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6521. 『いまを生きる（1989）』を見て/詩集を紐解くこと    

——あなたの生き様は、偉大な詩になるだろう——ウォルター·ホイットマン 

時刻は午後7時半を迎えた。1日が静かに終わりに向かっている。今日も映画鑑賞を旺盛に進めて

いき、本日見た作品の中では、『いまを生きる（1989）』という作品が最も印象に残っている。この作

品は、アメリカの名門ボーディングスクールを舞台に、ある1人の教師と生徒との心の交流を描いて

いる。主人公の教師は詩を専門にしていて、この作品の中には数多くの名言や素晴らしい詩の引

用があった。ちょうど今朝方に、イスラム神秘主義の詩人であるルーミーに関するドキュメンタリーを

見ていて、彼の詩集“The Essential Rumi”を読み返そうと思っていたところだった。 

私たち個人、そして社会も言語に縛られる形で活動をしていて、個人や社会の変容において、言

語空間そのものを変容させていくことは不可避に求められると言えるだろう。そうしたことを考えてみ

たときに、詩が果たす社会的役割、ないしは社会的力を見逃すことはできないように思う。 

詩への関心が再燃し、ルーミーの詩集を読み返すだけではなく、今日は下記の7冊ほどイギリスの

書店に注文した。 

1. The Complete Poems of Walt Whitman  

2. The Collected Poems of W.B. Yeats  

3. The Selected Poems of Emily Dickinson  

4. The Collected Poems of Robert Frost 

5. The Collected Poems of William Wordsworth 

6. Complete Poems of John Keats 

7. Poetry of Goethe 

上記の詩集を購入した後、彼ら詩人の記念館に足を運んでみたいと思った。調べてみると、ルー

ミーの記念館がトルコのコンヤという街にあることを知り、この春にでもそこを訪れてみようと思った。 

© YOHEI KATO 2020 3

https://www.amazon.co.uk/Robert-Frost/e/B000APH06C/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Goethe&text=Goethe&sort=relevancerank&search-alias=books-uk


コンヤという街は、トルコの首都アンカラから高速列車で1時間半ほどの距離にあり、人口は125万

人ほどいるらしい。意外と大都市である。そこにメヴラーナ博物館知王ものがあり、そこにメヴラーナ

教団の始祖ジェラルディン·ルーミーの霊廟がある。トルコはまだEUに加盟していないため、入国ビ

ザが必要なのか確認したところ、日本とトルコの間には査証免除の取り決めがあり、3か月以内の短

期滞在についてはビザは不要とのことである。 

ロシアのように入国が面倒ではないことを知り、トルコに足を運んでみようという気持ちが高まった。

トルコに訪れる前か後か分からないが、ドイツにも近々足を運ぶつもりである。その際には、ゲーテ

の詩集を携帯して、フランクフルトにあるゲーテ記念館に足を運ぼうと思う。 

本日購入した詩集のその他の詩人については、例えばウィリアム·バトラー·イェイツの記念館はアイ

ルランドにあり、ウィリアム·ワーズワースの記念館は北西イングランドにあり、ジョン·キーツの記念館

はロンドンにある。2年半前にロンドンに訪れた際にキーツの記念館を見落としていたことが残念だ

が、またイギリスに訪れる機会があれば、キーツの記念館とワーズワースの記念館を合わせて巡り

たい。アイルランドにはまだ訪れたことがないので、夏にフィンランドを訪れた後か、この秋にでも

イェイツの記念館に足を運びにアイルランドに行ってみようかと思う。 

『いまを生きる（1989）』の映画の中で引用されていたホイットマンやフロストの記念館はアメリカにあ

り、アメリカには当分訪れる予定はないが、今度訪れる際には、ニューヨークにあるホイットマンの記

念館、バーモント州にあるフロストの記念館に足を運ぶことを検討しよう。 

明日からは毎日詩集を少しずつ読んでいく。ハッとするような詩に関しては必ず音読して味読する

ようにしたい。優れた詩作に触れることを通じて、自分の言語世界をより豊かなものに変容させてい

こう。2021年は映画鑑賞に合わせて詩集をじっくり紐解いていくことにする。フローニンゲン：2021/

1/2（土）19:58 

6522. 詩集を発見して 

——全て慌ただしいものはすぐにも過ぎ去る。ただとどまるもののみが、我らを真実の世界へ導く——

リルケ 
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時刻は午前4時を迎えた。静けさの小波が辺りを打っている。微動だにしない真っ暗闇の世界が目

の前に広がっていて、その闇の美しさに吸い込まれるかのようだ。 

新年を迎えて、気がつけばもう2日経っていた。今日から3日目である。時間の流れは早いようでい

て、ゆっくりにも感じられる。時の流れの速さと遅さが打ち消し合い、自分には時が止まって感じら

れる。時の流れの速さと遅さが出会う瞬間地点に自分が佇んでいることを感じ、それを通じて真実

が開示されるかのようだ。 

昨夜、改めて手持ちの詩集をいろんな場所から引っ張り出してきた。本棚の中から、そしてソファに

積み上げられた書籍群の中から詩集を引っ張り出してみたところ、嬉しい発見があった。シュリ·

オーロビンドの詩集を近々街の中心部の古書店で購入しようと考えていたのだが、それは今から2

年前にすでに購入していて、購入日が記入されたその詩集がソファの上の書籍群から見つかっ

た。 

来週の晴れた日の平日に、古書店の店主であるテオさんに挨拶をしに行くがてら店に立ち寄ろうと

考えていて、そのときにオーロビンドの詩集を購入しようと思っていたのだが、それはもう手元にあっ

たのだ。そうしたこともあり、来週古書店に立ち寄った際には別の詩集を購入しよう。 

昨日7人の過去の偉大な詩人の詩集をそれぞれ1冊ずつ、合計7冊ほど購入し、それは再来週あた

りにイギリスから届けられる。彼ら以外に何かいい詩人がいないかを探してみて、面白そうな詩集が

あれば引き続きそれらを購入したい。オランダ人の詩人で誰かいい人はいないだろうか。その詩人

の詩集の英訳版あるいは蘭英バイリンガル版があればと思う。 

その他に手持ちの詩集で発見したものとしては、ウィリアム·ブレイクの “The Complete Poems”とい

うものや、ラルフ·ワルド·エマーソンの詩がいくつか収められた“Essential Writings”などがある。とり

わけ後者の書籍には思い出があり、今から数年前にノルウェーに旅行に出掛けたときにそれを携

帯していて、旅の合間合間にエマーソンのエッセイや詩を読んでいたことを思い出す。 

エマーソンの詩だけ集められた“Ralph Waldo Emerson : Collected Poems and Translations”という

詩集があることに気づき、エマーソンと親交の厚かったヘンリー·デイヴィッド·ソローの“Henry David 

Thoreau : Collected Essays and Poems”という詩集もあるようなので、ぜひそれらも追って購入した
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い。また、先日見た映画の中でウェールズのディラン·トマスという詩人の素晴らしい詩が引用されて

いて、彼の詩集"The Collected Poems of Dylan Thomas: The New Centenary Edition”は、文献購

入リストにすでに追加済みであった。来月はまた詩集をいくつかイギリスかドイツの書店に注文した

いと思う。 

詩を通じて、言語感覚の涵養をゆっくりと行っていき、既存の言語空間の変容と新たな言語空間の

構築を実現させていこうと思う。それが今年のテーマの1つである。フローニンゲン：2021/1/3（日）

04:42 

6523. 映画の中で輝く詩/今朝方の夢 

——あなたが求めていることは、あなたを求めている——ルーミー 

詩を求めている自分がいるということは、詩が自分を求めているということなのだろうか。ルーミーの

超越的な発想からすると、そうなのかもしれない。おそらく今の自分は、詩を求めていることを超え

て、詩を通じた何かを求めている。そしてその何かが自分を求めているのだろう。 

自らの言語世界を開拓·涵養していくだけではなく、きっとそれを通じて何かを実現させたいと求め

ているはずなのだ。それは昨日書き留めていた詩が果たす社会的役割と社会的力の話と関係して

いるかもしれない。 

先ほどの日記の中で言及したウェールズの詩人ディラン·トマスの詩について改めて考えている。作

品名を思い出したが、映画『ソラリス（2002）』の中でトマスの珠玉の詩がいくつか引用されていたの

だ。素晴らしい詩は、映画の中でなお一層輝くことがある。映画の物語と映像のコンテクストの養分

を吸い上げて、感動的な詩が映画の中でさらなる輝きを放つ。『ソラリス（2002）』の中で引用されて

いたトマスの詩はそうしたものだった。 トマスの詩集“The Collected Poems of Dylan Thomas”だけ

ではなく、先日“Dylan Thomas: The Filmscripts”という書籍にも注目をしていて、そちらも文献リスト

に加えて購入を検討していた。 

先ほどの日記では、来月にまた詩集の一括注文をしようと書き留めていたが、来月まで待つ必要な

どなく、来週末かどこかにでもまた詩集を一括注文しようと思う。その際には、上記のディランの詩
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集に加え、エマーソン、ソロー、そしてエドガー·アラン·ポーの詩集を購入しよう。ここからは日々詩

集を読み、特に自分の感覚に訴えかけてくるものがあれば、それは何度も声を出して味わおう。

元々詩とは歌なのだ。歌は歌い上げることによってその真の姿を現し、真価を発揮する。また、詩

集でなくても、様々なジャンルの書籍から珠玉の言葉を意識的に集めていくことも検討しよう。自分

に響く言葉を記録していく専用のファイルを作ろうかと思う。引用や検索がしやすいようにどのような

工夫ができるかを考えていこう。 

詩への関心が高まる中、今朝方の夢をふと思い出した。夢の中で私は、ある芸能人の女性の方と

話をしていた。彼女は私よりも幾分歳が若く、何かの番組に一緒に出演したときに知り合いになっ

た。その番組の中でお互いの料理を持ち寄り、試食するというコーナーがあった。料理を食べなが

ら談笑している際に、私が普段人と話をすることがないことについて話をし、彼女はそれを面白がっ

ていた。彼女にとってみれば毎日誰かと何かしら話をしているらしく、私は人と話をする日があること

の方が稀であることを伝えると、彼女は笑っていた。 

次の夢の場面では、1950年代にマッカーシー上院議員がアメリカで「赤狩り」を行っていたような雰

囲気がそのまま体現されているかのようだった。場所は日本だと思うが、共産主義者の赤狩りが行

われていて、私はそれを実行している比較的若い女性と話をしていた。彼女は赤いマグカップを手

に持って何かを飲みながら話をしており、「赤狩りをする人間のコップが赤くていいのか？いや、赤

狩りをする人間だからコップが赤いのか？」ということを私は幾分笑みを浮かべながら考えていた。 

彼女の批判として、「共産主義者は自らの頭で思考しない」ということを述べていたが、その批判は

少し的外れのように思えた。そこから彼女と対話をしばらくし、日本だと思っていたその場所が砂漠

地帯に変化し、私は砂漠の方に向かって車を走らせることにした。フローニンゲン：2021/1/3（日）

05:05 

6524. 今日の映画鑑賞より/コリン·ウィルソンの詩の哲学   

——かつて、全ての考えは詩人から始まった。詩人は想像力に拠る。卓越した想像力に拠って、詩

人たちは人間について最も大切なことを教えていた——ジャンバッティスタ·ヴィーコ（イタリアの哲学

者） 
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時刻は午前7時半を迎えた。今日も1日が充実感と共に過ぎていった。今日は早朝に、『ナイト·オン·

ザ·プラネット（1991）』という映画を見た。この作品は、ロサンゼルス、ニューヨーク、パリ、ローマ、ヘ

ルシンキの5つの都市を舞台に、それぞれの街を走るタクシードライバーが同時刻に乗客を乗せ、

乗客との交流をオムニバス形式で描いている。辻邦生先生の映画評論集の中にこの作品について

言及があり、それもあって今日鑑賞した。この作品を見ながら、タクシードライバーと乗客たちが織り

成す心の交流に小さな感動があった。それは大きな感動ではなく、どこか心温まるものである。 

心の交流が貧弱なものになりつつあるこの現代社会において、この映画が描くような何気ない交流

を他者と行っていくことの大切さを改めて思わされる。この世界の様々な場所で互いの心が通い合

う時、そこには異なる歴史や価値観を持つ2つの人生が交差する輝きが生まれる。私たちの人生の

充実さというのは、そうした輝きを大切にする中で得られるものなのではないだろうか。 

その他に印象に残っている映画としては、『家族ゲーム（1983』という邦画だ。この映画は時代として

古いが、そこで描かれていることは今の日本社会にも当てはまるだろう。この映画では、家族のメン

バーがゲームの中のキャラクターを演じるかのようにそれぞれ決まった役割を演じて日々を生きて

いる。しかもその役割はとても窮屈で抑圧的である。 

まさにこの映画のタイトルにあるように、現代の家族社会というのは役割を演じるゲームのような形で

運営されているのではないかと思われる。視点を家族から学校社会や企業社会に移してみた時に

も、その構造はほとんど変わらない。つまり、そうした社会においても人々は決まった役割を演じ、

自己の可能性を抑圧し、窮屈な形で生きることを迫られているのである。その点において、この社

会はどのような集団に属していても、役割を演じるゲームに呪縛されていると言えるのではないだろ

うか。 

今日は午前中に、神秘思想家のコリン·ウィルソンの“Poetry and Mysticism”という書籍を購入しよう

かと考えていた。しかし、ふと昨年末のマルタ共和国·ミラノ旅行のことが脳裏をよぎり、そこでこの書

籍を持参していたことを思い出したのである。慌てて本棚やソファの上を探すと、それを無事に発

見することができた。 危うくもう一度注文するところだった。早速本書を目に付くところに置いておこ

うと思い、今は書斎の机の上に置いている。明日から再読をしていく予定だ。 
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本書以外にも、昨日注文した7冊の詩集以外にも、ざっと15冊ほど詩集を文献購入リストに追加し

た。それらの注文を2月まで待つ必要はなく、近日中に注文をしてしまおうと思う。 

シュリ·オーロビンドやウィリアム·ブレイクの詩集は街の中心部の古書店で偶然出会えた幸運があっ

たので、近々その古書店に立ち寄って詩のコーナーを物色してみようと思う。セオさんの店の詩集

コーナーはとても充実しているのだ。仮にオランダ語、ドイツ語、フランス語などが堪能であれば、そ

こに置かれている詩集のほとんど全てを読むことができるのだが、残念ながらそうはいかない。それ

でも英訳されたものや英語を原語とした詩集も充実しているので、今度店を訪れた時にどのような

詩集との出会いがあるか今から楽しみである。フローニンゲン：2021/1/3（日）20:03 

6525. 詩集を読む享楽の中で  

——もし知覚の扉が洗浄されたなら、全てのものは永遠としてありのままに現れるだろう——ウィリアム·

ブレイク 

闇と静けさに包まれたフローニンゲンの朝。昨夜の就寝前にみぞれまじりの小雨が降ったが、今は

それが止んでいる。天気予報を確認すると、今夜もまたみぞれまじりの小雨が降り、深夜には雪に

変わるようだ。 

今朝方は午前3時半に起床して、今日も目覚めと共に活動エネルギーに満ち満ちていた。新年も

相変わらず充実した日々を過ごせていることに感謝をしたい。今年は昨年よりも充実した年になると

確信している。一昨年、昨年と年を経るごとに自分の生活が安定し、自由な時間が増えていること

は喜ばしい。今年はその傾向がさらに増すだろう。 

創作活動と映画鑑賞、そしてそこに最近は詩集を読むことが加わった。このことがどれだけ日常に

彩りを与えてくれているだろうか。確かに人間は言葉以外を通じてでも世界を認識することができる

のだが、言葉が占める割合は非常に大きい。認識世界の大部分は言語で構築されていると言って

も過言ではない。 

自らの言語を変容させることは認識世界の変容を意味し、詩集を読むことは言語世界を豊かにしな

がらそれを変容させてくれる働きを持つ。ここから詩集を読み進めていくことによって、自分の言語
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世界がどのように変容していくのかを観察していこう。合わせて、それに伴って自分の認識世界が

いかように変容していくのかも観察していく。今は英語の詩集を読むことが主だが、今度日本に一

時帰国した際には日本語の詩集を購入したい。すでにいくつか日本の詩人の詩集を文献リストに

入れていて、再来年の春に日本に一時帰国した際にはそれらを是非とも購入したいと思う。 

今朝は詩集を読めるということと映画鑑賞できるという喜びの感情を持って目覚めた。今の自分は

それら2つに飢えている。強い渇望感があって、それが探究を大いに駆動させている。 

詩集を読む際には、自分に響く詩を求めて気楽な気持ちでそれに接しよう。くれぐれも最初から最

後まで隅々読んでいこうというような接し方ではなく、その瞬間の自分に響く詩を求めるかのように

詩集に接していく。その瞬間の心が動かされないような詩ばかり読んでいると、そこで手が止まって

しまう。いや心が止まってしまい、詩集をめくっていくことができなくなってしまうだろう。 

ある作曲家が好きだったとしても、その瞬間の自分の心に響かないようなその作曲家の曲を聞かな

いのと同じである。過去の偉大な詩人は、過去の偉大な作曲家と同じく、往々にして様々な作品を

作っているのだから、自分の心に響かない作品と接していては日が暮れてしまう。今日からは自分

の心に響く詩を見つける楽しみ、そしてそれを声に出して全身を通じて味わう享楽を満喫しよう。 

毎日少しずつ詩を読むことによって、作曲実践に対しても良い影響を与えるであろう。とりわけコ

ラールのような曲を作る際に、歌の感覚を養うことにつながるはずだ。事実、昨日参照していたアン

トン·ウェバーンの歌曲の楽譜を眺めていたときに、その歌詞を味わおうという意識が働き、これまで

にない発見をすることができた。今後は、歌詞と曲の構造的関係の理解をより深めていきたい。 

手持ちのバッハのコラールの楽譜もウェバーンの楽譜と同じように、ドイツ語の歌詞だけではなく英

語の歌詞も付いていたかと思うので、改めてバッハがどのような意味の歌詞に曲を作っていったの

かを探究してみたい。歌うことは人間の最も根本的な活動であり、書き言葉や話し言葉の前に歌が

あったと言われるほどなのだ。自らの歌を通じてこの世界に何かを表明していくこと。その実現に向

けて今日もまた歩みを進めていこう。フローニンゲン：2021/1/4（月）04:24 
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6526. 今朝方の夢 

時刻は午前4時半を迎えようとしている。毎日のことではあるが、毎朝の自分の目覚めの良さには驚

かされる。もちろん睡眠の質を高めるための諸々の工夫をして就寝に向かっているから当たり前と

言えば当たり前であるが、それがいつも結果と結びついていて、良質な睡眠を取ることが毎日の充

実感の根源にあることを再確認する次第だ。 

創作活動、映画鑑賞、詩集を読むこと。それら3つが活動の三本柱であり、今年は本当にそれらに

集中していきたい。コロナが落ち着けば旅も再開されるだろう。世界を旅する中にあっても、それら3

つの活動を継続させていく。旅の最中は少しばかり映画鑑賞を控え、創作活動と詩集を読むことは

むしろ旅を引き立てるものになるはずだ。また逆に、旅が創作活動と詩集を読むことを引き立てると

いう関係性も見出すことができるだろう。 

まだ世界には色々と足を運びたい美術館がある。残念なのはそれらの美術館が大きな都市にある

傾向があるということだ。今の自分は人の多い都市には魅力を感じていない。現代文明に侵された

都市はことごとく退廃の一途を進めていて、そこの邪気がどうしても目に付く。別に精神的あるいは

存在的な潔癖主義を採用しているわけではないが、あえて邪気の中に身を晒す必要などないはず

だ。 

世界を見渡してみると、例えばオランダのクレラー·ミュラー美術館や、デンマークのルイジアナ近代

美術館などは自然と接する形で存在していて、そうした美術館があることは喜ばしい。今後の旅は

自然と接する形のものが増えていくことが予想される。そうしたいと思う自分がいるのだ。自然の中

でゆっくり過ごし、自然に接する形で、あるいはそのすぐ近くに美術館などがひっそりと存在してい

れば理想的である。今年に計画しているドイツ旅行は都市を巡る旅行になるが、アイルランドの旅、

そして夏のフィンランドの旅は自然に触れるものにしたいと思う。 

旅への思いに期待を膨らませていると、今朝方の夢を思い出した。夢の中で私は、実際に通って

いた小学校の体育館にいた。いやその前に何か場面があったはずだ。今ふと思い出したのは、そ

の前に、あるプロサッカー選手と友人たちと一緒に校舎を徘徊していたことを思い出す。そのサッ
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カー選手が体育館に立ち寄りたいと言ったのか、あるいは自然とそこに私たちの足が向かったのか

定かではないが、気がつけば体育館にいたという流れだったように思う。 

いざ体育館に到着すると、そのサッカー選手は忽然と姿を消した。そこに残った私たちでバスケを

しようということになり、偶然ながらゾロゾロと体育館に人が集まってきて、彼らを交えてフルコートの

試合をすることになった。対戦相手の方に小中学校時代の野球部のメンバーが多くいて、こちらの

チームには運動神経の良かったバスケ部の友人がいた。 

いざジャンプボールが上がると、相手のジャンパーの方が高く飛び、彼が自分が予想していた仲間

にボールを落とすのではなく、こちらのゴール前付近にまでボールを飛ばしたので虚を衝かれた。

しかし、そのボールを相手の選手はうまくキャッチすることができず、自分がボールを拾った。なぜ

か私は裸足であり、バスケをするには裸足は危険なのだが、足と地面が一体になる感覚と、体育館

の表面を滑らないで済むという2つの理由から、素早い身のこなしで次々と相手を抜き去っていき、

私はゴール前に上がっていた友人にパスを送った。 

すると彼が見事にゴールを決め、先制点を奪うことができた。それによってチームが落ち着き、相手

のリスタートのボールもすぐさま奪って、今度は私がカットインシュートを放ってゴールを決めた。そ

の際に私は意図的に相手にぶつかられるようにしてバスケットカウントを取った。いざフリースローを

打つ段になって夢から覚めた。夢から覚めた瞬間に、フリースローを打った瞬間のスナップを利か

せた手の形でベッドの上に横たわっていた。フローニンゲン：2021/1/4（月）04:45 

6527. 保守と変革/今年の資産運用について 

時刻は午前5時半に近づいている。今し方、2枚ほど絵を描いた。最近は絵を描くスタイルがまた変

化し、その変化そのものを楽しみ、変化後の色使いや筆遣いを楽しんでいる。 

絵を描く前に、少しばかり雑多なことを考えていた。1つは保守主義に関することである。昨日、日

本の保守主義の代表的人物であった西部邁先生の『国民の道徳』という書籍の初読を終えた。こ

れは大変素晴らしい書籍であり、650ページほどの大著なのだが、先生の洞察が随所に散りばめら

れていて、何度も立ち止まって考えることを迫られていた。本書は今後も繰り返し読むことになるだ

ろう。 
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「保守主義」と書くと、その言葉からすぐさま右派の思想を思い浮かべる人もいるかもしれないが、

西部先生が説く保守主義の思想は右派の思想と異なるものである。その違いについてはここでい

ちいち書くことをしない。 

先ほど考えていたのは、「変革」という言葉が安易に用いられる社会のあり方に関するものだ。多く

の組織が変革を叫ぶ中、確かに実際に変革が必要な組織は数多く存在しているが、変革という言

葉の中に守るべき伝統への配慮があるのかどうかが非常に気になる。 

歴史性を考慮に入れない上部だけの変革は、単なる暴動あるいは暴挙にしかすぎないのではない

かと思う。過去の歴史的事件を眺めてみれば、変革と謳われるものが真の変革につながらなかった

事例は枚挙にいとまがなく、そこには往々にして守るべき伝統への配慮が欠落し、変革対象が持

つ固有の歴史を見過ごしている場合がほとんどである。これは何も組織の変革だけではなく、個人

の変容においても当てはまる。人も組織も固有の歴史を持っていて、歴史の堆積として今ここに存

在しているのだ。 

積み重ねられてきた歴史を鑑みることなく表層的な打ち手で変革を実現させようとすることが、どれ

ほど愚かなことかはすぐに気づけるはずなのだが、そうでもないのはなぜなのだろうか。人間には内

在的に変化を希求する衝動があり、その衝動が現代の物質消費主義的な文明と癒着し、変革が

ファッショナブルな消費対象に成り下がってしまっていることは見過ごせないことかと思う。またそも

そも、教育において保守主義の思想を育むことが完全に失敗していることも見過ごせないだろう。 

その他に考えていたのは、資産運用に関することである。一昨年、昨年と資産運用により資産が動

き、今年は資産がまた大きく動きそうなので、昨年あたりから本格的にプライベートバンクの利用に

ついて検討していた。今現在は自分で資産を運用しているが、資産の保全を考えてみたときに、プ

ロにその一部を任せた方がいいのではないかと考えるに至った。またそもそも資産運用やカネにつ

いて考える時間を取るぐらいなら他のことをしたいというのが正直なところであり、それを含めて、プ

ライベートバンクの利用を検討していた。昨年の夏にプライベートバンクに関する情報を集中的に

集め、プライベートバンクに関する書籍もいくつか読んでいた。資産の規模からすると、今年のどこ

かのタイミングで、オランダのプライベートバンクを開設したいと思う。 
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プライベートバンクというとスイスを思い浮かべるかもしれないが、オランダのプライベートバンクでい

くつか良さそうなものを見つけている。オランダの大手商業銀行のINGやABN AMROでは「プライ

ベートバンキングサービス」があるが、これはプライベートバンクとは厳密には違うものである。 

自分の資産をこの社会と接点を持たせ、社会的に意味のある形で運用したいという考えが常にあ

り、その考えに合致するのがオランダのトリオドス銀行（Triodos Bank）のサービスだ。この銀行は、

金融活動を通じて社会に貢献し、社会の持続的発展を目指す近年注目を集めている「オルタナ

ティブバンク」と呼ばれるものだ。そのため、この銀行はプライベートバンクとは少し異なり、実際に

富裕層向けに提供されているのはプライベートバンキングサービスである。 

トリオドス銀行の融資の与信判断の基準として、融資先は再生可能エネルギー、無農薬農業、フェ

アトレードや他の社会的企業に限られ、核を含めた武器、そして環境に有害な事業を行なっている

企業へは融資をしないということが遵守されている。私自身が無農薬農業にいつもお世話になって

いて、再生可能エネルギーや世界の紛争解決に対して強い関心を持っていることから、この銀行

に資産を預けたいという思いが昨年から高まっていた。 

そもそもオランダの税制上、総資産に対して資産税が課せられ、これは裏返して考えてみると、政

府は国民が資産運用を行うことを前提にしているようなのだ。ある一定程度の資産を保有している

と、資産運用をしているという前提に基づいた資産税が課せられるため、資産運用をしないというの

はとても馬鹿げた選択となる。そうしたことも背景にして、今年はプライベートバンクの開設かプライ

ベートバンキングサービスの活用を行いたいと思う。そのようなことを先ほど考えていた。それでは

今から作曲実践をし、映画鑑賞と詩集を読むことを進めていく。フローニンゲン：2021/1/4（月）

05:51 

6528. 詩人の迫害された国/珠玉の言葉と共に生きる人生 

——幸福への憧れは、詩の中で満たされる——クリムト 

時刻は午前9時を迎えた。今日は曇りのようであり、辺りはまだ薄暗さを持っている。 
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今朝は『きっと、うまくいく（2009）』というインドの作品を見ていた。この作品は3時間弱の長編映画

だが、笑いあり、涙ありの展開、そしてインドの美しい風景に引き込まれるものがあった。そしてこの

作品からはインドの教育事情についてもその一端を垣間見ることができる。「一流大学→より良い就

職先→社会的成功」を追求する風潮がインドにも蔓延していて、大学入試の競争の厳しさから、イ

ンドでは若者たちの自殺者数が多く、それが社会問題になっているとのことである。インドの教育事

情と若者を襲う不幸の問題は日本の問題と随分と重なるものがあり、この作品はコメディタッチで描

かれているが、現実世界の若者の悲痛の叫びが聞こえてくるかのようである。 

デンマーク人のキルケゴールはかつて冗談めかしてこのような面白いことを述べていた。「この国の

退廃を乗り越え、この国が生み出す人生の退屈さを払拭していく1つの方法は、デンマーク国家が

他国から多額のカネを借金して娯楽産業に投資することである」と。キルケゴールの脳裏には、娯

楽産業だけではなくて、芸術分野に対する投資もあったことだろう。この世界の数多くの国は、人々

を実質上不幸にさせる産業に多額のカネを投じるが、人々の心を真に豊かにする分野にカネを投

じないのは残念でならない。日本もそうした国の1つだ。 

日本では詩人が絶命危惧種になっている。この現象は、投資云々の問題を超えて、日本語という

母国語の地盤沈下とそれに伴う文化的衰退を示しているように思えてくる。「詩人が育たない国に

未来はない」ということを先日考えていた。社会の変容を実現させるためには、社会を呪縛する言

語空間の変容が不可欠であり、その貴重な役割を担うのが本来詩人である。 

そうした役割を担う詩人が我が国で軽んじられているということは様々な意味で問題である。詩人が

社会の変革や未来のいったんを担うことを考えてみると、そうした詩人がこの社会から追いやられて

しまうというのは、この国が変革や未来を放棄したということなのだろうか。 

伝統を忘れ、変革と未来を放棄するような我が国の姿は強い危機感をもたらす。いったい日本はど

こに向かっていくのだろうか。歩いている道が衰退の道であることは疑いのないことなのだが、その

帰着地点がどのようなものかが恐ろしい。 

先ほど、コリン·ウィルソンの“Poetry & Mysticism”の再読を始め、およそ半分ほど食い入るように読

み進めた。昨年の年末のマルタ共和国とミラノの旅行の際に本書を携帯し、移動中や滞在先のホ
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テルでこの書物を読んでいた記憶が懐かしく蘇ってきた。その時の書き込みや下線などが、当時の

自分の関心事項や関心の強さを物語っている。 

詩を読むことの楽しさを知ってしまった自己はこれからどこに向かって進むのだろうか。詩を読みな

がら、自分の言語世界が変容していくに応じて、開示される世界も新たなものとなり、感じられること

も変わってくるだろう。 

先ほどふと、美術館に行って素晴らしい絵を見ても、それを写真に収めることはせず、その代わりに

作品解説の中に素晴らしい言葉があればそれをメモしたり、写真に収めている自分がいたことに気

づく。やはり自分には言葉に惹かれる何かがあるのだ。 

これからはより一層珠玉の言葉との出会いを大切にしていこう。詩や格言など、日々素晴らしい言

葉と出会う都度、そこで立ち止まり、その言葉を味わい、そしてそれを記録していく。ここからはより

一層言葉を大切にして日々を過ごしていく。 

それではここからまた作曲実践をし、また1つ映画を鑑賞したい。曲を作り、絵を描き、詩を読み、映

画を見て、日記を書く。それしかしない。だがそれをし続ける。 

人生は曲と化し、絵と化し、詩と化し、映画と化し、日記と化す。そのような人生をなんと呼ぼう。そ

の名についてはこれから自分で見出していく。あるいは人生からの名付けを待つ。フローニンゲン：

2021/1/4（月）09:27 

6529. 「ポエトリーセラピー」と本日購入した詩集 

時刻は午後7時半を迎えた。今日の夕方に買い物に出かけた時、扉の向こうに凍える世界が広

がっていて驚いた。フローニンゲンは随分と気温が下がっていて、本格的な冬がやってきたようだ。

実際に今夜から明日の朝にかけて雪が降るようだ。 

詩集、画集、そして楽譜に囲まれた形で日々を生きている。それらは特殊なアフォーダンスをもたら

し、それが自己を癒し、自己に滋養を与えているのを感じる。詩集、画集、そして楽譜は自分の日

常になくてならないものであり、それらの存在に心から感謝をしよう。アフォーダンスについて言及し
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た時に、自己と街や環境との繋がりについて思った。自己は街や環境と密接不可分である。という

ことは、街や環境を汚染することは自己を汚染することでもあるということに改めて気づく。街や環境

を破壊することは、自己を破壊することなのだ。 

今日の午後、両方の脳が結合して相互作用しているようなイメージでゆっくりと呼吸をしていた。そ

のような呼吸法はこれまで行っておらず、どういうわけかそれを自然と行っている自分がいた。左脳

と右脳が連結するようなイメージで呼吸をしていると、脳がくつろぎ、脳全体が活性化されてくるのを

感じた。これも一種のイメージ療法なのだろうか。いずれにせよ、偶然ながら生まれたこの呼吸法は

興味深い効果をもたらしそうなので、引き続き意識的に実践してみよう。 

今日の時間を逆に遡っている。その呼吸法を試す前には仮眠を取っていた。そして、仮眠中に印

象的なビジョンを見ていた。隣家のニコさんの家に突然救急車がやってきたビジョンが立ち現れ

た。私は何事かと思って外に出て、ニコさんの家に駆けつけた。 

救急車が止まっているところに近づいていくと、ニコさんの家から誰かが担架で運ばれていく姿を

見た。それはニコさんのようだったが、どうやらニコさんは無事のようだった。そこで私は大いに安堵

した。慌てて外に出たつもりだったが、私の手にはゴミ袋があって、それを捨てに行こうと考えてい

たようだった。ニコさんの無事を確認したが、救急車で運ばれようとしているのはニコさんだけでは

なく、誰か別の人もいるのではないかと思い、私はその人が重症かもう死んでしまったのではない

かと思っていた。 

死体があったら見たくないと思っていたこともあり、ニコさんの家の前で家の中を見るのが躊躇われ

た。そのようなビジョンの他にも、欧州のどこか山岳地帯の風景が千変万化するビジョンも見てい

た。仮眠から目覚めて立ち上がると、睡眠の意識と覚醒の意識の狭間にあったのか、少し足元がふ

らついた。そのような出来事があった。 

そこから夕方にかけて詩集を16冊ほど購入した。厳密には、1冊ほど「ポエトリーセラピー」に関する

学術書を購入し、画家のマーク·ロスコの画集を購入したので、詩集は14冊ほどである。先日シネマ

セラピーなるものを知ったのだが、この数日以内に「ポエトリーセラピー」という実践領域があることを

知った。ポエトリーセラピーもアートセラピーの一種である。 
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表現を抑圧することが精神的な病理を引き起こし、表現をすることが精神の治癒と変容につながっ

ていくというのはもう日々の体験を通じて重々に承知しているが、言語的造形アートとしての詩作の

治癒的·変容的効果に改めて注目したい。そのような思いから、学術書で定評のあるルートリッジ出

版から“Poetry Therapy: Theory and Practice”という書籍を購入するに至った。 

詩集を貪り読む意欲を抑えることが難しく、来月ではなく本日に詩集を一括注文した。詩について

学ぶことに関心はなく、とにかく詩そのものを読みたいのだ。 

魂の癒しと肥やしとしての詩。注目している詩人は様々な国籍であり、中にはフランス語やドイツ語

を母国語としている詩人も多くいる。彼らの母国語で詩を読めれば理想だが、英訳のものからでも

十分に詩から伝わってくるものがある。詩の味わい方は様々あるが、以前であれば意味の汲み取り

にくい詩についてはすぐに離れていってしまっていたが、今は音読を通じて体感的に理解しようと

する試みをしたり、暗号を解読するかのような楽しみがある。 

本日注文したのは下記の16冊であり、これからそれらの書籍が到着するのが待ち遠しい。明日は

街の中心部に買い物に出かけるついでに書店に立ち寄り、何か詩集との出会いがないか詩のコー

ナーを覗いてみたい。 

1. The Collected Poems of Dylan Thomas: The New Centenary Edition. Ed. with Introduction by 
John Goodby. 

2. Edgar Allan Poe: Poetry and Tales (Library of America) 

3. The Poetry of Impermanence, Mindfulness, and Joy 

4. Poetry of Presence: An Anthology of Mindfulness Poems 

5. Death Poems: Classic, Contemporary, Witty, Serious, TearJerking, Wise, Profound, Angry, 
Funny, Spiritual, Atheistic, Uncertain, Personal, Political, Mythic, Earthy, and Only Occasionally 
Morbid 

6. The Power of Enlightenment: Chinese Zen Poems 

7. Poetry Therapy: Theory and Practice 

8. The Collected Poems of Frank O'Hara  

9. New Selected Poems, 1966-1987 Seamus Heaney 
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10. New Selected Poems 1988-2013 Seamus Heaney 

11. The Poems of T. S. Eliot Volume I: Collected and Uncollected Poems  

12. The Poems of T. S. Eliot Volume II: Practical Cats and Further Verses 

13. Franz Schubert: The Complete Songs Hardcover – Illustrated  

14. Rothko by TASCHEN  

15. Henry David Thoreau : Collected Essays and Poems 

16. Ralph Waldo Emerson : Collected Poems and Translations  

フローニンゲン：2021/1/4（月）19:52 

6530. 公務としての日々の活動/詩から得られるもの 

——何でも好きなことをしたらいい。ただし、それはこの世界に喜びを生むものにしなさい——ウォル

ター·ホイットマン 

時刻は午前5時を迎えた。辺りの静寂さに思わず息を飲む。闇の深さは恍惚感をもたらすほどだ。

外の世界は大人しく佇んでいて、何かをこちらに語りかけてくるかのようだ。 

昨夜眠りの世界に落ちる前にベッドの上で、「平和」「平穏」「平等」の実現について考えていた。自

分の名前には「平」という文字が入っていて、その文字が含まれたそれらの単語が指し示す状態に

この世界がなってくれないだろうかという願いがあった。「平等」に関して言えば、「公平」という言葉

に置き換えた方がいいかもしれないということも考えていた。「公（おおやけ）」という漢字もまた自分

の関心を引く何かがある。 

ちょうど一昨日に、日々の探究活動も創作活動も公に資する「公務」としての意味合いがあるという

ことについて考えていた。そう、日々の自分の活動は、自分を超えた何かに仕えるため、あるいは

捧げるための公的な意味があり、またそうでなければならないという思いがある。自分の活動を私的

空間に閉じ込めるのではなく、絶えず公的空間に接しながらそちらに向かって開いていくこと。それ

をより意識した取り組みが今後進展していくだろう。 

© YOHEI KATO 2020 19



ここ最近はめっきり寒くなった。昨日の段階の天気予報では、今朝は雪が降る予報だったが、今は

何も降っていない。昼前後に雨と雪のマークが付されていて、夕方にはそれが落ち着くようだ。今

日は夕方に街の中心部に買い物に出かける予定があった。雨と雪の様子を見て無理に出かける

必要はないが、傘を刺さずに済みそうであれば街の中心部に繰り出していこう。まずは書店に立ち

寄り、詩集を求める。数日前と昨日に、合わせて合計で21冊ほど詩集を購入したのだが、それでは

全く満ち足りない。過去現在にわたって、この世界には素晴らしい詩人がたくさんいたのである。 

いつか日本語でも詩を読みたい。今年は日本に帰らないと決めているので、次回の一時帰国とな

る再来年の春には、日本語の詩集をたくさん購入する予定だ。それは素晴らしい手土産になり、存

在を豊かに肥やしてくれる資産になるだろう。 

ここ数日間の間で購入した詩集は、特定の詩人の全集のようなものが多い。ある詩人の詩をできる

だけ全て読みたいという思いがあり、バラバラに詩集を購入するのではなく、彼らの作品が時系列

的になっていれば、それを通じて彼らの詩的世界観の深まりのプロセスを理解したいという思いもあ

る。購入した詩集の中で、トーマス·スターンズ·エリオットのものがあり、彼の詩集は全2巻、合計で

1700ページほどあった。彼以外の詩集でも1000ページを超えるものがいくつかあり、600ページほ

どのものも結構あった。 

来月にかけてイギリスとオランダの書店から続々と注文した刺繍が届くであろうが、手に取ったとき

の重さが楽しみだ。それは物理的な重さを超えて、詩集に込められた精神的な重みもそこにあるだ

ろうから。 

エリオットの詩作から、保守主義の思想の何たるかを学ぶ。彼は伝統、すなわち古典に立脚した創

作方法を採用していて、それは今自分が毎日の作曲実践で大切にしていることと大いに重なる。実

際にエリオットの詩を読むことを通じて、また新しい学びが得られるだろう。このように詩を読むことを

通じて、様々な刺激を受けながらたくさんのことを学んでいきたい。 

詩の真髄が自分の内側に染み入るように詩集を毎日読んでいく。今書斎の机の上には、詩集と楽

譜しかないような状態だ。そして窓の方の机の上には画集が高く積み上がっている。手元の机の右

側に詩集の山があり、左側に楽譜の山がある。その山の向こうのテレビ台には、机に置き切れない
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楽譜の山が聳え立っている。それらの山を全て登り切った時、どのような世界が開けているのだろう

か。そこでの眺めと感覚が今から楽しみである。フローニンゲン：2021/1/5（火）05:34 

6531. 詩とリズム 

時計の針が気がつかない間に進んでいる。進んだのは時計の針だけなのか。自分の人生もまた少

しばかり進んでいたようだ。いや、そもそも人生というのは進むようなものなのだろうか。仮にそれが

ただ全体としてそこに在り続けるような類のものであったらどうだろう。それはただそこにあり、在りな

がらにして深まっていくものなのだが、それを前進的に進むようなものとして捉えるのではなく、何か

別様の捉え方があるのではないかと思う。 

人生の捉え方が、その人の人生そのものに影響を与える。人生の捉え方は、日々見える景色を変

え、日々の体験の質を変える。当然人や社会との接し方も変えてくれるだろう。そうなってくると、人

生の捉え方というものがいかに大事かが見えてくる。 

自分は決して他者や社会が作り上げた幻想的·虚構的な人生観に基づいて生きはしない。それは

唾棄とまでは言わずともすぐさま棄却するべきものであり、自分独自の人生観というものを見出し、

それを深めていく。人それぞれに固有の人生があるのだから、そんなことは当たり前なのだ。そうし

た当たり前を放棄したのが現代人であり、その集合が現代社会なのだ。 

詩人のエドガー·アラン·ポーは、「私にとって詩とは、美のリズム的産物である」ということを述べてい

る。少し前にリズムに関する音楽関係の書籍を何冊か集中的に読んでいた。音楽にとって、いや生

命にとってリズムはとても大切であり、生命現象はリズムに他ならないと述べてもいいほどだ。 

ポーの詩集も昨日購入したのだが、詩集をこれから毎日味わいながら読むことによって、偉大な詩

人たちが体得した言葉のリズムを学んでいくことになるだろう。それは言葉のリズムを超えて、彼らの

命のリズムに他ならない。いや、彼らの魂のリズムと述べていいかもしれない。 

魂のリズムが具現化したものが本当の詩なのだ。自分の魂のリズムに共鳴する詩にどれだけ出会え

るだろうか。今後は、世界を旅する中で、滞在先の書店や古書店で詩集を求めるようにする。これま
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ではもっぱら思想書や芸術書ばかりを旅先で求めていたが、これからはそこに詩集が加わった。旅

先で購入し、そこで読む詩集は思い入れの深いものになるだろう。 

今日もまた旺盛に映画鑑賞を進めるだけではなく、詩集も旺盛に読んでいく。魂の渇きと飢え。そ

れは魂の成長にとって必要なものであり、とても自然な現象なのだと思う。魂の渇きと飢えを満たす

形で日々の取り組みを行っていく。今のところ自分で詩を作ることは考えていないが、詩集を通じて

得られたものは、日々の日記の中や曲の中に何かしらの形となって現れるだろう。とりわけ、言葉の

リズムや曲のリズムに影響を与えるはずだ。 

命のリズム、魂のリズムとしての詩に触れることによって、自分の内側のリズムに変化が見られない

はずはない。仮に変化が見られなければ、それは詩を読んだことにはならない。詩を読むというの

は、自分の魂に滋養をもたらし、内側のリズムを変容させていくことなのだ。そして内的リズムの変容

を持って、日々の活動をさらに意味のあるものにしていくことなのだ。そのようなことを思う。フローニ

ンゲン：2021/1/5（火）05:51 

6532. 日々の歩み/今朝方の夢  

——その一歩一歩を自身が生きた証とせよ——ウォルター·ホイットマン 

日々の活動の1つ1つが自分の生きた証となる。この日記1つとってみてもそうだ。また、今から描く1

つの絵、そして絵を描いた後に作る1つの曲もまたそうである。自分が生きた証を残すことが目的な

のではなく、証を形として残す過程の中で自己を深めていくこと、そして証を残すことを通じて他者

や社会と関わっていくことが大事なのだ。端的には、自分が生きた証を残すというのは、決して自閉

的な行為ではなく、すこぶる外側に開かれたものであり、利他的なものである必要がある。そのよう

なことを思う。 

今朝方はいくつか印象に残る夢を見ていた。外の世界に広がる静けさと闇が、今朝方の夢を思い

出させてくれることに一役買っている。夢の中で私は、小高い砂丘の上にいた。ふと少し遠くの方に

目をやると、誰かが蟻地獄のようなものに吸い込まれ、生き埋めになろうとしていた。それを見て、私

はすぐさま助けが必要だと思った。その場に駆けつけた時、ちょうど小中学校時代の友人（KS）もそ

の場に駆けつけ、彼が率先して大きな蟻地獄のような砂の渦の中に腕を突っ込んだ。すると、彼の
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腕は見る見るうちに飲み込まれていき、これは蟻地獄の中に身体を投げ出す覚悟を持たなければ

救出は不可能だとお互いに悟った。 

彼は一旦腕を砂の渦から抜き出し、上着を脱いで、深呼吸をした。「今から体ごとこの渦の中に入

れるから、何かあったら助けてくれ」と彼は述べた。彼の勇敢な姿勢には大変感銘を受けた。という

のも、私もすぐさま砂の渦に腕を入れようとしたのだが、自分も地中に飲み込まれてしまうと思って

躊躇っていたからである。 

そこからは、彼の補助役として渦のすぐそばにいて、土を払い退けたり、いざとなったら彼を救出す

る役割を担うことにした。彼が砂を懸命に払い除けていくと、地中から巨大なミミズが大量に出てき

た。それは見たこともないような大きさであり、最初私はギョッとしてしまった。だが彼はお構いなしで

とにかく砂をかき上げていき、最終的には身体を全て渦の中に投げ出して、渦に飲み込まれた人を

なんとか地上に引き揚げた。すると、そこに引き揚げられたのは、上半身のスケルトンだけだった。 

説明が難しいが、それは物理的な骨ではなく、確かに骨もあるのだが、それが透き通っていて、ど

ちらかというと微細なエネルギー体のようなものがそこにあったと言っていい。身元確認は難しい

が、スケルトンの雰囲気から、それが小中学校時代のある友人（TF）だと分かった。スケルトンの心

臓部位を見ると、そこに僅かながら鼓動が見え、彼のエネルギー体はまだ生きているようだった。し

かし、彼の意識はなく、そこには心臓が僅かながら動くスケルトンの上半身だけが横たわっていた。 

そのような夢を見た後に、気がつくと私は車の中にいた。車からの景色から察するに、そこはどこか

のリゾート島のようだった。海を眺めながら、少々うねった道を車が進んでいた。運転をしていたの

は、小中高時代の女性友達（YY）であり、後ろの席にはまた別の友人が座っていた。どうやら私た

ちは、今から1週間後ぐらいに学校の定期試験を受ける必要があるようだった。お互いに試験勉強

の進み具合について話をしていた。 

その中で、運転している友人が、地理の資料集の無味乾燥さに呆れていることを話してくれた。私

はそれに同意であり、彼女と同様に、私もテスト勉強が捗らないと愚痴をこぼした。だがそれでも試

験勉強はしようと思って、カバンから教科書を取り出すと、いつの間にか車が海岸に到着した。車か

ら降りると、海風がとても清々しく、塩気を含んだ空気が何とも言えなく美味い。 
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伸びをして体をほぐし、海風を満喫すると、海と河川の出会い頭の水の溜まり場で泳いでいる人た

ちの姿が目に入った。近寄ってみると、欧米の一流映画俳優たちがそこで泳いでいた。彼らは私の

存在に気づき、笑顔で手招きをして自分も泳げと要求してきた。それは強制的なものではなく、友

好的なものだった。 

彼らの中に、そこにいる人たちから「王子」と呼ばれている俳優がいた。彼がなぜ王子と呼ばれてい

るのかはわからないが、随分と昔に何かの映画で王子役を演じたからなのかもしれないと思った。

すると、後ろから私を呼ぶ声がして、振り返ると、小中学校時代の親友（YU）が立っていた。彼は勢

いよくこちらに駆けてきて、走りながら服を脱ぎ、水の溜まり場に向かってジャンプした。水しぶきが

その場に上がり、その場にいた全員は大いに笑った。すると、どうやら今から映画の撮影が始まるら

しい雰囲気になり、親友と私はその場を去る決心をした。フローニンゲン：2021/1/5（火）06:26 

6533. 至高体験の中で/今朝方の夢の続き 

少しばかり小雨の足音が聞こえたかと思って窓の外を眺めると、そうはどうやら気のせいのようだっ

た。相変わらず漆黒の闇の世界が広がっている。 

漆黒の陶器の美しさ。これまでに見た漆黒の陶器の吸い込まれるような美しさが自ずから思い出さ

れる。 

時刻は午前7時を迎えた。この時点ですでに日記を3つほど執筆し、これが4つ目である。また絵も3

枚ほど描き、曲も2曲ほど作った。日記を執筆し、絵を描き、曲を作るというのはいつもの流れであ

り、曲を2曲作り終えたら映画鑑賞に入り、そこからは創作活動と映画鑑賞を行ったり来たりするよう

な形で日々を過ごしている。ここ最近はそこに詩集を読むということが入り、日々がさらに充実したも

のになっている。映画と詩集が自己の起爆剤になっていることは明らかであり、自己の創作活動と

充実さを爆発させている。爆発を通じた自己の溶解と再生がそこにある。それはいつもそこにある。

毎日がそれが起こっているのだ。 

アブラハム·マズローは「至高体験」を偶然の産物とみなしていて、決して意識的にそれを体験でき

ないと述べていた。だが、マズローの理論を拡張させる形でコリン·ウィルソンは、至高体験を意識的

に体験する道筋を示した。昨夜は料理を作りながら、ウィルソンの肉声が吹き込まれた講義音声を
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聞いていて、彼の考えを参考に、今日も自らの活動に集中·没入する形で至高体験的に時間の流

れと一体化していこうと思う。 

今朝は4時半に起床するという決して早くない起床だったが、至高体験的な状態が絶えず続いてい

る今の自分からしてみると、この2時間半の間に随分と活動に取り組んでいたことがわかる。早朝の

ヨガと瞑想の時間を除けば、まだ2時間しか経っていないのだ。それでも上述のように、すでにいく

つもの取り組みを行っている自分がいる。 

至高体験的状態の継続は、自己を高みに至らしめる。だからそれは至高体験と呼ばれているのか

もしれない。 

先ほど今朝方の夢について振り返っていたが、実はまだ夢には続きがある。それらについても書き

留めておこう。それを書き終えてから映画鑑賞に移っていく。 

夢の中で私は、どこかの国の移民局にいた。そこはリゾート的な雰囲気があり、南国のどこかのよう

に思えた。移民局の申請窓口には、仕切りで区切られたブースがあり、そこで申請書に記入するこ

とができた。私はすでに申請書は記入済みだったが、ブースに座り、記入漏れがないかをもう一度

確かめようと思った。 

ブースに座ると、右隣にアメリカ人の女性が、左にアメリカ人の男性が座っていることに気づいた。

右隣のアメリカ人の女性はまだ若いが、どうやら子供がいるようだった。若くして母親になったような

雰囲気を発していて、すでに離婚しているようなオーラがあった。一方の左隣のアメリカ人の男性

は、彼もまた若いのだが、少し神経質のような雰囲気を発していて、ブースに備え付けられたパソコ

ン画面を熱心に見つめ、メールを打っていた。 

両隣の人間観察をしていると、入り口でもらった番号札の数字が呼ばれた。申請窓口に向かうと、

そこには恰幅の良いアフリカ系の女性がいて、彼女に申請書を手渡した。すると、まだ切手が貼ら

れていないとのことだったので、切手をその場で購入することにした。その女性は切手を机から取り

出し、笑みを浮かべながら切手を貼って、金額を教えてくれた。申請料と切手を合わせて、3.6ドル

とのことであり、一瞬その安さに驚いた。財布を開けると、現金が数セントしかなかったので、カード
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での支払いができるか尋ねたところ、銀行のデビットカードであれば大丈夫とのことだった。私は財

布から、オランダの銀行が発行しているデビットカードを取り出し、それで支払いを済ませた。 

すると、私の左手には、なぜかたくさんの名刺があった。いつの間にか、右隣に座っている女性の

名刺も持っていて、彼女はどうやらコーチングを生業にしているようだった。名刺をたくさん持ってい

るのはいいものの、いつかそれも捨てるのだろうと思ったところで夢の場面が変わった。 

次の夢の場面では、私はサッカーグラウンドにいて、サッカーの試合に出場していた。その試合の

前に、小中高時代の友人（TK）と後輩が所属するチームが、イタリアの名門ACミランと対戦してい

て、私はその試合を楽しみながら観戦していた。2人とも名門チーム相手に健闘しており、ちょうど

私はミランの関係者と知り合いだったので、2人をミランに売り込むようなことを試合後にそっと伝え

た。そのことを2人に話すと、2人は恐縮しながらも喜んでいた。 

雨の滴が頬を伝ってきた。空を見上げると、上空は灰色に染まっていて、雨雲から小雨の粒が落ち

てきていた。 

私は、小雨の粒を顔で受け止めながら、2人の友人が出場していた先ほどの試合を思い出していた

のである。ふと我に返ると、まだ試合中であることに気づいた。再び試合に集中し、そこから数分ほ

どプレーしたところで突然試合をしているコートではなく、練習コートに瞬間移動した。そこで私は、

高校時代のサッカー部の副キャプテンの友人と一緒に練習をしていた。 

彼は変化をつけたトレーニングを絶えず意識しているようであり、ボールコントロールの技術に長け

た彼も、変化をつけたトレーニングによって、ミスが出るとのことだった。私はそこから彼と一緒に、変

化をつけた種々のトレーニングを楽しみながら行った。 

トレーニング後、私の中には抑えがたいある思いがあった。以前のチームはボール回しがほとんど

できないような技術的にレベルの低いチームだったので、技術的にレベルの高い今のチームで、

試合中の流れるようなパス回しに早く参加したいという気持ちで一杯だった。フローニンゲン：2021/

1/5（火）07:33 
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6534. 日本の春に思いを馳せて/詩的言語/セルフイメージ 

時刻は午後7時半を迎えた。辺りは真っ暗であり、これから気温がどんどん下がっていく。明日は午

前中から雪が降るらしい。 

今日の午前中に、日本の春に思いを馳せる瞬間があった。日本の春の陽気の麗かさを思い出した

のである。日本の春をもう何年も味わっていない。これまでは年末年始に一時帰国するか、近年は

秋に一時帰国していたこともあって、日本の春を最後に経験したのはいつだったろうか。 

この10年において、2015年に1年だけ日本に住んでいて、その時に春を味わったきりである。今年

は日本に帰ることをせず、次回は再来年の春に日本に帰ろうと思っている。生命力に溢れた日本

の春がとても懐かしく、4月に入ってすぐぐらいに帰国すれば一番いい時期だろうか。 

今日は街の中心部に買い物に出かけたところ、少しばかり様子が違っていた。道ゆく人たちはマス

クはほとんどしていないのだが、店が軒並み閉まっていて、食料品を扱う店ぐらいしか開いていな

かった。そういえば、1/19まで街がロックダウンしていることを思い出したのである。予定では、街の

中心部のデパートで新しい掛け布団を購入しようと思っていたので、その店が閉まっていたことは

残念だった。ロックダウンが終わる1/19以降にまた出直そう。 

デパート以外にも書店が閉まっていて、何か良い詩集はないかを確かめに行こうと思っていたの

で、それもまた持ち越しである。幸いにも中央市場はやっていたので、そこでオーガニックの椎茸を

購入し、その足でオーガニックスーパーに立ち寄って必要なものを購入した。 

今日は映画を5本ほど見て、創作活動にも十分に打ち込んでいた。また、詩集も読み進めることが

できていた。詩集を読んでいると、言語で記述不可能な知覚世界を言語を通じて詩的に表現して

いくという道を選んだ詩人たちに共感の念を改めて抱いた。ルーミーは、本質的には言語で表現し

きれないトランスパーソナルな世界観を詩的言語を用いて巧みに表現した優れた神秘思想家であ

る。井筒俊彦先生がかつてルーミーについて書いた文章があることを思い出し、その文章を含め

て、手持ちの全集のうち、4巻ほどに詩についての論文が掲載されていて、早速それら4つの全集

を引っ張り出してきた。明日以降、ゆっくりとそれらの論文を読み進めていこう。 
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先ほど夕食を作りながら、コリン·ウィルソンが存命中の音声講義を聞いていた。ウィルソンがその中

で、セルフイメージについて言及をしていた。セルフイメージが私たちの行動や情報の受け取り方

を規定していくことはよく知られていることだが、それについて改めて考えを巡らせていた。今の自

分のセルフイメージはどのようなものだろうか。そしてそれに紐つく無意識的な行動にはどのような

ものがあり、どのような情報と日々接しているのだろうかという内省をしていた。ここから意図的にセ

ルフイメージを作り替えていくことによって、日々の行動や接する情報の種類や質が変化していくの

ではないかと思われる。この点についても実験的に色々と試してみよう。フローニンゲン：2021/1/5

（火）19:53 

6535. 意味の湧出としての至高体験/無為自然的自己と人生 

——なぜ君たちは詩を学ばないのか。詩は精神を垂直に立たせ、そうすることで天の秘密を考えさ

せる——孔子 

今朝は午前3時半過ぎに起床し、今、時刻は午前4時を迎えた。起床直後のルーティンを終え、換

気のために開けていた寝室と書斎の窓を閉めた。ここ最近のフローニンゲンはめっきり冷えており、

今日は昼過ぎから雪が降るようだ。そして明日と明後日も雪との予報が出ている。 

この時期の肌を刺すような寒さはたまらなく好きだ。存在を凝縮させるような寒さ。そうした寒さの後

にやって来る新たな自己。毎年小さな変容を遂げていく自己は、自己を取り巻く現在の環境の恩

恵を受けている。 

至高体験とは、意味の爆発と湧出として体験される。昨日そのようなことを考えながら、絶えず至高

体験的状態の中で日々を過ごしていることを改めて認識していた。日々の取り組みを通じて、自己

の意味や人生の意味、そうした意味に加えて、生きることに関する実に様々な意味が湧き上がって

来る。それらの意味の泉に浸りながら自己が喜びの中で活動に没頭しているのがわかる。 

マルクス主義的発想において、経済構造を司る下部構造が、文化を含めた上部構造を規定する。

現代の経済構造が歪なものであることを考えると、それによって規定される下部構造から生まれる

表現形式もまた歪なものになってしまうのだろうか。 
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昨日の夕方に、『亡国のイージス（2005）』という邦画を見た。この作品を見ながら、自分の人生も文

化も、様々な人間が生きることを通じて潜り抜けてきた時間の堆積の上に成り立っていることを忘れ

てはならないということを考えていた。この点については、昨日の早朝に見ていた『FOUJITA

（2015）』という映画を通じても考えていたように思う。 

この作品の主人公であるパリで活動していた画家の藤田嗣治が、「雨にもいろいろな表情があって

見ていて楽しい」というようなことを述べていたのを思い出す。彼は画家であるよりも前に詩人だった

のだ。詩人としての心を持っていたのだ。 

詩人はこの世界の様々な表情を見ることができて、それを楽しむことができる。孔子の芸術の発達

段階モデルにおいて、「人間は詩において興る」と表現しているように、詩を学ぶことは私たちの意

識を目覚めさせ、そしてそれを育む。孔子は、その発達過程の中で人は「天の秘密」を知ると述べ

た。天の秘密とは、悟り的認識世界の開墾を通じて得られる深い自己洞察·世界洞察のことを指し

ているのだろう。 

詩。詩。そして詩。今日もまた創作活動と映画鑑賞の合間合間に詩集を読む。 

これから旅に出かけるときには絶えず詩集を持参する。自己が詩集のそばにいて、詩集がそばに

いてくれる生活。 

昨夜、アメリカの詩人ロバート·フロストの詩集全集が届いた。フロストが残した有名な詩の一説に

「森の分かれ道で、人の通らぬ道を選ぼう。そうすれば全てが変わる」というものがある。今日もまた

森の分かれ道とたくさん出会うだろう。究極的には、その瞬間瞬間が森の分かれ道なのだ。人生と

は、森の分かれ道の集積であったか。いや、森の分かれ道そのものに他ならないと言うべきか。 

森の分かれ道の無限連続過程が人生を歩むということであれば、人生というのは森の分かれ道とい

うよりも、森そのものに他ならないのではないだろうか。もっと言ってしまえば、人生即自然なのであ

る。そして、分かれ道での選択には確かに結果が付きまとうが、その結果についてあれこれ考える

のは矮小な自我がなすことである点を考えてみると、人生の本質は、矮小な自我の選択や意味解

釈を超えた無為自然的なものであることがわかる。それは必然的にわかることであり、人生が無為

自然的なものであることは必然なのだろう。今日もまたそうした必然に従って生きる。自己は必然に
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従う存在であり、自己は必然に他ならない。自己及び人生は、無為自然かつ必然だったのだ。フ

ローニンゲン：2021/1/6（水）04:35 

6536. 死に触れ、意味と輝きをもたらす詩 

溢れる意味とそれぞれの意味が持つ巨大なエネルギーの恩恵を受けて、自己が今日もまた活動を

している。起床から1時間が経ち、時刻は午前4時半を迎えた。昨夜届いたロバート·フロストの詩集

が、書斎の机の上で輝いているように思える。フロストの言葉に固有の輝きがあることを考えてみる

と、詩集が輝いて見えるというのは当たり前のことなのかもしれない。 

むしろそのような輝きを見出せないのであれば、詩など読むべきではなく、死んだ言葉を通じて一

生生きることに甘んじればいいのである。逆説的かもしれないが、仮にそうした輝きを今この瞬間見

出すことができなかったとしても、少しずつ詩に触れていくことによって、死んだ言葉で構築された

監獄からいつか脱出することができ、輝きを見出すことができるかもしれない。 

今、「詩に触れる」ということを書いたが、詩に触れることは究極的には「死に触れる」ことなのだろ

う。かつてミヒャエル·エンデの父のエドガー·エンデは、「夢を見ることは死の準備である」ということを

述べていたのを思い出す。夢を見ることは、実は「詩を見る」ことでもあり、それを通じての死の準備

なのだろう。 

珠玉の言葉で紡ぎ出された、生きることについて洞察の深い詩に触れることは、生の輝きを私たち

にもたらしてくれる。言い換えると、それは私たちの生を輝かしてくれると述べることができるかもし

れない。その生の輝きが、死へ放射されるとき、死の本当の意味が見えて来る。そしてその意味

は、再び生に対して生きることの意味を照り返す。 

詩を読むことが個人の生に輝きをもたらすことであるならば、個人を超えて、この「世」に対しても輝

きをもたらしてくれないだろうか。不穏な現代社会は光を求めている。現代社会の闇を生み出して

いる根源に、歪んだ自然言語の存在を認めざるを得ない。自我にせよ、社会構造にせよ、文化に

せよ、それらは自然言語によって強く規定されている。現代人の認識と行動を規定している言語そ

のものを緩やかに、そして確かに変容させていくことを通じて、この世界の漸進的な変容を促すこと

に詩が役割を果たしてくれないだろうか。 
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詩や詩人を軽んじる愚かな態度がこの現代文明に蔓延していることを考えると、その実現は非常に

難しいのかもしれないが、言葉が人間の感情や行動、そして社会の文化や制度の諸々を規定する

ことを考えると、言語空間の質的変容は避けて通れないことなのではないだろうか。 

再びフロストの詩集に目が行く。これは600ページほどの詩集なのだが、意外とコンパクトであり、ど

こにでも携帯できそうだ。早く詩集を携えて旅に出かけたい。雪が溶け、冬が去ったその後に、また

積極的に旅に出かけよう。もう一人旅ではない。旅の友に詩集がいるのだから。 

昨夜、就寝前にフィンランドの詩人とオランダの詩人について調べていた。厳密にはその前に、

シュルレアリスムの詩人についても調べていた。こちらについては、“Surrealist Poetry: An 

Anthology”という詩集を購入予定リストに入れ、シュルレアリスムの創始者であるアンドレ·ブルトンの

詩集“Poems of Andre Breton: A Bilingual Anthology”も購入予定リストに入れた。こちらはタイトル

にあるように、仏英のバイリンガル形式であり、ブルトンが発したフランス語の生の言葉を聞くことが

できる。バイリンガル形式の良さは、実際の詩人の生の声を聞けることかと思う。そのような観点で、

フィンランド語とオランダ語のバイリンガル形式の詩集を探してみたところ、下記の4冊の詩集を見

つけた。これらについては来月に書籍を一括注文する際に購入したい。 

·Six Finnish Poets (New Voices from Europe & Beyond) 

·Contemporary Finnish Poetry 

·100 Dutch-Language Poems - From the Medieval Period to the Present Day Bilingual Edition 

·Dutch Poetry in Translation: Kaleidoscope, from Medieval Times to the Present, With Parallel 

Dutch Text  

詩に囲まれ、詩に溢れた生活とは、生きる意味に溢れた生活であり、輝きに満ちた生活であると言

えるだろう。今日もまた意味と輝きに満ちた1日を過ごしていく。そうした日々を積み重ねていくこと

によって、自己は溢れんばかりの意味と輝きに完全に合一化する。その完全な合致こそ、過去の偉

大な思想が述べる人間の完成なるものなのではないかと思う。フローニンゲン：2021/1/6（水）04:59 
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6537. 詩と永遠世界/父と母から受け継いだもの 

人の生き様というものは、言語で全て把捉することができないことを考えてみると、人の生き様とは

詩そのものに他ならないと言えるのではないかと思えて来る。詩というのは、言葉で捉え切ることが

できない物事を、言葉の限界を通り抜けていくことを通じて表現されるものであり、そう考えてみる

と、人の生き様は究極的な詩なのではないかと思えて来る。 

日々私たちは言葉にならないものを抱えながら生きていて、それはまさに詩を通じた生と言えるの

ではないだろうか。日々を生きるというのは、詩を生きるということだったのだ。 

昨日見た『FOUJITA（2015）』という映画の中で、主人公である画家の藤田嗣治は、「意味はいつか

物語を超えて受け継がれていくものだ」ということを述べていた。意味、すなわち言葉の伝承と不滅

性をそこに見る。そうであれば、永遠世界に参入する秘訣をここに見出すことができないだろうか。

日々を生きることは詩を生きることであり、詩とは言葉の産物なのだ。そして言葉はそれを発した人

間から離れても、いやむしろ小さな自己から脱却することを通じて受け継がれていく。小さな自己か

ら脱却した言葉は、その当人の大きな自己の言葉となり、その言葉が永遠に受け継がれていくこと

は、自己が永遠世界に生きれる可能性を示しているのではないだろうか。 

日々を生きるというのは詩を生きること。詩を生きるというのは、日々を生きること。そしてそうした生

は、永遠世界の道の上を辿っていく。今自分はその道の上を歩いていて、同時にそれは今この瞬

間の自分が永遠世界の中を生きていることも示している。 

オーガニックの大麦若葉と小麦若葉をブレンドしたものにチアシードを加えた飲み物を飲み干し

た。何をどのタイミングで飲むかに関して一連の流れがあり、ここからしばらくして、ベジブロスに味

噌を加えたものを飲む。最近はそこにカレースパイスを振りかけていて、その味とスパイスの効能の

恩恵に預かっている。 

先ほどふと、以前父が創作していた詩を改めて読みたいと思った。父は写真を愛し、長らく写真を

撮り続けている。そして昔は絵も描いていて、今は再び絵を描くか小説を執筆することを考えている

ようだ。 
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昨年の秋に実家に滞在していたとき、母が「ライアー（古代ギリシャの竪琴）」という楽器を自分に勧

めてくれた。私はこの楽器の音色とコンパクトさに惹かれ、いつかこの楽器を購入し、自分で作った

曲を演奏してみたいと思った。 

母とリビングでこの楽器について話をしていると、リビングを通りかかった父が話に入ってきて、父も

その楽器に興味を示した。その後3人でしばらく話をし、父は自分の部屋に戻った。私も自分の部

屋に戻ろうと思ったが、父の部屋を覗いてみようと思い、覗いてみると、父はパソコンの画面と睨

めっこしていて、そこにはライアーに関するアマゾンの商品ページが映し出されていた。先ほどライ

アーという楽器を初めて知った父が、もうすでにその購入を検討していることが可笑しかった。一方

で、自分が面白いと思ったもの、挑戦してみたいと思ったものを今すぐにでも挑戦する精神を父の

中に見て、それは自分の中にも脈々と受け継がれているものだと改めて思った。 

やりたいことをやらない人生にどのような意味があるのだろう。そうした人生に輝きはない。 

結局父はライアーを購入したのだろうか。母は毎日熱心にピアノの練習をしている。ピアノの練習を

している時の母は輝いていて、実に生き生きしている。その輝きは母の日常も光で満たしているか

のようだ。 

母は新しく購入したピアノと毎日触れ合っているが、父は随分と昔に購入したオカリナにせよ、この

間見せてくれたドイツ製のハーモニカにせよ、楽器を持っているものの、それらを演奏している姿を

見たことがない、と母と私はよく父を冷やかす。演奏されない父の楽器の博物館にライアーも加わる

のだろうか。それとも父もどこかのタイミングで本格的に演奏に乗り出すのだろうか。 

両親にはやりたいことは全てやって欲しいと思う。自分はそうした形で日々を生きていて、日々の一

瞬一瞬が輝きに満ちており、それへの感謝の念を持って人生を過ごすことができている。それを実

現させてくれたのは、両親から受け継がれた精神性によるところが大きいだろう。そうであれば、父

も母もやりたいことだけをやる日々を過ごすことができるだろうし、それによって人生を最後の瞬間ま

で謳歌することができると思うのだ。フローニンゲン：2021/1/6（水）05:35 
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6538. 今朝⽅の印象的な夢

時刻は午前7時半を向けた。つい今し方『孤独のススメ（2013）』というオランダの映画を見た。物語

の展開と合わせて、オランダの田園風景の美しや住居の美しさが見事に映し出されていて、想像

以上に素晴らしい作品だった。今朝方書き綴っていた人生の過ごし方に関する点とつながるような

作品だった。昨日の朝もずいぶんと日記を書いていたように思うが、今綴っている日記も本日4つ

目である。映画を見る前に絵を2枚ほど描き、曲に至ってはすでに3曲作っている。 

充実感によって爆発し、充実感の中に溶け出して生きている自分を実感する。連日、コリン·ウィルソ

ンが生前に作った音声講義を聞いているのだが、まさにウィルソンが指摘した意味の横溢が実現さ

れた至高体験的生を日々生きていることを実感している。 

換気のために開けた窓。窓を開けた腕の動きに喜びが満ち溢れ、背筋に感動的なエネルギーが

流れた。未だ夜が明けぬ真っ暗な世界を眺めながら、開いた窓から冷たい風が流れて来る。その

風が頬に伝い、頬が喜びに満ち溢れる。 

歓喜に溶け込む自己と、歓喜と化す自己。その瞬間、世界もまた歓喜と化し、自己は世界となる。 

そういえば今朝方は印象的な夢をいくつか見ていた。夢の中で私は、学校の教室にいた。それは

実際に通っていた中学校の教室のようだった。そこで部活の顧問の先生が授業をしていて、私は

教室の右端の席に座って授業を聞いていた。先生の授業は堅苦しいものではなく、特にその日の

授業は雑談がメインのようだった。 

そこで先生は、教師としての仕事以外に、モデルの育成と斡旋を行っているという話をしてくれた。

先生はまだ20代後半と若かったのだが、すでに120人ほどのモデルを輩出しているそうだった。そ

の中には教え子もいて、1人忘れられない教え子がいたそうだ。彼女を担任として受け持った時、新

学期の最初にクラスの生徒全員に自己紹介をさせたことがあったそうだ。彼女が壇上に立ち、ひと

たび自己紹介を始めた時の第一声に、クラス全員が引き込まれたそうだった彼女が持っている朗ら

かな声と表情、そして人々を勇気づけ、心を明るくしてくれるオーラにクラス全員が驚いたとのことで

ある。先生の話に耳を傾けていると、その女子生徒の姿が想像されるかのようだった。 
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驚いたことに、私の目の前に、ホログラムのようなアルバムが立ち現れ、そのページがめくられて

いった。その中に彼女の写真があり、先生の言うように、本当に明るい表情をした女の子だったよう

だ。アルバムのページが次々とめくられていき、その中に動物がいることに気づいた。どうやら先生

は、120人の教え子をモデルとして輩出しただけではなく、動物もモデルとして世に送り出したよう

だった。 

私：「先生、120人の教え子をモデルとして輩出したと言っていましたが、厳密には120人と2匹です

よね？（笑）」 

先生：「あぁ、そうだ（笑）。それにしても細かいな」 

私は先生に茶々を入れたかったのでそのように述べ、先生を含め、教室全体が笑いに包まれた。

そこから私は、笑いだけではなく、少し真面目なことも聞いてみようと思った。 

私：「先生は人と動物をこれまで育てる経験を通じて、人と動物の成長プロセスにおける共通点と相

違点はどのようなものだと思いますか？これはありきたりな質問かもしれませんが」 

先生：「なかなか真面目なことを聞くなぁ。そうだなぁ···」 

先生はそこからしばらく考え込み、何か言葉を紡ぎ出そうとしていた。そして出てきた言葉にマクロ

経済学の観点が盛り込まれていることに私は驚いた。正直なところ、先生の回答に何の期待もして

おらず、そして自分なりの回答にはマクロ経済学の観点、さらには先生が述べた総資本とマルクス

主義的な下部構造の観点など入る余地もなかったので、驚きはひとしおだった。 

先生の斬新な答えを聞いた瞬間に、その場が合宿所の大広間に変わった。そこで私たち生徒は雑

魚寝をするらしかったが、先生はベッドで寝ることになっているらしい。2つの巨大なベッドが部屋の

右隅と中央に置かれていて、私たちはベッドメイキングを手伝った。ベッドメイキングが終わると、夕

食の時間となった。 

その合宿所は山の中にあり、その山は野生動物が多く出没し、その一帯は狩りが認められている。

宿の亭主が狩りの達人のようであり、奥さんはジビエ料理の腕前が抜群との評判だった。狩猟で
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獲った野生動物と、その宿が飼育しているウサギが本日の肉料理のメインのようだったが、私は肉

料理を食べることはできないので、野菜中心のベジタリアン料理を作ってもらうことにした。先ほどま

で愛らしく動いていたウサギが殺され、それが料理として出て来ることに私は恐ろしさを感じた。ま

た、多くの人がそれをなんとも思わずに食べてしまうことにも強い恐怖と嫌悪感を覚えた。 

夕食を摂り終えると、高校時代に一番背が高く、サッカー部に所属していた友人が速やかに就寝

に入り、大広間の一番端の布団の中でぐっすり寝ていた。彼の姿を見て、私も早く寝ようと思い、友

人を見習って早く就寝しようとみんなに呼びかけると、実は彼はまだ寝ておらず、布団からひょっこ

り顔を出して笑みを浮かべた。そこで夢の場面が変わった。 

次の夢の場面は、日本のようだった。私は、日本のどこかの都市にいて、高速道路の下の道を歩い

ていた。すると、かつて塾で教えていた教え子の兄弟がこちらに向かって歩いて来ていることに気

づいた。彼らの後ろには、2人の母親がいて、どこか心配そうな表情を浮かべていた。 

2人の兄弟はもうすっかり大きくなっていて、大人のように見えた。兄の方は小柄だったのだが、弟

の方はずいぶんと背が高く、今や弟の方は相当大きな男になっていた。 

2人がこちらに近寄って来ると、どうやら2人が口喧嘩をしていることに気づいた。母親はそれを心配

しているらしかった。いざ2人が私のすぐ近くまでやってきた時に、私は挨拶をしようと思ったが、2人

は私の存在に全く気づいておらず、素通りしてしまった。2人は口喧嘩のためそれどころではなく、

周りの世界が見えていないようだった。 

思わぬ形で素通りされてしまった私は、しばらくその場に佇んで、振り返って2人の後ろ姿を眺めて

いた。すると突然、時計の針が急速に逆行し、私の目の前に高速道路の真下にある横断歩道が現

れた。厳密には、先ほど通り過ぎた横断歩道の前に再び私は立っていたのだ。すると、前方から2

人の兄弟がやってきて、弟は素早く横断歩道を渡ったのだが、弟に罵声を浴びせた兄の方が何か

まだブツブツ呟きながら横断歩道を渡っていた。 

兄の方は視界が狭く、弟の背中しか見ていないようだった。すると、よそ見をしている運転手が運転

する大きなワゴン車が横断歩道に突っ込んできて、兄はワゴン車に轢かれた。兄は道路に激しく頭

をぶつけ、頭から大量に血が流れてきた。その光景を見た時、私は即死だと思った。 
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後を追っていた母親は泣き叫び、その光景はとても痛ましいものだった。だがなんと、地面に血だら

けになって倒れていた兄がすくっと立ち上がり、フラフラしながら横断歩道を引き返し、左の方に向

かって歩いて行った。私は彼のふらつく姿をぼんやりと眺めていて、言葉を失ったままその場に立

ちすくんでいた。 

最後の夢の場面では、私は高校時代を過ごした社宅の自室にいた。その日は休日のようであり、

時刻は朝のようだった。部屋でくつろいでいると、開けっぱなしにしていた部屋の扉から、母方の祖

母がひょっこりと顔を覗かせた。どうやら今日は、日本の伝統料理の食べ方に関する筆記試験を私

は受けることになっていて、朝食を摂る際に祖母が伝統料理の食べ方に関する確認のレクチャー

をしてくれるとのことだった。 

私は別にそれは必要ないと思っていたが、せっかくなので祖母のレクチャーを受けることにした。す

ると、父が私の部屋にやってきて、「まだ支度をしてないのか？」ということを含んだ言葉を投げかけ

てきた。父は車で試験会場まで私を連れて行ってくれることになっていて、約束した出発の時間ま

でまだ時間があったが、父は約束した時間の10分前ぐらいからソワソワ動き出す行動特性を持って

いることを思い出し、すぐさま支度をする旨を伝えた。そこで夢から覚めた。 

意識を今この瞬間に向けてみると、この日記を書き始めて1時間が経っていた。途中、コーヒーを煎

れたり、煎れたてのコーヒーを味わっていたこともあるが、まさか1時間も経っていたとは。これから就

寝まで、時間なき時間の中で自分の取り組みに没頭していく。フローニンゲン：2021/1/6（水）08:29 

6539. 至高体験への扉/ここ最近聴いているポッドキャストについて  

時刻は午後7時半を迎えた。静かな夜の世界がやってきて、今、その静けさに癒されている。 

今日は天気予報の通り、午前11時前ぐらいから雪が降ってきた。そこから断続的に雪が降った。今

は雪は止んでいる。どうやら今夜から明日の朝にかけて雪が降り、いったん雪が止んで、午前中か

ら午後にかけて雪が降るようだ。 

今日の取り組みを振り返ってみると、深海に潜っているかのような集中力で1つ1つの活動に取り組

んでいたように思う。そこでは意識が外部世界を離れ、内面世界へ深く潜っているような感覚があっ
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た。コリン·ウィルソンが指摘するように、至高体験の状態に入るためには、第一条件として集中する

ことが必要になる。極度な集中状態になればなるほど、至高体験の質が高まっていく。明日もまた

こうした集中状態を心がけていきたい。深くゆったりとした呼吸をすることが集中状態へ導き、至高

体験への扉を開く。 

ここ最近は写譜をしている最中に、Spotifyを経由して世界のニュースを取り上げたポッドキャストを

聴くことが多い。しばらくの間は、“Democracy Now!”という独立系のメディアの番組を聴いていた。

この番組のコンテンツの独立性は定評があり、実際に興味深いコンテンツを毎日提供しているのだ

が、いかんせん最近はコロナの話やテロに関する話が多く、しかもそれらの実情を生々しく伝えるこ

ともあって、気が滅入りそうになってしまうことがある。そうしたことから、もう少し気軽に聴ける“Inside 

Europe”を最近は聴いている。“Democracy Now!”はアメリカの番組であり、どうしてもアメリカ目線に

なりがちであり、取り上げられる話題もアメリカに関することが多いのだが、“Inside Europe”は広く

ヨーロッパの国々を取り上げている点において面白い。 

先ほど聴いていた少し前の配信ニュースの中で、コロナ下で精神を落ち着かせるために絵を描い

たり、楽器を演奏したりする人について取り上げられていた。世界的に見て、今人々は精神が滅

入ってしまうような状態にあるが、その中で精神を安定させるために、芸術活動に取り組み始めた

人も多いのではないかと思う。確かに、自分も絵を描き始めたのはコロナの問題が生じてからである

し、詩集を本格的に読み始めたのも最近になってのことである。 

時代が過酷なものになればなるほど、その中から時代の過酷さを乗り越えていく創造的な人間が生

まれるというのは過去の歴史においても見受けられる事柄であり、今回のコロナはそれが世界規模

での出来事でもあるから、今後この世界の中から時代の過酷さを乗り越えていく創造的な人間が数

多く生まれてくるかもしれない。しかし、今回の出来事の過酷さに打ちのめされてしまう人もいるであ

ろうし、むしろそうした人の方が多数を占めるように思われるため、今回のコロナは色々な意味で人

間の自然淘汰をもたらすものなのかもしれない。 

最後に、先ほど聴いていた番組の中で、サブリミナルで気分が落ち込まないようにすることへの注

意が促されていた。テレビのニュースやSNSなど、私たちの気分を容易に操作し、気持ちを落ち込
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ませることを可能にするそれらの媒体との付き合い方は一人一人がよく考えるべきかと思う。とりわ

け今の世相を鑑みると、それはとても大切な心がけだろう。フローニンゲン：2021/1/6（水）20:06 

6540. 今朝方の夢/夢の相互連関を意識して 

時刻は午前5時半を迎えようとしている。昨夜の予報とは異なり、今は雪が降っていない。 

深い闇に包まれたとても静かな朝の世界が広がっている。どうやら今日は一日中天気が悪いらし

く、小雨日和のようだ。午前中に天気が良ければ午前中に近所のスーパーに行きたいと思ってい

たが、天気予報を見る限り、夕方も同じような天気のため、いつもと同じように夕方に買い物に出か

けよう。 

ここ数日間は印象的な夢を見ていて、今朝方もいくつか記憶に残る夢を見ていた。夢の中で私は、

日本の見慣れない街にいた。そこは都市から少し離れた自然のある郊外の街だった。その街は山

と接していて、丘の上の方には住宅地と店が集まっている一角があった。私は丘の上のカフェまで

歩いてやって来て、そこで少し寛ごうと思った。 

カフェのテラス席を見ると、そこに以前お世話になっていた知人が数名いた。そして彼らの脇には、

あるメディアの経営者がいた。知人たちに挨拶をし、その中の1人が私にその経営者の方を紹介し

てくれた。その方の歳は60歳近くであり、長年発刊している雑誌の執筆を任せられる有望な若手を

探しているとのことだった。 

その方が直接的に述べたわけではないのだが、話の流れと雰囲気から、私に執筆依頼をしている

のだと理解した。しかし私は何か文章を執筆する気などなく、断ろうと思った。そのため、「すいませ

ん」と一言だけ述べると、その経営者の横に座っていた知人が、「この場にふさわしい日本語は「申

し訳ありません」じゃない？」と述べた。そこで笑いが起きたが、私は笑う気分ではなく、面倒なこと

に巻き込まれてしまったと思った。 

私は早く1人になって、自分がしたいことをやりたいと思っていたのである。すると今度はその経営

者の方が、子会社の雑誌会社の経営を誰かに任せたいと話し始めた。またしても、その経営を私に

任せたいという思いが伝わって来て、それも断ろうと思った。 
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すると、その場にいた他の知人の話によって少し話が脱線しそうになった。それを見計らって私は、

「すいませんが時間なので」と無愛想に述べてその場を去ると、その場にいた知人たちが私の陰口

を述べ始めていた。カフェから離れて行った私に対して、誰かが「大人になろうよ」という言葉を笑い

ながら投げかけていることにも気づいた。こちらの立場や関心を理解することなく批判的な言葉を投

げかける人たちにうんざりする気分になり、人に関わるとろくなことがないと改めて思った。 

人から何か依頼されたら基本は断る方針で、よほど自分の関心と合致していない限り、他者が持ち

かけてくる仕事は引き受けないことを誓った。自分はこれからも1人で自らの取り組みを前に進めて

いこうと思ったのである。 

依然として心の波が少し立っている状態で丘を降りると、目の前にデパートが見えて来た。先ほど

のカフェでは寛ぐことができなかったので、デパートの1階のカフェで休憩をしようと思った。デパー

トに入ると、1階にはたくさんの惣菜屋が入っていて、そこで働いている教え子に偶然出会った。彼

女はもう大学生になっていて、今バイトとしてその店で働いているようだった。 

彼女の表情はとても明るく、元気そうで何よりだった。教え子との再会によって、先ほどまでの嫌な

気分はどこかに吹き飛んでいた。そこで私は、仕事などを通じて利害関係が生まれるような人付き

合いは基本的にやめにして、利害関係が生じないようなごく少ない人付き合いだけを大切にして生

きていこうと思った。 

ようやくカフェに到着し、飲み物を注文して席に向かった。席に到着すると、近くに知人のイラスト

レーターが座っていることに気づいた。彼は少し神妙な表情を浮かべていて、話しかけてみると、先

日、イラストの大会で準優勝したとのことだった。彼は準優勝そのものは喜んでいたのだが、何か別

の件で悩みを抱えているようだった。それが何かすぐにはわからず、彼は私に、受賞作品を見せて

くれた。 

受賞作品は紙に丸められていて、その紙を平にして机の上に広げてもらうと、作品の背景の紫色が

とても鮮やかであり、その点を褒めた。だが、それ以外に誉めたいと思うような箇所が見つからず、

言葉に詰まった。絵そのものの技術に関してもあまり高くないように思えてしまい、自分にもすぐに
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描けそうに思ってしまったのである。作品についてあまり褒めることができなかったので、作品の表

に寄せられた様々な人からの寄せ書きについて話を移した。 

そう言えば自分も寄せ書きをしたなと思い、確かめてみると、自分のメッセージも短いがそこに書か

れていた。寄せ書きを全て見せてもらった後、私はそれ以上話をすることがないと思ってその場を

後にすることにした。 

店を後にすると、偶然ながら高校時代の友人（SK）と出会った。彼曰く、先ほどまで話をしていたイ

ラストレーターの小説が今すごく売れているとのことだった。その話を聞いて、そう言えば彼はイラス

トを描くだけではなく、小説も書いていることに気づいた。何やら、彼の小説はテレビドラマにもな

り、テレビ放映の効果も相まって、今や書店では売り切れ状態とのことだった。返品や転売、そして

中古販売ができない仕組みになっていることも売り切れ状態を生み出す要因のように思えた。 

私は彼の話を聞きながら、ぼんやりと色々なことを考えていた。今朝方はその他にも、前職時代の

人たちが出てくる夢も見ていた。 

部門は違うが親しくさせてもらっていたある方が発起人となり、会社の部門ごとにサッカーチームを

作り、一年をかけたリーグ戦をしようという話が出ていた。私はそれは面白そうだと思って、ぜひ実現

させて欲しいとその方に伝えた。すると、その方は俄然やる気になり、これから上の人たちに掛け

合ってみるとのことだった。気がつけば私は自分の席にいて、これまた部門は異なるがお世話に

なっていたある女性社員の方と話をしていた。その方曰く、自分が所属している部門のある年配の

男性社員の方の視線が気になるということだった。 

視線というよりも、最近よく話しかけられるようになっていて、どうやったらその人の気分を害すること

なく避けることができるのかを私に相談して来たのである。その相談に乗っている時に、私のすぐそ

ばに同期も座っていて、彼も私たちの話を聞いていた。 

すると、彼の方から解決策について提案があり、それはすごくいい提案のように思えたので、まずは

それを実行してみることをその女性社員の方に勧めた。今朝方はそのような夢を見ていた。実際の

ところは、もう少し夢の場面があり、同時にそれらの場面が何らかの関係を持っていたように思う。端

的には、繋がりがある夢がいくつかあったことを覚えている。 
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複数の夢は一見すると何の脈絡もないように思えるが、実は映画の「グランドホテル方式」のように、

登場人物や物語が何らかの関係を持っていることがある。いや実際には、夢は無意識から生まれ

ているという共通性があるのだから、全ての夢は何らかの点において繋がっているのではないかと

思う。今後は、夢の個別性に着目するだけではなく、夢の相互連関についても注意を払ってみよう

と思う。夢の相互連関に気づいた時、自分の無意識の中で何かが起こりそうな予感がする。フロー

ニンゲン：2021/1/7（木）06:02 
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