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6461. 今朝方の夢続き/テーマに基づく映画鑑賞    

時刻は午前5時半を迎えた。今、シトシトと降り注ぐ雨の音が聞こえてくる。外の世界が静寂な分、

雨の滴る音がよく聞こえてくる。不規則に滴る音に規則性を見出すかの如き状態が続く。 

雨音に意識を向けていると、蝋燭の炎を見つめて変性意識状態に入るのと同じような現象が起き

る。意識は揺らめくという性質を持っているため、蝋燭や雨音という不規則に揺れる性質を持つもの

に意識を向けていると、意識は程よく変性意識に誘われるのであろう。 

先ほど今朝方の夢について振り返っていたが、夢には続きがあった。起床直前に見ていた夢は、ど

こか町役場にあるような小さな部屋が舞台になっていた。そこは昭和を思わせるような雰囲気が

漂っていて、壁にかけられているポスターは古く、部屋には昔のストーブが置かれていて、ストーブ

の上にはヤカンが置いてあった。どうやらそこは職場のようであり、私は小さな組織に所属している

ようだった。厳密には、私はその組織のために働く外部コンサルタントのようだった。ちょうどその日

は何かのミーティングで会社を訪問していた。 

私はよくこの会社に来るため、自分の机まで用意してもらっているようだった。その机は女性社長の

左横であり、私のさらに左横には社長の秘書の机があった。その女性社長は私よりも9つほど歳が

上であり、知り合いだった。 

社長は今、組織内の人間関係で苦しんでいるようであり、とてもストレスが溜まっているようだった。

端的には、人間関係上のストレスから鬱を患っているらしく、それは目や表情に現れていた。今回

私が会社を訪問したのは、その件についてである。社長の心の状態が心配だったので、今日は社

長の話を色々と聞こうと思った。また、社長だけではなく関係者の話も色々と聞くことによって、彼女

の心の状態をシステムセラピー的に整えていくことをしようと思っていた。 

私が会社にやってきた時にはまだ社長は到着しておらず、秘書の方と少し話をしてしばらく経って

から社長がやってきた。見ると、朝から元気のなさそうな表情を浮かべていた。秘書の話によると、

どうやら社長は、昨日に社内の誰かと大きな口論をしたようだった。それがまだ尾を引いているよう

な雰囲気が社長にもあったし、職場の雰囲気にもあった。社長がやってきたところで話をゆっくり聞

こうと思ったが、そこで夢から覚めた。 

© YOHEI KATO 2020 3



今日もまた旺盛に映画鑑賞を進めていこう。映画は小説や詩集を同じようなものであり、同時に哲

学書や科学書と同じようなものであるという認識が自分の中にある。つまり、映画に対して小説や詩

集から得られるような感動を求めることもあれば、何か特定のテーマについて知識や洞察を得ようと

することもある。今の自分はどちらかというと後者を求めているように思える。 

それと合わせて、自分なりの探究テーマを設定して映画を見るようにしている。今日で言えば、北朝

鮮の社会経済情勢及び文化がテーマであり、昨日は韓国内で拡大する格差の中で人はどのような

心を持って生きているのかがテーマだった。テーマを設定し、それをインターネット上で検索してみ

ると、誰かがすでにテーマに即した映画をリストアップしてくれているものなので、それを起点にして

映画鑑賞を始めることも多い。今日もまた少しずつ探究の幅と深さを拡張していこうと思う。フローニ

ンゲン：2020/12/7（月）06:05 

6462. 今日を振り返って 

時刻は午後7時半を迎えた。新たな週の最初の1日が、今ゆっくりと終わりに向かっている。今日も

また、恩寵体験に満ちた1日だったように思う。日々の一瞬一瞬が恩寵であるかのように感じられる

形で時間が過ぎていく。 

午後に仮眠を取っているときに、ある興味深いビジョンを見ていた。コーザルの深い意識状態から、

イマージュを司るサトルの意識状態に移行したときにそれが知覚されていた。ビジョンの中に自分

がいたのではなく、自分はビジョンを見る者であった。それは多分に目撃者的な存在であったが、

それはサトルの意識状態が生み出すビジョンの世界を見ている者であるがゆえに目撃者の意識状

態とは言えないだろう。ただなんとなく、ビジョンを見ている者としての背後に目撃者としての自己が

あったかのような感覚が残っている。 

肝心のビジョンについてであるが、それは草原の広がる岬を映し出していた。草原の草花が爽やか

な風に揺れていて、まるで自分の意識が草原を駆け抜けていく風であるかのように、ビジョンは草

原を駆けていた。過ぎ去っていく景色を眺めていると、ビジョンから覚め、仮眠からも目覚めた。 

今日は夕方に、「一瞬一生の会」の音声ファイルを作成していた。その中で、ここ3日間で見ていた

映画について言及しながら、受講者の方々のリフレクションジャーナルにコメントをしていた。これか
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らもう少し音声ファイルを作りたいと思う。音声ファイルを1時間ほど作成する時間を除き、今日もま

た映画鑑賞と作曲実践に活動時間の全てを充てていた。今日は結局、8本ほどの映画を見てい

た。 

早朝にすぐさま見たのは、北朝鮮に関する2つのドキュメンタリーである。『真相！北朝鮮のダーク

な国家秘密（2017）』と『太陽の下で -真実の北朝鮮-（2015）』の2つの作品から、これまであまり知

らなかったような北朝鮮の側面が浮き彫りになってきた。それらの点についてはまたどこかで言及

するかもしれない。明日もまた、社会を扱ったドキュメンタリーをいくつか見ようと思っており、少なく

とも『そして、兄はテロリストになった』と『ブラックパワー·ミックステープ～アメリカの光と影～』を見た

い。 

ここ数日間は毎日8本以上映画を見る日が続いているが、映画リストは溜まる一方である。トピック

やテーマごとに映画をリストアップしているものを見ると、今、662本の映画がリストに連なっている。

明日もまた鑑賞の喜びに浸りながら映画を見ていこう。 

作曲実践については、もうしばらくしたら少し方向転換を図ろうと思う。今は1日に2つほど曲の原型

モデルを作っているが、今後はもう少しモデルの数を増やしていいかもしれないと考えている。1日

に新しく作る曲は4、5曲ぐらいにして、あとは原型モデルの作成に時間を充てていき、過去の作曲

家の曲に範を求める量を増やしていくことを考えている。今の自分はもう少し写譜の投入量を増や

した方がいいように思えるのだ。フローニンゲン：2020/12/7（月）20:04 

6463. 今朝方の夢/今日の映画鑑賞の予定 

時刻は午前4時半を迎えた。闇と静寂さに包まれた世界が目の前に広がっている。今日はどうやら

天気に恵まれるらしい。この時期の太陽は本当に貴重なので、日中は書斎で日光浴をしたい。また

午後には街の中心部に買い物に出かけようと思う。今日も市場がやっていたら、そこで椎茸を購入

し、その後、オーガニックスーパーに立ち寄って必要なものを購入する。 

今朝方もまた夢を見ていた。すでに記憶が曖昧になっているが、学校の教室にいた夢を覚えてい

る。そこでは見知らぬ女性と話をしていて、話がひと段落すると、私は校舎の屋上にいた。そして体

が宙に浮き始め、その上昇に合わせてどんどんとより高い校舎が目の前に現れ、次々と校舎の屋
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上へと向かっていった。それぞれの校舎の教室の窓は開いていて、多くの生徒たちが上昇していく

私の姿を目撃して驚きの声を上げていた。私はそれを気にすることなく上昇を続けていった。 

しばらくして、一番高い校舎の屋上に到着した。そこは不思議な空間になっていて、リゾート地のよ

うだった。そこには立派な一軒家が数軒ほど建っていた。そのうちの1つに小中学校時代の友人

（KM）が住んでおり、彼の家のプールで彼と話をすることになった。 

まず最初に、この辺りの土地の特徴について教えてもらった。それは地質学的な話ではなく、不動

産価格に関する話である。そこからは別の話題を話し、しばらくすると私はどこかに瞬間移動してい

た。今朝方の夢で覚えているのはそれぐらいだ。今回の夢でも宙に浮いて上昇していく自分が登

場していた。ここ最近の探究活動を見ていると、確かに今自分は上昇期にあるのかもしれない。 

校舎は世間を表し、校舎の中にいた生徒たちは、世間に閉じ込められた人間たちを象徴している

のだろうか。世間に閉じ込められた人間からすると、今の自分の取り組みや活動というのは不思議

なものに映るのだろうか。夢の中の自分が一切それについて気にかけていないのと同じように、今

日もまた自分の取り組みだけに集中していきたいと思う。 

今日もまた旺盛に映画を見ていこう。今日は、イスラエルやパレスチナに関するドキュメンタリーを2

つ見て、アフリカ系アメリカ人によるブラックパワー運動（キング牧師、マルコムX、アンジェラ·デイ

ヴィス、ストークリー·カーマイケルたちの運動）に関するドキュメンタリーを見よう。ドキュメンタリー以

外のジャンルに関しては、リストを眺め、その時の気分や関心に応じて直感的に作品を見ていきた

い。その時の気分や関心に合致した作品を見ていくというのは、内側の感覚の自然な流れに沿っ

た良い実践のように思える。端的には、欲してるものを与えることによる治癒と変容の効果のようなも

のがそこにあることに気付いている。いずれにせよ、今日もまた学びの多い1日になるだろう。フロー

ニンゲン：2020/12/8（火）05:04 

6464. 本日の映画鑑賞と旅の記憶   

時刻は午後8時を迎えようとしている。結局今日は、天気予報とは異なり、太陽の光を拝むことがで

きなかった。絶えず曇りがちの日であり、気温も低かった。そんな中、気分転換として午後に街の中

心部の市場に立ち寄り、その後、オーガニックスーパーに行ってきた。ここ最近は、買い物でしか外
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に出なくなっていて、その際には必ずジョギングをして運動の足しにしている。明後日も運動がてら

近所のスーパーに行こうかと思う。 

今日は結局、合計で9本ほど映画を見た。今朝方最初に見たのは、『終着駅 トルストイ最後の旅

（2009）』という作品である。この作品では、ロシアの美しい森の風景が映し出されていて、その映像

美に見入っていた。今から2年前の夏にロシアに行こうとしてホテルも航空券も予約していたのだ

が、ビザが必要だということを知らず、アムステルダムの空港で引き返すことになったことが懐かし

い。その時はロシアとの縁がなかったのだと思うが、またどこかの機会にロシアには足を運んでみた

い。 

映像美という観点で言えば、『リスボンに誘われて（2013）』という作品もとても印象に残っている。こ

の作品の物語は、スイスの高校で古典文献学を教えている中年男性が、ある日偶然、1冊の本と出

会うところから始まる。その出会いによって彼の人生は動き出し、その本の著者アマデウ（医師かつ

詩人）に会うべくリスボン行きの夜行列車に飛び乗る。そしてリスボンで···という展開だ。 

リスボンは2年前の春に訪れ、この作品を見ていると、その時の記憶がまざまざと蘇ってきた。とりわ

け、太陽の明るい光と輝く街の情景が思い出されたのである。その前に訪れたバルセロナにせよ、

リスボンの記憶はとても良き思い出として自分の中に仕舞われている。 

この作品の中では、アマデウの詩がいくつか引用され、それらがとても印象に残っている。そうした

引用に刺激される形で、改めて私たちの想像力というものがこの世界に対して果たす役割、時にそ

れは聖域の中にあって聖域を作り出す働きをするという点、変化は静寂と共にやってきて、その静

寂さに特別な高貴さがある点などについて考えさせられた。 

明日もまた良い映画作品との出会いを楽しみにしている。本日はテーマとしては、テロリズムを設定

し、BBCのドキュメンタリー『そして、兄はテロリストになった（2014）』を見た。イギリス内でこれほどイ

スラム原理主義者がいて、彼らの存在がイギリスで問題になっていることはこれまであまり知らな

かった。 

改宗のメカニズムとして、社会への無力感を感じている人間、この社会に居場所がないと感じてい

る人間、さらには小さい頃に親を亡くしているなどの何かしらのトラウマを抱えている人間が原理主
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義に改宗しやすく、彼らは兄弟愛という繋がりを謳う言葉や「ジハードの戦士」という役割を与えてく

れる強烈なイデオロギーによって洗脳されてしまう。端的には誰かと繋がり合いたいという欲求や、

戦争の戦士になって英雄という承認を得たいというような欲求を刺激される形で改宗されてしまうの

だ。トラウマや心の欲望及び脆弱性を突く改宗戦略が取られていることが作品の中で映し出されて

いた。明日はこのテーマを引き継いで、少なくとも『パリ 戦慄の３日間 ～シャルリ·エブド襲撃事件』

を見ようと思う。フローニンゲン：2020/12/8（火）20:10 

6465. 今朝方の夢/今日の映画鑑賞に向けて  

時刻は午前7時半を迎えようとしている。今朝の起床はゆったりとしていて、午前6時半に起床した。

心身が睡眠を欲している時はそれに従う形で睡眠を取り、時にこうした遅い時間の起床もある。心

身の中に宿っているリズムに応じて生きていく日々が続く。 

今日は最低気温がマイナス1度まで下がるようであり、最高気温は3度までしか上がらない。ちょうど

今の気温が3度あり、ここから昼に向かって気温が少し下がり、昼頃に1度になる。本来であれば一

番気温が高くなるはずの午後2時においても気温は2度までしか上がらない。今日の外の世界は寒

そうだ。 

今朝方はいくつか印象に残る夢を見ていたのだが、起床して部屋の掃除などをしていると、夢の記

憶が逃げていってしまったようだ。場所の特定が難しく、よく夢で出てきがちな学校の教室でも、

サッカーグラウンドでもなく、草原のような場所にいた感覚がある。草原というよりも原っぱであろう

か。最初そこで無邪気に遊んでいたのだが、途中から無邪気さが消え、何かの戦いに巻き込まれ

たという記憶が残っている。殺し合いとまではいかないが、激しい戦いがそこで繰り広げられてい

て、戦う過程の中で右腕を負傷しかけてしまった。 

そこで1度目を覚ますと、右腕が痺れていた。どうやら右腕を下敷きにして寝てしまっていたらしく、

それで腕が痺れてしまっているらしかった。そこから再び夢の世界に戻ると、そこでもまた夢が展開

され始めた。ただし、そこでの夢はもう覚えていない。今朝方の無意識は比較的穏やかだったと言

えるだろうか。 
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それでは今日もまた、映画鑑賞と創作活動に多くの時間を充てていきたい。映画鑑賞においては、

昨日に引き続いてテロリズムに関するテーマに基づく映画を見るだけではなく、昨夜ふと思いつい

た「可能世界」という切り口で映画を探してみて、何か面白そうなものがあればそれを見てみる。 

以前に「時間」や「パラレルワールド」という観点で調査をしたときに、すでにいくつか映画をリスト

アップすることができ、可能世界もそれらのキーワードと重なる部分があるため、映画に関しても重

複するものがあるかもしれない。今日は少しばかりドキュメンタリーを主にして探究を進めたい気分

がある。こうした心の動きに素直に従ってみよう。フローニンゲン：2020/12/9（水）07:33 

6466. 『ランダム 存在の確率（2013）』『ザ·ドア ‐交差する世界‐（2009）』『メッセージ（2016）』を見て 

時刻は午後8時を迎えようとしている。静かに1日が始まり、静かに1日が終わろうとしている。 

今日は午後に仮眠を取っている時にビジョンを知覚した。ここ最近はどういうわけかビジョンを知覚

することが多い。これは映画を数多く見ていることも何か影響しているのだろうか。 

映画を見て、作曲をし、そこからまた映画を見るというサイクルが回っている。今日は映画を10本ほ

ど見た。今朝方の起床がゆっくりしたものであったにもかかわらず、これくらいの数の映画を見ること

ができたのは、短編映画があったことが大きな理由だろうが、1日を通して無駄な時間がなく、映画

鑑賞と作曲実践に集中していたからだと思う。映画鑑賞に関しては本当に没頭していて、食事中は

もちろん、トイレに向かう最中もパソコンを開きながら映画を見て、トイレの中でも映画を見ている。 

今日見た10本の映画の中で印象に残っているものとして、朝一番に見た『ランダム 存在の確率

（2013）』を挙げたい。これは、彗星が接近したある夜、8人の大人たちが体験した不可思議な現象

を描くSFスリラーである。この作品を見ながら、ある選択をした自分（世界）としなかった自分（世界）

は異なり、自分も世界も選択1つで変わっていくものなのだろうということを思った。まさに可能性論

の話とつながるテーマである。 

またこの映画を見ながら、このリアリティは、「シュレディンガーの猫」の実験が無数に連なっている

世界だということを思った。この実験は、箱を開けるまでは生と死の2つの確率が共存しているという

ものだが、現実の世界においては無限の可能性が共存していて、私たちがそこから1つの選択をす
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ることにより、世界が1つ確定し、またその先に無限の可能性が目の前に開かれている。そんなリア

リティの特徴について考えさせてくれるものだった。 

この作品と似たようなテーマとして、『ザ·ドア ‐交差する世界‐（2009）』をその次に見た。この作品

は、デンマーク人のマッツ·ミケルセンを主役とし、人生を狂わせたある日に戻れるドアを見つけた男

の物語だ。この作品の主題は、実に興味深い時間論かつ人生論のように思えた。それはまさに、今

日の夕方に見た傑作の『メッセージ（2016）』の主題と同様である。前者の作品においては、過去を

変えようとすればするほどにうまくいかない事態が起こり、結局、過去を引き受ける形で現在を生き

ていくことの大切さを描いているように思える。後者の作品においては、主人公が未来を読める能

力を持っているのだが、未来を変えようとするのではなく、未来が変えられないとわかってもなおそ

れを引き受けて現在を生きることの尊さを描いているように思える。 

どちらの作品も共に、変えられない過去や未来を引き受けるということがポイントであって、過去や

未来が変えられないことに対して自暴自棄にならず、愛する者のために今を生きることの尊さを教

えてくれる。先が見えず、虚無主義の漂う現代社会において、こうしたあり方というのはとりわけ重要

ではないだろうか。 

イギリスの哲学者のロイ·バスカーの考え方を採用すれば、実在世界（the real）は人智の及ばない

世界であり、私たちはその世界を変えることはできない。私たちは、その世界から部分的な経験を

投げかけられるだけであり、実在世界そのものに触れることも変えることもできない。だがそれでも、

実在世界からの投げかけを引き受け、経験世界（the empirical）と実在世界（the actual）の中で生き

ていくことが重要なのだ。今日見たその他の映画も多くのことを考えさせてくれた。明日も自分で設

定したテーマやトピックに沿った映画を旺盛に見ていこう。フローニンゲン：2020/12/9（水）20:08 

6467. 今朝方の夢 

時刻は午前6時半を迎えた。静けさに包まれているフローニンゲンの朝。今の気温は1度であり、今

日は日中の最高気温が2度までしか上がらない。空は曇がちのようだが、時に太陽の姿を拝めるか

もしれないと予報から思う。 
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昨日ある件に関して、非常に狭い範囲でしか現象を見ることができない人に対して、どのように説

明をすれば全体像を見てもらえるのかについて考えていた。人は何かを思い込むと、それにしか目

が行かなくなってしまうので、認識の枠組みを広げるような説明の仕方が必要かと思う。そのような

つもりで昨日メールを書いたのだが、それでもまだ向こうが理解を示さなければ、より丁寧に説明を

してみようと思う。提供するデータの範囲を広げ、1つ1つ丁寧に小学生でもわかるような形での説

明を心がけてみよう。 

今朝方は印象的な夢を見ていた。何が印象的だったかというと、先日に見た夢と全く同じ夢を見た

からである。夢の中の私は、最後にそのことについて気づいていた。「あれっ、これは先日見た夢と

全く同じだぞ···」そのように思った時、夢から覚めた。 

その次に見ていた夢は、大きな絵画を回収して回るものだった。それは映画『ミケランジェロの暗号

（2010）』や『ミケランジェロ·プロジェクト（2014）』を彷彿させるような形で名画を回収していた。夢の

中では映画と違い、戦争の戦禍から名画を守るというものではなかったが、私は何かから守ろうとす

る意味で作品の回収に奔走していた。この夢が示唆していることはなんなのだろうか？芸術作品は

何か自分が大切にしているもの、あるいは社会が大切にしているものを指すとすれば、それを現代

という時代の歪みから守ろうとしている自分の意思を表しているのだろうか？ 

そこからさらに別の夢を見ていた。起床直後に夢の内容を殴り書きしたメモを見ると、少し文字の判

別が難しいが、私は外国人ばかりの観客で埋められた立派なサッカースタジアムにいた。そこはド

イツの名門チームバイエルン·ミュンヘンのホームスタジアムだった。そこでどうやら欧州チャンピオ

ンズリーグの試合があるらしく、バイエルンの対戦相手はロンドンの名門チームアーセナルだった。

強豪同士のゲームが非常に楽しみであり、試合開始をスタジアムのスタンドで待っていると、そこで

夢が変わった。 

最後に見ていた夢は、日本の高速道路のサービスエリアが舞台だった。そういえばその前に、一瞬

ほど学校にいる夢の場面があったことを思い出す。小中学校時代のある女性友達（RS）と教室で話

をしていたところ、彼女に面白いものを見せて上げようと思って、誰もいない最上階の美術室かどこ

かに彼女を連れていこうとした。彼女は何が見れるのかを楽しみにしているという気持ち半分、最上

階に連れて行かれることに対して不安に思っている気持ちが半分混じっているように思えた。彼女

© YOHEI KATO 2020 11



の不安を解消するために、教室から最上階に向かっている最中には色々と話をした。すると途中

で、1学年下の後輩たちの教室がある階に到着した。 

そこで後輩の男女がゾロゾロと教室から出てきて、私たちが最上階に2人で向かっている姿を目撃

した。彼らは何かひそひそ話をしているようだったが、それを気にせず私たちは最上階に向かっ

た。そのような場面を挟んでサービスエリアの夢が現れた。私はそこで昼食を食べようと思ってい

た。 

私は、小中学校時代の男女の友人数名と一緒に旅行をしていて、彼らはすでに各自が食べたいも

のをサービスエリアで購入していて、駐車場近くの椅子に腰掛けて昼食を食べようとしていた。私の

手には持参した弁当があったので、それを持って椅子の方に向かった。私が座ろうとした所の横の

スペースが弁当を広げるほどに広くないと判断したので、私はそこから少し横のスペースに腰掛け

ようとした。私を追ってやってきた親友（HS）の弁当の大きさであれば、私が最初に座った場所でも

無理なく弁当を広げることができるだろうと思ったのだが、なんと彼は私が座り直そうと思った場所に

座ったのである。 

私は事情を説明したのだが、彼は笑いながら一向に席を譲ることをしなかった。私は冗談がてら、

彼の味噌汁を椅子の上を滑らせる形で動かそうと思ったのだが、味噌汁の容器が椅子から落ちて

しまい、味噌汁がこぼれた。一瞬気まずい雰囲気になったが、彼は問題ないというような表情を浮

かべていた。私は黙って飲みかけの自分の味噌汁を彼に差し出したところ、彼がポツリと、「オレン

ジジュース···」と述べた。一瞬何のことかわからなかったが、私が今し方こぼしたのは味噌汁ではな

く、オレンジジュースだったようだ。私は間違いなく味噌汁だと思っていたのだが、確かに地面にこ

ぼれているのはオレンジジュースだった。 

私は後から弁償としてオレンジジュースを購入すると述べると、それは愛媛産の貴重なオレンジを

使った1杯1000円ほどするジュースとのことだった。私はそんなにするのかと思って驚いたが、こぼ

してしまったものは仕方ないので、彼のために後から購入しようと思った。私の脳裏の中では、自分

も1杯買って飲んでみようかという気持ちや、一口彼からもらおうかという気持ち、そしてそもそもそん

な高価なジュースを購入するのではなく、愛媛産のオレンジを購入し、それでジュースを作れと彼

に言いたい気持ちがあった。フローニンゲン：2020/12/10（木）07:07 
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6468. キム·ギドク監督の『絶対の愛（2006）』を見て 

時刻は午前7時を迎えた。今日もまた旺盛に映画鑑賞と作曲実践を進めていこうと思う。今はとにか

く様々なテーマやトピックに関して、映画を通じて理解を深めていくことを心掛けている。 

昨日見た作品の中で、韓国の鬼才キム·ギドク監督の『絶対の愛（2006）』が印象に残っている。ギド

ク監督の作品はこれまで何作も見ていて、一昨日には『弓（2005）』という作品を見ていた。昨日見

た『絶対の愛（2006）』という作品は、整形大国韓国の社会状況を背景に描いた愛の物語である。こ

の作品を見ている最中に、日本同様に、アメリカに範を求めてしまった韓国には根底的に種々の歪

んだ社会問題が山積みであることを見た。 

それは日本が患っている「アメリカ病」とでも形容できるような社会問題であり、そうした問題が不安

定な社会情勢を生み出し、人々のアイデンティティにも揺らぎを生じさせているのではないかと思っ

た。こうしたアイデンティティの揺らぎは、今の自分のアイデンティティに対しての不安や不満を生み

出し、それが人々を整形に駆り立てているという側面があるのではないかと思ったのである。 

作品を見ていて興味深かったのが、インテグラル理論で言えば、私たちが右上象限に該当する服

装や身振り手振りを含めたポーズを変えることによって、左上象限に該当する気持ちが変わるのと

同じく、右上象限に該当する整形を施すことによって、自分の内面が大きく変わるということである。

ただしそれは服装を変えることやポーズを変えることよりも遥かに大きい影響を内面に及ぼす。時に

はまるで自分が別人になったかのように思えてしまうのではないだろうか。端的には、整形はアイデ

ンティティを変えてしまうぐらいの力があるようなのだ。 

また、整形によって、その個人に刻まれた歴史は表面的にはそのまま残っていたとしても、個人の

歴史というのは関係性の産物であるから、整形によって他者との関係性が変われば、とりわけ歴史

を一緒に作ってきた友人や家族たちとの関係性が変われば、歴史そのものが変わってしまいかね

ない。アイデンティティをテーマにした映画、あるいはトピックとして出てくる映画をここ最近いくつか

見ていたので、アイデンティティが過度に変わってしまいかねない整形の危険性を思う。フローニン

ゲン：2020/12/10（木）07:28 
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6469.本日の映画鑑賞より 

時刻は午後8時半を迎えた。外の世界はゆっくりと気温が下がっている。夕方に買い物に出かけた

時、外はもう随分と気温が低く、買い物がてらスーパーまで走っていく際にもそろそろ手袋が必要

かと思う。近所のスーパーであればなんとか耐えられるが、街の中心部の市場やオーガニックスー

パーに行く際には手袋はもう必須であろう。 

さて、今日は一体どれくらい映画を見たのだろうか。今日は起床が比較的ゆったりとしたものだった

が、朝から先ほどまで作曲実践と行ったり来たりする形で集中して映画を見ていた。結局合計で、

10本ほど映画を見ていたようだ。 

本日見た映画で印象に残っているのは、『チャイナ·シンドローム（1979）』という作品であり、原発の

内部告発をテーマにしたサスペンス映画である。この映画は、1986年のチェルノブイリ原子力発電

所事故の7年前に作られ、2011年の3/11の事故の30年前に作られている。そうしたことを考えると、

この作品が訴えかけるような原発の危険性については、関係国と関係者にはほとんど伝わらなかっ

たのだろうか。仮に彼らがこの映画を見ていたとしても、原発安全神話によって、この映画のメッ

セージが曇らされてしまっていたのだろう。 

この映画を見ながら、人が不正を働く心理メカニズムについて考えていた。その解明が進めば、不

正の防止につながるのではないかと思うが、このあたりの研究はどれほど進んでいるのだろうか。こ

の作品の中でも、やはり権力とカネに屈してしまう人間心理の脆弱性が描かれていた。それではな

ぜ人は権力やカネに屈してしまうのかを解明していく必要があり、それはエゴ、トラウマ、シャドーな

どと密接に繋がる話かと思う。 

その他に見た『ブレードランナー 2049（2017）』と『劇場版YAWARA！ それゆけ腰抜けキッズ!!

（1992）』には、思わぬ形で共通のテーマがあるように思えた。端的には、同志を愛して行為を為す

精神である。前者の作品において、ブレードランナーという人造人間の主人公は最後、仲間の自

由と解放のために命を賭ける決意をする。主人公を動かしたのは、「大義のために死ぬのは何より

も人間らしい」という言葉だった。彼はそもそも、遺伝子工学技術の進歩によって誕生した半分が機
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械、半分が有機体の人造人間であり、彼が「自分は何者か」という人間が直面するアイデンティティ

の問題に苦しんでいた姿も印象に残っている。 

ラストシーンを見ながら、果たして私たち現代人の中に、愛する人の自由と解放に向けて命を賭け

るような人間らしい人間がどれくらいいるのかと問いかけたくなった。人間とAI、人間と人造人間、そ

の境界線は今後ますます希薄なものになっていき、最終的には溶解してしまうのではないかと思わ

れる。 

また今日は、アニメ『鬼滅の刃』の第6話から第8話までを見ていた。最近私の周りの大人の知り合い

たちもこのアニメを見ている人が多い。第7話において、主人公の炭治郎は、「失っても失っても、生

きていくしかないんです」という言葉を、恋人を食われた和巳（かずみ）という男性に優しく投げかけ

る。この言葉の真意は、過去を引き受けよという意味と共に、未来を引き受けよという意味にも受け

取れ、それが意味することは、昨日見た映画で言えば、『ザ·ドア ‐交差する世界‐（2009）』と『メッ

セージ（2016）』の核になるメッセージかと思う。映画を日々数多く見ていると、思わぬところで共通

項が見えてきて、複数の作品がシンクロすることが面白い。明日もまた旺盛に映画鑑賞をしようと思

う。フローニンゲン：2020/12/10（木）20:47 

6470. 今朝方の夢 

時刻は午前3時半を迎えた。今朝の起床は午前3時であり、これ以上ないほどに目覚めが清々しい

ものであった。冬の時期は布団から出たくないということを聞くことがあるが、自分に関してはそのよ

うなことはほとんどない。現在住んでいる家は、家全体の暖房が整っているため、外気が低くても、

室内は暖かい。寝室も暖かいこともあって、起床時にぐずるようなことは全くと言っていいほどにな

い。 

今朝方の起床が極めて爽快であったのは、昨夜はより入念にヨガを行って就寝したからだと思う。

ベッドに横たわり、湯たんぽでお腹と足先を温めた後、すぐに入眠した。そして、眠りの質も高く、深

い休息が実現されていた。 

今日もまた自分の活動に集中して取り組めるであろうことがありありとわかる。映画鑑賞と作曲実践

に邁進する形で今日という1日を過ごしたい。今日は3時間を越す『ガンジー』をどこかのタイミング
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で見ようと思う。その他は今のところ決めておらず、リストを眺め、タイトルと解説文から響くものを感

じたらそれを見ていこうと思う。 

今朝方は少しばかり記憶に残る夢を見ていた。夢の中で私は、学校の教室にいた。そこで小中学

校時代の女性友達の1人（AS）と話をしていた。私たちはすでに成人となっていて、彼女の顔が随

分と大人びており、幼少期の頃と印象が変わっていることに驚いた。教室にはその他にも友人たち

がいたが、私はずっと彼女の近くにいて、絶えずではないが時折言葉を交わしていた。 

聞くところによると、彼女は女優として仕事をしているらしい。教室にいる時も何か表情や立ち居振

る舞いを作っているような印象があり、昔とだいぶ違うように思えた。そこから何人かの友人が私た

ちに散発的に声を掛けてきた。そこで夢の場面が変わった。 

次の夢の場面では、私はまたしても学校の教室にいた。だが、1つ前の夢とは違う教室のようだっ

た。教室には布団がいくつか敷かれていて、教室内で合宿をしているような雰囲気があった。ちょう

ど窓際の布団で、大学時代のゼミの中で一番背が高い友人がゴロゴロしていた。彼が布団の上を

転がる様子が滑稽であり、何か巨大な鯛がまな板の上をゴロゴロしているようだと私は笑いながら述

べた。すると彼は無邪気に、寝転がるスピードをさらに上げ、ますますおかしかった。 

そこでふと教壇の方を見ると、そこで母が熱心に漫画を読んでいた。それは私が青春時代に読ん

でいたバスケ漫画で、母は以前にもその漫画を読んでいたが、どこまで読んだか忘れてしまってい

るとのことだった。ちょうど私は、これからその漫画の最後の試合を取り上げた講義をすることになっ

ていて、母にも最後の試合が描かれた数巻を読むことを勧めた。それに対して母は、途中巻を飛ば

して読んで大丈夫かと私に尋ねた。 

そこで私は、天文学者になりたい成人が、わざわざ中学の理科の生物分野から教科書を読み始め

る必要はない、というようなことを述べ、時系列的にその漫画を読む必要がないことを伝えた。母は

納得したようであり、教壇の中にしまっている漫画を取り出そうとし、そこを私が覗くと、その他にもい

くつか漫画があった。 

そこで目を覚ました。目を覚まし、伸びをしてからいざ起き上がろうとしたところ、半眼状態でいたの

で、そこでもまたビジョンを知覚していた。ちょうど夢と覚醒の意識の中間の状態にいるときにビジョ

© YOHEI KATO 2020 16



ンが知覚されることが多く、その時には街路樹が植えられた公園のビジョンを見ていた。公園内はと

ても暗く、数匹の大きな犬が走っていた。それらの犬が歩いていく方を追っていくと、猪のような生き

物にも遭遇した。真っ黒な影で形作られた人間らしき存在が現れ、それがリードを引いて犬と散歩

していた。そこからも引き続きビジョンを見ていても良かったが、そこで完全に身体を起こすことにし

た。フローニンゲン：2020/12/11（金）03:57 

6471.『人間の時間（2018）』という傑作を見て 

時刻は午後8時に近づこうとしている。今朝の起床が午前3時であったから、起床からもう随分と

経っていることに気づく。 

それにしてもここ最近の自分の集中力には驚かされる。日本からオランダに戻ってきてから、何か

人が変わったかのように集中した取り組みが行えている。確かに日本に戻る前の自分も探究や創

作活動に没頭する日々を過ごしていたが、そこからまた1つ階層構造が変わったように思えるのだ。

この秋の一時帰国は自分を真に変容させてくれる旅だったのかもしれないと振り返って思う。 

今日もまた合計で10本ほど映画を見ていた。ここ最近は少なくとも8本ほど映画を見ていて、10本ほ

ど見る日も増えてきている。今日は映画鑑賞や作曲実践以外にも、音声ファイルを作成していたこ

ともあり、仮にそれがなければもう1つ映画を見ることができただろう。夜の時間も映画鑑賞に充てる

ことができなくもないが、あえていい意味での飢えや渇きをのある状態で就寝するのが良いという判

断で、いつもここからの時間は映画鑑賞をしたり、作曲実践をしたりしないようにしている。 

本日見た映画の中でも最も印象に残っているのは、今朝最初に見た、キム·ギドク監督の『人間の

時間（2018）』という作品だ。端的には、これはここ最近見た中でもトップ3に入るぐらいの傑作だっ

た。 

偉大な芸術作品は、苦難の時代から生まれるとよく言われる。そうした観点において、この映画作

品もそうだし、今日本で大旋風を巻き起こしている『鬼滅の刃』もまたそうだ。後者のアニメに関して

は、先ほども2話ほど見ていた。この作品の中に散りばめられた至言の数々を見ると、この作品がい

かに傑作であるかを思う。傑作というのは時代の苦難の血を養分として生み出されることを考えてみ

ると、この作品が生まれた日本という国がどれだけ苦しみに喘いでいるかがわかる。一方で、こうし
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た作品が存在し、多くの人に鑑賞されることによって、集合的な癒しと変容が起こりうるかもしれない

ということも思う。 

キム·ギドク監督の『人間の時間（2018）』という作品に話を戻すと、これは成人発達理論やインテグラ

ル理論の観点からも非常に興味深い作品だった。物語は、多様な人々を乗せた軍艦の中で人々

が人間性を剥き出しにし、狂気に至り、そこでの生き残りをかけて生きていく姿を描く。 

乗客たちは、最初は船旅に心を踊らせているのだが、船の上の非日常世界から、徐々に人々がお

かしくなっていく。おかしくなっていくというよりも、非日常的な意識がもたらす正常な混沌を経て、

人は別人になっていくと言った方が正確だろうか。例えば、国会議員の男は最初良き人として振る

舞っていたが、結局は一番異常な人間に変化してしまう。野望が大きい人間こそ欲望が一番大き

く、そうした人間こそが欲望に飲み込まれて化け物に変わってしまうのである。 

この物語の中に登場した寡黙な老人の果たす役目は極めて大きいように思える。彼だけが未来を

知っていたかのようだった。その力はどこか、先日見た『メッセージ』の主人公が持っている力と同じ

であるように思えた。老人は未来を読んでいたと思うのだが、それはある意味で未規定な未来であ

る。しかし、1つ規定されていたものがあるとするならば、それでも時間は流れ、それでも人は生き続

けるということだろうか。いやひょっとすると、そこに人が存在しようがしまいが関係なく脈々と流れ続

け、連綿と受け継がれていく何かがあるということだけが規定された未来であると認識し、老人はそ

こに向かってこの生を全うしたのだろう。 

不思議なことに、混乱に飲まれ、狂気や絶望に飲まれてしまう人間たちがいる一方で、老人のよう

に、そうした世界に足を最後まで踏み入れない人間もいるのだろう。彼らは時間展望と時間感覚が

異なっているのだと思われる。 

物語は原題の“Human, Space, Time and Human”の通り、「時間」→「空間」→「時間」→「そして人

間」と続く。「空間」の章で船が浮いたのはどういう意味だったのだろうか？それはおそらく、非日常

世界、すなわち混沌とした世界への離陸を指していたのではないかと思われる。そして発達理論の

観点で言えば、離陸の前と後の時間は歴然と異なる。端的には、混沌を通過した後の時間は調和
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に向かう時間である。また、着陸後の時間は、変容後の時間であり、私たちが死んでも続いていく

時間であると言えるだろう。 

この作品を見ながら、人類のこれまで積み重ねてきた歴史を思った。歴史の中で確かに堆積され

ていく何か。そして受け継がれていく何かを思った。人間は血を流し、争いながらも、それでも歴史

を続けてきた。そしてこれからも人間の歴史は続いていくのだろう。 

ラストシーンもまた印象的であり、男の子を生んだ主人公の女性は、息子と一緒に巨大な島となっ

た船で生き続ける。そして男の子は青年となり、実の息子が性欲によって母を襲おうとするところで

物語が終わる。このシーンにも、人間の普遍的な性質を見て取ることができる。これは、ギリシャ神

話の中で良く描かれる原型的な近親相姦の話とつながる。 

インテグラル理論の観点で言えば、これは第二層の意識段階に到達していないと描けない作品で

はないかと思った。いや、多分にトランスパーソナルな要素が盛り込まれていることが作品からわか

るので、第三層に足がかかっている作品だと言えるかもしれない。いずれにせよ、大変興味深い作

品を見ることができ、その幸福感に今もまだ浸っている。フローニンゲン：2020/12/11（金）20:15 

6472. 今朝方の夢  

時刻は午前4時半を迎えた。昨夜は寝室の温度が少し上がっていたのが、起床してみると寝汗をか

いていたことに気づいた。すぐに着替えをし、寝室のヒーターを消すことにした。今の様子だど、寝

室のヒーターはまだつける必要がないかもしれないと思った。実際に書斎のヒーターは今のところま

だほとんど使っていないのだから、寝室も同じく必要ないかもしれないと判断した。今日から少しの

間、寝室のヒーターをつけないで寝てみよう。 

今朝方の起床の前に夢を見ていたことを覚えている。夢の中で私は、不思議なサッカーグラウンド

にいた。何が不思議だったかと言うと、そこはサッカーにしては狭く、フットサルにしては大きいコー

トだったのである。芝は天然芝ではなく、人工芝のようだった。私はスペインの名門サッカーチーム

に所属していて、ちょうどこれから試合が始まるところだった。私は先発として試合に出場することに

なり、中盤のボランチのポジションを任されていた。 
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こちらのチームのメンバーは、名だたる名門選手ばかりであり、私が活躍しなくても十分に勝てるの

ではないかと思えるほどに豪華なメンバーが顔を揃えていた。いざ試合が始まってみると、実に早く

先制点をこちらが奪うことができた。私は中盤の後ろの方からその得点シーンを眺めていて、ゴー

ルを決めた選手が自陣に戻ってきたところで声を掛けてゴールを祝福した。彼はクロアチア出身の

選手であり、少し気恥ずかしそうに私の祝福を受け止めていた。 

私はまだこのチームに加入して時間が経っておらず、またメンバーたちは日本語の発音に慣れて

いないこともあって、私の名前を正しく発音できる人はそれほど多くなかった。ゴールを決めた彼も

私の名前を正しく発音することが難しそうだったので、短縮した呼びやすい名前で自分のことを呼

んでくれとその場で伝えた。 

こちらのチームが得点を入れた後、試合が再開される前に、こちら側でメンバーの交代があった。

数名ほど選手が変わり、とても大きな選手が交代で入ってきた。しかし、フィールド上の人数をよくよ

く数えてみると、こちらのチームのメンバーは12人となっていて、1人多いようだった。私がそれを指

摘すると、中盤のポジションで入ってきたその大柄の選手は相手のチームの方に入ることになっ

た。彼は何食わぬ顔で相手チームに入り、そこから再び試合が始まった。 

その選手の存在感は際立っていたので、私は彼をマークすることにした。彼がドリブルで持ち上が

り始め、私はそれを止めようとした。すると、どういうわけか彼の手にはオレンジジュースのペットボト

ルがあり、私がマークしたことによって、ペットボトルがこちらのゴール前に飛んでいき、キーパーと

ディフェンダーはそれに注意を奪われてしまい、それがきっかけで失点してしまった。こちらのチー

ムは失点に落胆し、再度気を引き締めて戦うことを私はメンバーに呼びかけ、試合再開のホイッス

ルを待った。フローニンゲン：2020/12/12（土）04:57 

6473. 不条理を引き受けて生きること 

時刻は午後8時を迎えた。土曜日が静かに終わりに向かっている。今日もまた旺盛に映画を見てい

た1日だった。映画は世界認識と自己の存在の双方に揺らぎをもたらす。そうした揺らぎは治癒や

変容に不可欠なものであり、毎日何回もそうした揺らぎを体験している。今日もいくつか素晴らしい

作品と出会うことができ、揺らぎの恩恵に預かった。 
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映画鑑賞をしながらふと、自分が映画を作るわけではないが、近々、シナリオライティングに関する

理論書を何か1冊読んでみようと思った。それによって映画の見方もより豊かなものになるだろうし、

日々の日記の執筆にも変化がもたらされるだろう。 

今日の映画鑑賞の中で一番印象に残っているのは、『ニッポン国VS泉南石綿村（2017）』という作

品だ。これは、原一男監督が8年にわたって「大阪·泉南アスベスト国賠起訴」に密着したドキュメン

タリーである。この作品は3時間を越す力作だった。アスベストの問題は、私がまだ日本にいる時か

ら問題となり始めていたが、裁判が決着したのは日本を離れているときだった。 

この作品はアスベストの問題だけではなく、現在の法律について、アスベストの関係者の方々、そし

て日本の官僚について深く考えさせる機会を与えてくれる。原発を巡る問題ともつながるものがそこ

に見出される。このドキュメンタリーを見ながら考えていた個別具体的なことをここに書くことをしな

い。それらはあまりに多岐にわたるものだからである。 

ただし1つだけ書き留めておくことがあるとすれば、ここ最近見た映画でもたびたびテーマとして取り

上げられている「不条理で満ち溢れたこの世界をどう生きるのか」という点である。最高裁までもつ

れたアスベストを巡る裁判では、被害者の方々は幾度もなく不条理を突きつけられている。今朝方

見た、『さようならCP（1974）』においても、脳性まひという不条理を引き受けながら生きる人々の姿

が描かれていた。先ほどまで『鬼滅の刃』を数話ほど見ていたのだが、このアニメにおいても、不条

理が描かれている。不条理を受け入れて生きることを選択した主人公の炭治郎。不条理に抗い、

不条理に屈してしまった人間たちは鬼になる姿がこの作品で描かれている。 

『ニッポン国VS泉南石綿村（2017）』の作品の中で、被害者の方が厚生労働省の官僚に対して、

「あなたは人間か？あなたは人間としての良心があるのか？」という問いかけがなされていたが、地

位や体面を保とうとし、自分の欲望に屈してしまい、不条理に抗おうとした人間の顛末は、人間性を

喪失してしまうことなのだろう。そのようなことを今日の映画鑑賞から考えさせられた次第である。フ

ローニンゲン：2020/12/12（土）20:20 

6474. 肩の荷が降りて 

時刻は午前4時を迎えた。今朝の起床は3時半前だった。 
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起床してすぐに、近くで爆竹が激しくなる音が聞こえた。爆竹はオランダの年越し祝いの風物詩で

あり、もうその時期になったのだと感じる。実際のところは、12月に入ってすぐぐらいの時から爆竹の

音が聞こえるようになっていた。おそらく青年たちが爆竹を鳴らしているのだと思うが、流石に3時半

あたりに爆竹を鳴らすというのは近所迷惑なのではないかと思う。 

今から5年前にオランダにやってきた当初、初めて爆竹の音を聞いたとき、それを発砲音と勘違い

してひどく驚いたのを覚えている。それはとても懐かしい思い出として脳裏に仕舞われている。いず

れにせよ、これから大晦日にかけて爆竹の音が聞こえる頻度が増えてくるだろう。正直なところ、爆

竹音は心臓にあまり良くない。部屋にいてその音を聞いてもびっくりしてしまうぐらいだから、外で近

くで聞いたらもっと心臓が驚いてしまうだろう。 

オランダはめっきり冬らしくなってきたが、それでも例年に比べると、今年は暖冬のようだ。ほとんど

室内のヒーターを使っておらず、少なくともここ数日間は、書斎も寝室もヒーターを入れていない。

先週に、最低気温がマイナスになる日もあったが、その日も室内にいれば寒さを感じることは全くな

かった。今日から1週間の天気を見ても、気温がそれほど低くない。 

今年はどうしたのだろうか？この問いは何かにつけて毎年しているように思う。つまり、毎年の気候

を例年と比べ、そこに変化を見出し、今年は例年と比べて何か違うぞというような認識を自然と持つ

自分がいることに気づく。これはおそらく私だけではなく、多くの人がそうであろうし、変化を見出す

というのは人間の性なのだと思われる。 

私は寒さに強く、寒さを好むので、冬らしさを感じるために、もっと寒くなって欲しいと思うほどだが、

天気に関してはやはりもう少し晴れの日が欲しい。ここ最近は曇がちの日が続いていて、日中に小

雨が降る日もある。太陽の光をもう少し拝むことのできる気候であれば有り難く思うが、逆に太陽の

姿を拝む頻度が低い分、太陽が現れた時の恩寵感は特別である。来週は2日間だけ太陽がちらり

と見える日があるようだ。それらの日はとても貴重であるから、太陽の光を浴びるという恩寵体験を

楽しみにしたい。 

一昨日はメールを確認することがなく、昨夜メールを確認してみたところ、嬉しい知らせが届いてい

た。フローニンゲンでお世話になっている不動産屋と話し合っていたある問題が解決したとのこと

© YOHEI KATO 2020 22



だった。今回は、先方が問題の全体を見ることなく細部にしか焦点を当てておらず、それが問題の

解決を遅らせていた。彼らはごく狭い範囲にしか認識の光を当てることができておらず、光を当てる

範囲を広げる手伝いのようなメールを何度もしていた。それがようやく実り、彼らは自分たちの誤認

に気づいたようだった。 

最初私は、この問題の要因が何であり、問題の解決方法が何かもすぐにわかっていて、決して難易

度の高い問題ではなく、経理上の基礎的な問題だと思っていた。ところが、人間は思い込むと怖い

もので、そうした簡単な問題の解決が時に難しくなってしまうことがある。今回のケースはまさにそれ

であり、こちらが問題の所在と解決方法を示しても、相手にはそれが全くピンと来ていないようだっ

た。 

数回ほどこちらから丁寧なメールをしても、相手は理解しないままだったので、普段は平穏な自分

の心の波が随分と荒いものになり、先週の何日間かは、普段はやらないシャドーボクシングをして

就寝に向かっていた。それだけ怒りや攻撃性が溜まっていたのである。何度伝えても、こちらが示

す問題の所在と解決方法が理解できていないようだったので、私は思わず相手を罵るような言葉を

メールで使いたくなったが、それを堪え、冷静になり、これが最後だと思って丁寧なメールを送った

ところ、ようやく担当者レベルではなく、経理のマネージャーが私の述べていることを理解してくれ、

無事に問題が解決したとの連絡が金曜日の夜にあり、そのメールを昨夜確認することができた。 

きっと彼らは日々懸命に働いていて、少し状態が悪いのかもしれないと考え、状態の良い自分が冷

静になって、親身に説明をする必要があるだろうと判断したことが功を奏した。自分が簡単だと思う

ことが相手にとって簡単であるとは限らず——いや、自分が簡単だと思うことのほとんどは、相手に

とって難しいと考えた方がいいぐらいだ——、なぜ理解できないのかと嘆くのではなく、理解できなく

させている認識のバイアスが何かを特定し、それを外していく手助けをしていく必要があるということ

を本件から改めて学んだ。これは国籍·文化を問わず重要なことであり、そうした試みを親身に行っ

ていけば、何かしらの十分な共通理解が得られるだろう。フローニンゲン：2020/12/13（日）04:28 

6475. 今朝方の5つの夢 

時刻は午前4時半を迎えようとしている。気がつけば、起床から1時間が経った。 
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起床してすぐに寝室と書斎の空気の入れ替えをし、オイルプリングをしながらヨガを行い歯磨きをし

て、その後、2杯ほどの水を一気に飲んで日記の執筆をするといういつものルーティーンを行うと、

その日の活動の良いスタートを切れる。実際のところは、ヨガを行った後からすでに活動モードに入

ることができる。今日もまた旺盛な映画鑑賞と作曲実践を進めていきたい。映画鑑賞に関しては、

昨夜の段階ですでに今日見る予定の映画を何本かリストアップしていた。今日はまず、それらを中

心に映画を見て行こうと思う。 

今朝方は多岐にわたる夢を見ていた。最初の夢の中で私は、大学時代のゼミナールの2人の友人

（TA & YN）と一緒に海岸沿いを走っていた。私たちはマラソン大会に出場していたようなのだ。辺

りは薄暗く、街灯がつき始めていたが、朝とも夜とも言えないなんとも言えない雰囲気が辺りを包ん

でいた。ゴールが近づき始めた時、私は突然不思議な乗り物に乗った。それは車のようなものでは

なく、足だけ乗せる2つの円盤であり、それはとても早いスピードが出せた。私はそれに乗って、2人

よりも先にゴールしようと考えた。 

友人の1人に、残り2kmであることを伝えると、彼は突然ラストスパートを始め、その速度が尋常では

ない速さだった。彼はすぐに疲れ果てるだろうと思っていたところ、彼のスピードが落ちる気配が全

くなく、このままだと彼は私よりも先にゴールしてしまうと思った。そこで私は、円盤に乗って、防波堤

を越えて海を横切る形でゴールに向かおうと思った。すると、友人の2人は、私が考えていた飛行

コースの海を泳ぎ始めたのである。そこで夢の場面が変わった。 

次の夢の中で私は、プロサッカーチームのロッカールームのような場所にいた。私の近くには小中

高時代の友人（SS）と1学年上の彼の兄がいて、ロッカールームは先輩でもある友人の兄と同じ学年

の男女の先輩が何人かいた。私たちは和気藹々と他愛もない話をしていて、途中で友人の兄がト

イレに行った。なぜか先輩は、トイレの個室のドアを開けたまま用を足し始めた。その後、友人もトイ

レに行き、兄の先輩と同じくトイレを開けたまま用を足し始めた。私の隣にいた女性の先輩は笑顔

になり、「あれを見て」と黙って指を指し、やはり2人の兄弟の行為はおかしなものに映っていたよう

だった。 

3つ目の夢の中で私は、民家のある山道を車で運転していた。自分が車を運転している夢を見るの

は滅多にない。夢の中の私は、うまく車をコントロールできていて、細い道も問題なく巧みに運転し
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ていた。スピードも最適なものであり、この夢は、人生と日々が順調に進んでいることの現れかと

思った。 

4つ目の夢は、小中学校時代の親友たちが出てくるものだった。私は、今でも付き合いのある4人の

親友と山小屋に宿泊していた。そのうちの1人（HS）が料理を作ってくれるとのことであり、山小屋の

中のキッチンに向かって行った。 

私を除いた残りの3人は買い物に行ってくれるとのことであり、私は古屋の外で薪割りか何かの仕事

をしようと思った。しばらくすると、3人が買い物から帰ってきた。彼らの手を見ると、何やら大量に買

い物をしてきたようであり、全員満面の笑みを浮かべていた。彼らは私の顔を見るや否や、サプライ

ズの品を渡してくれた。それは私が好むスーパーフードの健康食品と、貴重かつ高価な消耗品が

たくさん詰まったプレゼントだった。私はそれを喜んで受け取り、彼らに深くお礼の言葉を述べた。

それらの健康食品と消耗品は、一般の人は多く買わないこともあり、親友たちがそれらの商品を買

い占めたことはテレビでも報道されるぐらいの出来事だった。私はそれがおかしくなり、思わず笑っ

てしまった。 

そう言えば、彼らが買い物に出かける前に、私は投資の重要な取引を終えていて、資産が一気に

大きくなっていた。そして彼らが買い物から帰ってきたときには、資産の安定性が心の安定性につ

ながっていることを実感していた。料理を作ってくれていた1人の親友の料理がとても美味しかった

ことを覚えている。それはオーガニックの野菜をふんだんに使った香辛料の効いたベジタブルカ

レーだった。 

今朝見ていた最後の夢の場面は、裁判の傍聴をするものだった。その案件と私は何も関係がない

が、非常に気になる裁判だったので傍聴を決めたのであった。その日の公判が終わると、私はその

裁判に関係している弁護士団体と話をする機会を得た。弁護士たちは全員若く、20代や30代の人

たちばかりだった。 

私は彼らの話を聞きながら、彼らの主張が少しばかりおかしいのではないかと思ってそれを丁重か

つ素直に伝えたところ、彼らの表情が変わった。そしてどういうわけか、その裁判とは全く関係ない
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私を、その案件を通じて有罪にしようと画策し始めたのである。自分を貶めようとする悪意が彼らの

表情と発言から伝わってきた。 

仮に法律の門外漢であったとしても、私は必ず勝訴するという自信があった。私にはいくつかの効

力ある証拠があって、それを示せば、法廷の場で彼らに屈することなく自らの無罪を主張し、彼らに

勝つことができると思ったのである。そしてそれは自分1人で行おうと思ったところで夢から覚めた。

フローニンゲン：2020/12/13（日）04:59 

6476. メールデトックス/『不老不死を追いかける男たち（2016）』を見て 

時刻は午後7時半を迎えた。振り返ってみると、今週も非常に充実していた。映画を数多く見ること

ができ、そこからの学びは日々多大なものがある。読書とはまた違った刺激と感覚を伴う形で探究

が進んでいる。 

映画鑑賞と並行して、創作活動にも打ち込む日々が続いている。今日の日中にふと、今後は交響

曲や協奏曲の楽譜をピアノ曲の楽譜にアレンジして作曲実践をしてみようという考え方が芽生え

た。これまではピアノ曲の楽譜しか購入していなかったが、今後は交響曲や協奏曲用の楽譜を購

入することを検討し、それをピアノ曲にアレンジしてみようと思う。 

ここ最近は小さな習慣として、金曜日と日曜日はできるだけメールを見ない日にしている。1週間に

2日ほどはデジタルデトックス、いやパソコンは使っているため正確には、「メールデトックス」とでも

形容できるようなことをしている。正直なところメールというのは便利ではあるものの、煩わしいツー

ルでもあるため、それとの付き合い方は昔から注意をしていた。端的には、朝から夜まではただの1

度もメールを見ないようにしていて、日中は全て自分の取り組みに専心するようにしている。 

その日1日の集中力が高い時間帯にメールを見るということほど馬鹿げたことはない。そのような考

え方から、メールを開くのは夕食後の1日の終わりだけに限っている。また、返信に時間がかかりそ

うなものがあれば、それを無理にその日に返信するのではなく、翌日に回すということもしている。と

にかくメールに使う時間は実に惜しく、いつかメールを使わないような生活をしたいものだが、現代

社会で生きている限りはそれは少し難しいだろうか。 
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今日もまた旺盛に映画鑑賞を進めていて、今日はドキュメンタリーの中で『不老不死を追いかける

男たち（2016）』という作品が印象に残っている。この作品を見ながら、記憶や人格を別の肉体、あ

るいは複数の身体に移すこと、さらにはアンドロイドに移すことも可能になるだろうということを考えて

いた。人工的な部品で作られた（あるいは有機物との混合による）アンドロイドに記憶や人格をコ

ピーさせ、永遠の命を得ることは本当に可能になってくると思われる。 

ドキュメンタリーの中で、映画『マトリックス』を彷彿させる、電極が脳に埋め込まれた研究協力者が

登場していたが、彼を用いた研究を通じて、意識によるイメージだけで脳からロボットに指令が行

き、ロボットを動かすことができるというのには驚いた。しかしながら、それによって戦争兵器や戦争

ロボットを脳内のイメージだけで自由自在に動かせるようになったら、それは恐怖だろう。 

人間の意識が身体から離れ、記憶と人格が情報として保存されるようになったら、そうした情報的存

在を光の速度で宇宙にでもどこにでも移動させることが可能になるかもしれない。まさにそれは瞬

間移動である。脳と意識の研究、そしてバイオ技術とAI技術については引き続き関心を持っておき

たい。フローニンゲン：2020/12/13（日）19:58 

6477. 夢の感覚/『スペシャリスト／自覚なき殺戮者（1999）』を見て 

時刻は午前5時半を迎えようとしている。12月も折り返しとなり、年末に向かってゆっくりと時が流れ

ていく。 

今朝方はそれほど印象に残る夢を見ていなかった。実際には2つほど夢を見ていたことを覚えてい

るのだが、それらの細部について思い出すことができない。起床直前に見ていた夢は、自分に活

力をもたらすようなものだった。夢の中の自分は目に見えない何かと格闘していて、それとの格闘を

通じて活力を得ているようだった。 

格闘は得てして分離から生じたり、分離をもたらしやすいのだが、その格闘の性質からすると、それ

をもたらしたのは分離というよりもむしろ差異だったのではないかと思う。分離は分離を生むが、差

異は成長や発達の呼び水となる。夢に関して情景描写ができなくても感覚描写ならできることがあ

る点は見逃せない。感覚が残っているのであれば、少なくともそれは必ず書き留めておこうと思う。 
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今日もまた映画鑑賞と創作活動に励んでいく。昨日、『スペシャリスト／自覚なき殺戮者（1999）』と

いう作品を見ていた。これは、ナチス戦犯アドルフ·アイヒマンの裁判を通して、彼の実像に迫るド

キュメンタリーである。裁判を通して明らかになってくるのは、アイヒマンは極悪非道の人間というより

もむしろ、凡庸な役人というべき人間であったという点だ。上の命令に忠実に従うアイヒマンは、普

通の役人的態度を持った人間であり、そうした普通さが怖い。まさにアーレントが述べた「凡庸な

悪」を生むのは、こうした「標準化された態度·行動·思考（知性）」なのだと思う。 

一昨日見たアスベストの問題を取り上げたドキュメンタリーで映っていた官僚の態度を思い出す。ア

イヒマンは自身でも述べていたように、「官僚ドイツ語」を裁判の中で話しており、そこからたやすく

連想されるのは「官僚日本語」なるものも存在しているだろうということだ。しかもそれは官僚の特権

的言語なのではなく、日本の高学歴層かつ組織人が共有する言語体系のように思う。その言語特

性は種々のものがあり、それが欺瞞的で傍観者的なものであるという点は、安冨歩氏が提唱した

「東大話法」に共通するものがあるように思える。それは単に言葉の問題ではなく、言語は自らの思

考や行動、そしてあり方まで規定する点に問題がある。実際、アイヒマンが「現場で起こっていること

に当事者意識はなかった」と述べているように、虐殺の重みを体感を通じて理解することができな

かったのだと思われる。 

またアイヒマンは、「当時は意識的な精神の分裂状態だった」と述べていた。良心を持つ心と非道

が非道と感じられないような心の2つの状態があったのだと思われる。そしてそれは自ら述懐してい

るように、国家や組織内の教育によって醸成されていたのである。教育によって言語の性質が規定

され、それが思考·行動·あり方を規定していく。アイヒマンが使っていた言語体系と、現代の日本の

官僚企業社会の中で蔓延している言語体系は非常に近しいものがある点に危惧する。それは一見

すると論理的に見えるのだが、欺瞞的で傍観者的であり、同時に身体感覚が欠落し、当事者意識

を希薄化させるような類のものだと思われる。フローニンゲン：2020/12/14（月）05:45 

6478. 細胞レベルでの学習と実践

時刻は午後8時を迎えようとしている。新たな週が今日から始まり、今日もまた静けさと充実感を感じ

させる1日だった。日々の流れを感じるというよりも、流れそのものとして日々があり、そうした日々と

して自己があるという感覚が続く。 
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昨日、BBCの『学習能力のヒ·ミ·ツ（2017）』というドキュメンタリーを見た。人間はいかに学び、どのよ

うに能力を発達させていくのか。その観点から人体の謎に迫る大変興味深いドキュメンタリーだっ

た。この作品を見ながら、意識の力（気づきの力）を活用して細胞レベル·DNAレベルで学習や実践

をしていくことについて考えていた。そのような意識で学習をしていくと、細胞やDNAも適応·変化し

ていく。折を見て行うファスティングなども、まさにその体験は細胞レベル·DNAレベルで刻まれる。 

作品の中で、世界屈指のサイクリストが登場し、彼は自転車と身体が一体と感じられるまで鍛錬を

し、実際にそのように脳と身体が動いていた。繰り返し意識的な学習や実践をしていくと、脳内の軸

索が太く増えていき、密度の高い超高速ネットワークが脳内に築き上げられていく。繰り返しの学習

や実践の際に、身体を通じて、身体レベルで学習や実践を行うことの大切さを改めて思う。 

その他に興味深かったのは、言語習得の鍵を握るのはリズムであるということだ。実際に赤ちゃん

は言葉をリズムとして捉え、そこから徐々に言語を習得していくとのことである。リズムというのは何も

言語の習得においてだけ重要なのではなく、結局のところ全ての実践が脳と身体を媒介させるもの

であることを考えると、全ての実践においてリズムが鍵を握るように思えてくる。日々の学習と実践の

中で、リズムに対する意識をより強く持ってみよう。 

これから就寝に向けて、深い呼吸をゆったりと行いながら、今日という1日を締め括っていきたいと

思う。明日もまた、静けさと充実感に溢れる1日になるだろう。フローニンゲン：2020/12/14（月）

20:05 

6479. ビザの更新について/今朝方の夢  

時刻は午前8時半を迎えた。今、ようやく辺りが少しずつ明るくなってきている。日の出の時間はとて

も遅くなり、日の入りの時間はとても早くなった。 

今年最後の月である12月も半分を過ぎた。昨夜ふと、今年の夏のビザの更新について考えてい

た。現在は起業家ビザを取得してオランダに居住していて、それはまず2年間の滞在を許可してく

れる。次の更新においては一気に5年間の滞在を許可してくれる。 
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滞在許可が切れるのが今年の8月の頭であり、そこから逆算にして期限までに更新手続きを行なっ

ておきたい。聞くところによると、最初の申請よりも更新手続きは随分楽とのことである。最初の申請

に関してもそれほど煩わしいことはなかったため、更新手続きは随分と楽に感じられるのではない

かと思われる。近々、起業家ビザの更新方法と提出期限について調べておきたい。 

今朝方もまた夢を見ていたが、その記憶はどうやらもうどこかに逃げてしまった。起床した瞬間は、と

ても印象深い夢だと思っていたが、意外にも早く記憶の世界の扉をあけてどこかに飛び立ってし

まったのである。覚えていることを書き留めておくと、夢の中で小中高時代の友人（おそらくSS）が現

れ、彼と話をしていた。ひょっとしたら車の運転を私はしていたかもしれない。至って代わり映えの

無い車を運転していて、運転の速度も至って普通であった。感覚として強いものを持っていたのは

おそらく次の夢だろう。だがそれについてはもう何も思い出すことができない。 

それでは、今日もまた映画鑑賞と創作活動に励んでいきたい。先ほどすでに絵を2枚ほど描いてい

て、これから作曲実践をする。朝と夜に数枚ほど絵を描くことは、カラーセラピー的な効果を発揮し

ていることを実感している。またそもそも、絵という非言語的な形で自分の内的感覚を表現すること

によって、それはアートセラピー的な効果もある。 

そこにミュージックセラピーとしての効果を持つ作曲実践を加えると、自分が日々いかに治癒的な

実践をしているかがわかる。また、映画鑑賞においても「ムービーヨガ」という実践があるように、映

画を鑑賞することもまた治癒と変容をもたらす効果がある。そのように考えてみると、毎日の自分の

実践の大半は、治癒と変容に関係しているものだということが見えてくる。今日もまたミクロな治癒と

変容をもたらす実践を通じて1日を過ごしていこう。フローニンゲン：2020/12/15（火）08:36 

6480. 本日の映画鑑賞より 

時刻は午後8時半を迎えた。静かに今日という1日が終わりに向かっていく。 

昨夜ふと、自分の名前に「平」という文字が付くことについて考えていた。それは「平穏」の「平」であ

り、「平等」の「平」でもある。後者の平等ということについて今朝から気になっていて、今日は、日本

の被差別部落に関する映画やドキュメンタリーを集中的に見ていた。この問題は日本の長い歴史

の中で生み出されたものであり、その根はとても深い。 
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日本は歴史上古くから階級差別があったが、江戸幕府がそれを制度的に推し進めた。そして、明

治に解放令が出されたが、それは形だけのものだった。続く大正時代においては、水平社運動が

展開されたが、それもうまくいかず、1947年の日本国憲法の制定によって、「法のもとに平等」という

精神が謳われたが、それでも差別意識は消えなかったという歴史がある。1975年においては、「部

落地名総艦事件」が起こった。「部落地名総艦」というのは、部落の地名のリストが書籍としてまとめ

られたものであり、それが5000円から40,000円ほどの値段で市場に出回り、なんと大半は企業が購

入していたとのことである。 

私たちの自我は強烈な自我保存欲求を持っていて、自我を保存する1つの手段として存在してい

るのが、他者と自分を区別するということである。端的には、他者と自分を区別することを通じて自

分の存在を確保·確認するという内在特性が自我に備わっており、差別の根元にはこうした自我の

内在的な特性があることは見逃せない。 

そこからさらに、集団のアイデンティティの保存のために、それに属するものと属さないものという区

別が生まれる。その他にも様々な要因によって、とりわけ社会·経済·文化的な要因によって差別が

人為的に生み出されていく。個人や社会の発達において、差異は不可欠だが、差別は不必要で

ある。前者は自然の産物であり、後者は人間や社会が作為的に生み出すものである。差異を認め

る差別なき社会、差別なき差異のある社会について思いを馳せる。差異が認められず、差別が残

る現代社会は依然として未熟なままである。 

差別に関する問題意識から派生して、今日はその他には、アメリカの「人種差別」と「暗殺」の歴史

を映し出すドキュメンタリー『私はあなたのニグロではない（2016）』を見た。また、フィンランドのアキ·

カウリスマキ監督が難民問題を題材にした『希望のかなた（2017）』というフィンランドの映画を見た。

後者に関していえば、ヨーロッパを旅行しているときに、シリアやイラクの難民、さらにはロマ族（ジプ

シー）の難民を見かけることがある。移民や難民はEU諸国においては1つの重大な社会課題となっ

ており、それについて以前から関心があった。だが、フィンランドやオランダの難民収容施設の現状

や難民を受け入れる仕組みや制度については不勉強であり、この映画は部分的ではあるが、これ

までの自分にはない観点を与えてくれた。明日はテーマを少し変えて、世界の食事事情（遺伝子

組み換え問題や添加物の問題）に関する映画を見ていこうと思う。フローニンゲン：2020/12/15

（火）20:50
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