし、街の中心部の市場とオーガニックスーパーに立ち寄ろうと思う。 

つい先ほど、トーマス·スターンズ·エリオットの詩集が届けられた。1300ページほどの大著だが、そ

の紙は薄く、これが通常の紙であればもっと分厚いものになっていただろうと想像される。早速中身

を眺めてみたところ、詩そのものは350ページほどであり、詩の解説と脚注が非常に充実していて、
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それが内容の大半を占めると言っても過言ではない。 本書の編集を務めた人たちへ労いの気持

ちが生まれると共に、感謝の念も生まれる。今夜は、ポエトリー·セラピーに関する専門書の巻末に

掲載されている詩を読み、時間があれば早速エリオットの代表的な詩も読み進めていきたいと思

う。 

今日はドイツの哲学者のマーカス·ガブリエルに関するドキュメンタリーを見ていた。その中で、彼の

思想に共鳴するものがいくつかあり、彼の著書を読んでみようと思った。すると偶然ながら、今から

数年前にポーランドのワルシャワを訪れたときに立ち寄った書店で、彼の共著“Why the World 

Does Not Exist (2015)”を購入していたことを思い出した。それは共著であったから、彼の名前が印

象に残っておらず、名前を忘れてしまっていたのである。来月は詩集に合わせて、ガブリエルの下

記の書籍を購入しようと思う。 

1. “Mythology, Madness, and Laughter: Subjectivity in German Idealism (2009)”：スラヴォイ·ジジェ

クとの共著であり、ジジェクの思想も以前から注目をしていたので、本書は興味深い。 

2. “Fields of Sense: A New Realist Ontology (Speculative Realism) (2015)” 

3. “Neo-Existentialism (2018)” 

4. “I am Not a Brain: Philosophy of Mind for the 21st Century (2019)” 

5. “The Power of Art (2020)”  

6. “The Limits of Epistemology (2020)”  

7. “The Meaning of Thought (2020)” 

来月は上記の7冊の哲学書に加えて、15冊をめどに詩集を購入しようと思う。 

今日は午前中にふと、脳のワーキングメモリーを一杯にさせない形で日々の学習と実践をしていく

ことについて考えていた。創造性を発揮させるために、メモリーを保持するために脳を働かせるの

ではなく、メモリーの保持にエネルギーを使うことは最小限にして、脳の創造性を最大限に働かせ

ることについて考えていた。メモリーの保持を最小にするためには、些細なことを記憶しようとしない

ことが重要になると思われる。そのあたりを意識して明日からの学習や実践に取り組んでみよう。フ

ローニンゲン：2021/1/11（月）20:20 
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6553. 今朝方の夢/欲望の奴隷と化す現代人 

時刻は午前6時を迎えた。今、しとしとした雨が降っている。天気予報の通り、昨夜からずっと雨が

降っていて、どうやらそれは午前10時頃に止むらしい。そこからは晴れ間が広がるようなので、太陽

の姿を拝むことが今から楽しみだ。 

今朝方の無意識の世界は落ち着いていて、あまり印象的な夢を見ていない。夢の中で私は、同年

代の日本人の女優と詩に関する話をしていた。特に誰か詩人を取り上げるわけでもなく、詩に関す

る一般的なことを話していたように思う。それ以外にも何か夢を見ていたような気もするが、今はそ

れを思い出すことができない。 

カントは、各人の目的を尊重し合う社会として「目的の王国」なるものを提唱していた。そこには各人

がそれぞれに多様な目的を持っていて、それらを互いに尊重することによって共同体を育んでいく

という考えがあるのだと思うが、現代は各人が多様な目的を持っているように見えながらにして、物

質消費文明のイデオロギーとテクノロジーによって、人間の目的が画一化しているのではないかと

思えてくる。 

目眩のような体験をもたらす現代の巨大都市。世界の様々な巨大都市に足を踏み入れてみると、

そこでは人間の欲望を刺激するショービジネス的な光景が広がっていて、ある種の目眩を覚える。

それはまるでドラッグ体験のようなものであり、巨大都市で生活を営むというのは、日々ドラッグ体験

をしているようなものなのではないかと思った。その結果として、自分自身が欲望の奴隷と化してい

ることに気づかず、目眩を引き起こす幻想世界とそうではない世界との区別ができなくなってしまう

のではないだろうか。日本の大都市を含め、巨大都市に足を運んだ時の気持ち悪さはこうしたとこ

ろにあるのだと合点する。 

現在では、ビッグデータと称して、各種のデータがまるで新しい石油資源かのように見做され、その

争奪戦争が日夜繰り広げられている。そしてそうしたデータは、私たちの欲望をより一層刺激し、欲

望の奴隷をさらに強化する方向に活用される場合が多い。人間は欲望を抱く生き物であるが、本

当に自分が欲していることと人工的に誰かが作り上げた欲望を区別する必要があるのではないかと

思う。それをしなければ、他者が作り上げた虚構の欲望を幻想世界の中でひたすら求め続けるとい
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う飽くなき欲望の奴隷として一生を過ごすことになるだろう。そのようなことを昨夜考えていた。フ

ローニンゲン：2021/1/12（火）06:22 

6554. 仮眠中のビジョン/人間の欲望について 

時刻は午後7時半を迎えた。今日は早朝に雨が降っていたが、午後からは嘘のように晴れ渡り、日

光浴を楽しみ、そして街の中心部の市場とオーガニックスーパーに行くことができた。コロナの問題

は依然として続いているが、街全体として暗い雰囲気はなく、平穏な日常世界が広がっている。 

午後に仮眠を取っている最中に不思議なビジョンを知覚していた。自分の目の前に大きなトラック

が現れ、その荷台の扉を開けると、そこに靴を収納するスペースを見つけた。どうやら自分はそこに

靴をしまっているようなのだが、そこは不気味なほど真っ暗だった。不気味な暗闇の中に何かいる

ような気配があったのである。 

次に扉を開けるときには懐中電灯で照らして中を確認してみようと思った。そして実際にそれをして

みると、中には何もなくて安堵した。安堵感が漂ったのだが、まだそこに何かいるような気配がして

いて、自分の中には依然として疑いの気持ちがあり、一方でそこに何かいて欲しかったと思ってい

るような矛盾した気持ちもあった。そこに化け物か何かがいてくれればと密かに願っている自分が

いたことは興味深い。 

「欲望を満たすことはできるが、欲望を欲することはできない」という言葉をショーペンハウアーは残

した。この言葉は元々、物事は起こるべくして起こる（欲求は自然と起こる）という決定論を意味して

いるそうだが、この言葉には何か別の意味がありそうである。この言葉は、人間は無限に欲望を持

つ生き物であり、それを部分的に満たすことは可能だが、完全にそれを満たすことはできないという

ことを示唆しているように思える。欲望を対象化し、欲望と差異化を果たすことの難しさを示唆して

いるようにも思え、欲望と同一化した状態かつ、この物質資本主義的な社会がそうした同一化を強

化する方向に動いていることを見ると、欲望の奴隷から脱却することは極めて困難であることが浮き

彫りになって来る。欲望を刺激する社会が投げかけて来る様々なものを対象化し、自分の欲望その

ものを対象化していく試みを継続していこう。 

© YOHEI KATO 2020 24



ここ最近は作曲理論書から少し離れているが、今後理論書を参考にして、その中に掲載されている

抜粋された楽譜を写譜する際には、それらを素材としてうまく活用する形でコラージュ的な曲を作っ

てみたいということを考えている。ここ数日以内に、再び実際の楽譜を写譜することに力を入れ始

め、今はそれをもとにして作った曲の原型モデルを参考にして曲を作っているが、また流れとして

作曲理論書を参照する日がやってきたときには、上記のアイデアを採用し、コラージュ的な作品を

作ってみよう。フローニンゲン：2021/1/12（火）19:50 

6555. 今朝方の印象的な夢 

時刻は午前5時半を迎えた。先ほどまで小雨が降っていたが、今はそれが止んでいる。だが、少し

風が強い印象だ。 

昨夜は就寝前に、突然激しい吹雪が吹いた。それはほんのわずかの時間であったが、一瞬にして

地面が白くなったが、しばらくするとすぐに雪は溶けた。今週はもう何日か雪が降るという予報が出

ている。 

今朝方は1つ印象に残る夢を見ていた。夢の中で私は、センター試験を受験していた。どうやら再

度日本の大学に通うことを検討しているようであり、センター試験を受験する必要があった。ただし、

再受験に関しても母校に入学しようと思っていて、母校はセンター試験を重視せず、二次試験を重

視しているため、センター試験の点数をそれほど気にする必要はなかった。しかし、足切りがあるこ

とは確かであり、センター試験の結果が良いに越したことはないので、センター試験の対策もそれ

なりに行った。 

センター試験の勉強をしながら改めて、どのような思想や姿勢で学術研究をするのかという考えを

もとに二次試験の問題を策問し、それに基づいて自ら学生を選別しない大学はいかがなものかと

思っていた。標準化されたセンター試験に依存した選別をするというのは、標準化された学生を招

くことに繋がり、大学の価値に関する疑問とそれで大学教育が成り立つのかという疑問がある。その

点で言えば、国立大学に関して東工大と京大理学部はどちらもセンター試験を単なる足切りにしか

使わず、二次試験だけで選別するという方式を採用しているため最も共感の念を持ち、東大と一橋
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大も二次試験の占める割合が圧倒的に高いため、センター試験という馬鹿げた試験に頼ることな

く、自らの思想に基づいて学生を選別することを行っている点において共感の念を持つ。 

そのようなことを考えながら、退屈なセンター対策をしていると、自宅に1通の郵便が届いた。見ると

それは、センター試験の結果だった。早速封を開けてみると、結果は昔大学に合格した時とほぼ同

じ得点率だった。理科（化学）は満点だったが、なぜか100点から99点に圧縮換算されていた。その

他に満点だったのは数学IAであり、数学IIBだけいくつか間違いがあったが、その他の科目は軒並

み1問間違うだけだった。 

センター試験の結果は大して重要ではないため、これから二次試験の対策を始めようと思ったとこ

ろで、そもそも二次試験の対策そのものもくだらないと思った。端的には、今参加している大学入試

というゲームそのものが取るに足らないものだと思ったのである。そのようなことを思っていると、母

親が私に声を掛けてきて、センター試験で無事に点数を取れていることを喜んでいた。母にはセン

ター試験はどうでもいいということを何度も説明していたのだが、それでも親としてセンター試験で

点数が取れたことは嬉しいようだった。 

そこでふと、「そう言えば化学で満点が取れたのは、中学3年生の時の理科の先生のおかげかもし

れない」という言葉が漏れた。高校の化学の先生ではなく、なぜ中学3年生の時に担任を務めてい

た理科の先生のおかげだと思ったのかは定かではないが、直感的にそのようなことを思っている自

分がいた。そこから二次試験の対策をしようと机に着くと、なぜか二次試験は公認会計士の筆記試

験となり、これから会計士試験の二次対策をする必要があった。そのとき、日本の大学入試や各種

資格試験だけではなく、世界のありとあらゆる試験の類がくだらないものに思え、「頼むから試験は

もうやめてくれ」と言葉を発したところで夢から覚めた。実際には、今朝方はその他にもダンジョンの

中を冒険するような夢も見ていたように思う。フローニンゲン：2021/1/13（水）06:14 

6556. 「共生共在」の自己/2つの脱魂運動 

時刻は午後7時半を迎え、なんとも言えない静けさの中で1日が終わりに向かっている。今朝方は小

雨が降っていたが、それもすぐに止み、午後は太陽の姿を拝むことができたので日光浴を楽しん

だ。フローニンゲンの街は現在ロックダウン中であり、それが終わるのは来週の火曜日だ。 
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世界に開かれ、世界と共に生き、世界と共に在るということ、すなわち「共生共在」の自己について

考えていた。そこから、一なるものが多に転じる場としての阿頼耶識に着目をしていた。ここ最近は

この意識場に着目している。この場から言語的なもの、絵画的なもの、音楽的なもの、およそ全ての

事柄が湧出してくるからである。そしてそれが生起する先に一者があり、その一者が多に転じる特

性について考えを巡らせていた。 

過去の偉大な詩人の詩集を読むことによって、一者から言語的創造物を生み出す感覚のようなも

のが伝わってくる。過去の偉大な画家からは絵画的な何かを一者から降ろしてくる感覚が伝わり、

そして過去の偉大な作曲家からは音楽的な何かを一者から降ろしてくる感覚が伝わってくる。その

感覚と実際に一者から多を降ろしてくる方法を学ぶこと。それが無限の創作の鍵となる。 

日々の探究活動と創作活動は往々にして、超越に向かう脱魂運動を伴うが、その影には常に、根

源的無意識世界に向かう脱魂運動もあることを見逃してはならない。両極の一致が描く線の上を

日々歩いている感覚があり、この感覚を大切にしていく。どちらか片方の極に足を滑らせたとき、意

識の、いや存在の破局が待っているように思う。 

言語哲学者の井筒俊彦先生はかつて、「普通の人間が、自分の意識の正常な組織を破壊すると

いう大きな危険に身を晒したくない限り、絶対に見てはならないものが2つある。1つは我々が生きて

いる現実より上の世界であり、もう1つは下の世界である」という意味のことを述べていた。まさにその

通りである。常人が決して覗いてはならない、触れてはならない意識場が存在していて、それは上

と下の両方に存在している。ここからの探究と実践の歩みは慎重になっていこう。 

緩やかな前進。太陽が朝に上り、夕方にそれが沈むような自然な進行。天体運動と調和する形で

日々の生活を形作っていく。そのような形で今年一年が進行していくことになるだろう。フローニン

ゲン：2021/1/13（水）19:48 

6557. 詩集の城壁/今朝方の夢 

時刻は午前6時半を迎えた。外の世界を見ると、道路の上に真っ白な雪がほのかに積もっている。

どうやら深夜に雪が降ったらしい。今は雪は降っておらず、とても静かな世界が広がっている。今の

© YOHEI KATO 2020 27



気温はマイナス2度であり、今日は2度まで気温が上がる。最高気温と最低気温の気温差がほとん

どない、この土地固有の天候である。 

昨夜、ウィリアム·バトラー·イェイツ、ウィリアム·ワーズワース、エミリー·ディキンソン、ウォルター·ホイッ

トマン、ジョン·キーツ、そしてゲーテの詩集が届けられた。基本的に、注目した詩人の詩は全部読

みたいと思っているため、全集を購入しているのだが、そうなるとどうしても一冊一冊が分厚い。昨

日届けられた詩集を書斎の机の決められた場所に置くと、その存在感が際立つ。まるで机の上に

詩集の城壁が築き上げられたかのようなのだ。しかし、詩集が近くにあることの安心感を感じる。 

机の右の箇所に詩集の山があり、左には楽譜や音楽理論関係の書籍の山がある。それらに囲まれ

ながら創作活動に従事していると、安心感と充実感の双方が自ずから滲み出す。 

今日、明日、明後日も書籍が届くようなので、自宅の呼び鈴をオンにしておきたいと思う。この間、

連続して2回もお隣のメンコさんに荷物を預かってもらったこともあり、いくら呼び鈴の音がうるさいか

らといって不在の振りをしてメンコさんに荷物を預かってもらうのは悪いだろう。 

今朝方もいつものように夢を見ていたのだが、あまり具体的な内容は覚えていない。場所は欧州の

自然の多い国だったので、北欧諸国のどこかかと思う。そこで詩について誰かと話をしていたように

思うし、発汗と睡眠についても話をしていたように思う。また、シンボルとしては竜のような生き物も現

れていたように思える。だがそれは危害を加えるような危険な存在ではなく、私を守ってくれ、力を

与えてくれる存在だった。 

それと、何かのテーマに関する書籍を大量に読んでいた自分がいたことも覚えている。私の隣にい

た見知らぬ日本人男性と言葉を交わし、何についての本を読んでいるのかを説明した上で、その

テーマに関する話をしていたように思う。そのような夢を見ながら、改めて昨夜の身体の状態につい

て思い出している。実は昨夜、夕食前から突然体にだるさを覚えた。関節の節々が少し痛くなり、

風邪の初期症状に思えた。 

そして就寝時間に向かえば向かうほど、そのだるさが増していた。ベッドに横たわってみると、少し

寒さを感じ、いつも以上に長く湯たんぽを使って身体を温めながら就寝した。ベッドの上でふと、コ

ロナウィルスに感染したのかもしれないと思った。だが普段はほとんど外出しておらず、買い物先も
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コロナ対策がなされていて、感染する可能性は極めて低いと思っていたので、コロナウィルスに感

染した可能性は低いと考えていた。 

十分な睡眠を取って今朝方目覚めてみると、普段と同じ身体の状態に戻っていた。昨夜の体のだ

るさは一体何だったのだろう。いずれにせよ、コロナ対策を含め、体を大切にしていこうと思った次

第だ。フローニンゲン：2021/1/14（木）06:53 

6558. 今朝⽅の夢を改めて思い出して

時刻は午前10時を迎えた。今、空が晴れ渡っていて、冬の透き通る青空を眺めている。 

昨夜体にだるさを覚え、睡眠中にその回復に向けて身体がエネルギーを使っていたようであり、今

朝は少しお腹を下していた。毎日決まったものしか食べておらず、消化不良になったのは、昨日の

原因不明の身体のだるさのせいかと思う。早朝に排出するものを全て排出したことによって、胃腸

がまたゆっくりと正常な働きをし始めた。とはいえ今日の昼は果物を食べるだけにし、夕食はいつも

以上に軽めにしようと思う。胃腸をゆっくり休めることが求められているような気がしていて、またどこ

かのタイミングで断食でもしようかと思う。 

今朝方はあまり印象的な夢を見ていなかったと朝方の日記に綴っていたが、先ほどふと夢につい

ていくつか思い出すことがあった。夢の中で私は、屋内の巨大なスキー場にいた。そこではスキー

だけではなく、スノボもできるようになっていて、今は冬の休暇中のためなのか、家族で来ている客

も多く、その施設は大賑わいだった。私はスノボの板を履き、軽快に辺りを滑っていた。 

するとある箇所で、地下鉄駅に降りていくような場所を見つけ、全員そこに向かっていかないといけ

ないようだった。そして、そこに向かっていくためには、少し高い場所から地面に向かってジャンプ

しなければならず、最初私はそれを躊躇した。うまく着地できるかどうかに関する不安と、着地の際

の衝撃に関する不安があった。 

ジャンプすることに躊躇していると、私の右横からまだ小学校に上がりたてぐらいの男の子たちが数

人やって来て、何も躊躇せずにジャンプした。彼らは何事もなかったかのように地面に着地し、そこ
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からも何食わぬ顔でスノボを楽しんでいた。それを見て、私も思い切ってジャンプしてみようと思い、

ジャンプすると、無事に着地をしてそこから地下通路をスノボで滑っていった。 

そのような夢の場面の他には、同じ苗字を持つ高校時代の友人が現れ、彼が幾分嫌味を自分に

述べているシーンがあった。私は彼の嫌味を聞き流しながらも、同時に何か面白い仕返しでもして

やろうと思った。花言葉のようなものを添える形で彼の右腕を切り落とすか、腹ワタをえぐり出すこと

などは面白いのではないかと思っていた。 

その他にも、大学時代のサークルの先輩に会う夢もあった。その先輩は大手の投資銀行に勤めて

いて、金融に関する話をしたり、家族に関する和やかな話をしていた。そして、今度またフットサル

でもやろうということを述べて別れた。 

最後の場面として覚えているのは、映画の撮影現場にいたことだ。そこではすでに本日の撮影が

終わっており、男優や女優がくつろいでいた。ある若い男優が階段の下で笑顔で話をしている姿を

見かけ、彼の顔をよくよく見ると、スクリーンに映る彼の顔は綺麗なのだが、化粧をしないと俳優の

顔は意外と汚いのだなと思った。そのような夢の場面があった。フローニンゲン：2021/1/14（木）

10:23 

6559. 霊魂の夜更と夜明け/霊的世界を描く詩を求めて  

時刻は午後7時を迎えようとしている。今日は胃腸の調子を見て、普段のような夕食を摂らないよう

にした。体調そのものはいつもと変わらないが、胃腸の機能が落ちているように思えたため、夕食と

してトマト1個とリンゴ1個を食べ、夕食はそれだけにした。胃腸が機能を回復させようとしているとこ

ろにこれ以上食べ物を与えて消化にエネルギーを使わせることは賢明ではない。今夜は少し早め

に寝て、明日に備えよう。 

書斎の窓から外を眺めると、漆黒の闇の世界が広がっている。外面世界と内面世界のつながりを

思う時、霊魂の闇夜にも、霊魂の太陽がまた昇ることがわかってくる。霊魂の夜更を通り抜け、霊魂

の夜明けを迎える。そこにまた自己の輝きを見出すだろう。 
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日々の生活の中にある一瞬一瞬の輝きが琴線に触れるという体験。日々はそうした体験で満ちて

いる。それは1つの海のように隙間なく満たされているものである。 

今日は、ウィリアム·イェイツの詩集をパラパラと眺めていた。序文の解説の中に、イェイツはブラバツ

キーが設立した神智学協会のメンバーであったことが書かれていて、彼の詩が持つ神秘性というの

はそのあたりに由来があるのかと思った。 

高度な霊的世界が体現された詩を好む自分にとって、イェイツの詩は響くものがある。昨夜は、高

度な霊的世界を体現している詩人について調査し、来月また書籍を一括注文する際のリストの中

に幾つかの詩集を加えた。その中でも、ロシアの詩人のプーシキンやチュッチェフに注目をしてい

る。霊性的な観点で言えば、とりわけチュッチェフは優れた詩をいくつも残している。ただ残念なの

は、チュッチェフの英訳の詩集がほとんど存在しておらず、あったとしても絶版になっているものば

かりだということだ。チュッチェフの詩だけが集められた詩集ではなくて、ロシアのその他の詩人の

詩を集めた選集のようなものを通じてチュッチェフの詩を読んでいく道を模索している。 

チュッチェフにとって、詩は形而上学的な超越世界の認識の手段であった。自分にとっても詩はそ

うした手段であり、その他にも音楽の創作や絵画の創作もまた同様の手段である。今夜はこれか

ら、エミリー·ディキンソンとウォルター·ホイットマンの詩集を少しばかり紐解きたい。静かな冬の夜に

詩をゆったりと味わうこともまた、この地上で生きることの1つの贅沢と言えるだろう。フローニンゲン：

2021/1/14（木）19:05 

6560. 今朝方の夢 

時刻は午前5時半を迎えようとしている。ちょうど今、小鳥の鳴き声が聞こえて来た。1羽の小鳥が鳴

き声を上げ始め、1日がこれから始まることを感じさせる。辺りが明るくなるまであと3時間ほどある

が、闇の静けさの中で自分の取り組みを前に進めていこう。 

今朝方は記憶に残る夢を見ていた。夢の中で私は、実際に通っていた中学校のグラウンドにいた。

ちょうどグラウンドではサッカーが行われていて、私はグラウンド脇に立ってゲームを観戦していた。

本来であればすぐにでもゲームに入りたいところだったが、ゲームを行っているのが違う学年のよう
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に思えたのでちょっと様子を見ることにした。直感的に、先輩たちがゲームを行っているように思え

たのだ。 

しばらくグラウンド脇でゲームを観戦することにしたところ、同じくグラウンド脇の地面に座り込み、

ゲームを観戦している男性がいた。その男性は先輩かと思ったが、見慣れない人だった。その人に

声を掛けると、一言何か述べるとどこかに消えてしまった。私は改めてグラウンドでプレーしている

人たちの顔を見た。すると、そこでプレーしているのは先輩たちではなく、同じ学年の人たちだとわ

かったのである。何人かの女子がプレーしていて、彼女たちがボールを追いかける姿を見たときに

それに気づいた。 

同じ学年がゲームをしているのであればすぐさま自分も参加しようと思い、誰かと交代をするわけで

もなくふらりとグラウンドの中に入った。誰も自分がゲームに参加したことに気づいておらず、すぐさ

ま自分にボールが回って来た。そこからも、自分からボールを要求しているわけではないのだが、

ボールを自分に回せというオーラが出ているのか、何度も自分にボールが回って来て、その都度

ボールに触れられる喜びに浸っていた。 

試合も終盤に差し掛かり、私は回って来たボールを学年で最もサッカーがうまかった1人の友人

（RS）にパスをした。すると、彼はゆっくりとボールを保持し、自分にリターンパスを出す振りをして、

大きく前方にフィードした。その後、また私にボールが回って来て、相手のゴール前に斜めにアー

リークロスのような形でスルーパスを出したところで試合が終わった。 

私は途中から参加したので、まだサッカーをし足りない気持ちで一杯であり、次の時間の授業があ

ることは確かだったが、1人残ってボールを蹴ろうと思った。誰がボールを持っているのかを確認す

るためにグラウンドを見回すと、ゴール前にスリーピースのチェック柄のお洒落なスーツを着た集団

がいて、その中の1人がボールを手で持っていた。 

同じスーツを着たこの奇妙な集団は何者だと思ったが、それは気にせず、早く1人でボールを蹴り

たかったので、ボールを持っている人の手からボールを奪い、ゴール裏のテニスコートの段差に向

かってボールを蹴り始めた。そこはちょうど、跳ね返って来たボールをまた蹴る遊びにうってつけの

場所だった。数回ボールを蹴ったところで、やはり次の授業があるので、その遊びは程々にして、
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教室に戻ることにした。体育館裏の倉庫にボールをしまう必要があり、倉庫の方を見ると、友人が片

付けをしていたので、ボールを片付けてくれと大声で叫び、彼に向かってボールを大きく蹴った。 

そのボールがうまく倉庫の中に入り、校舎に掛けられた大きな時計を見ると、授業開始までもう時間

がなかった。着替える時間がいないと判断した私は、今来ている服の上から制服を着る形でとりあ

えず凌ごうと思った。そのような夢を見ていた。 

その他にも、この夢と連続する形で、前職時代の同期が現れる夢があったのを覚えている。その夢

の中で私は休職しており、2月の中旬から仕事に復帰するようだった。内心ではもう会社で働きたく

ないと思っていて、また保有資産の量と資産運用の状況を考えると、すでに一生働かなくてもいい

状態にあったので、この際会社に戻るのではなく、そのまま退職しようと思った。 

休職中の今、自分が毎日好きなことを好きなように取り組む自由があり、人生において最も貴重な

ものの1つである自分の時間というものがたくさんあった。そうしたことからも、会社に戻って働くこと

が馬鹿げたことのように思え、人生を無駄にしないために、潔く会社を辞めることにした。すると心が

晴れて来て、今から取り組もうと思っていた取り組みに対してまたやる気が満ちて来た。そのような

夢の場面もあった。フローニンゲン：2021/1/15（金）05:44 
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