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6561. レバノンの詩人ハリール·ジブラーンとの出会い    

時刻は午前7時を迎えた。辺りはまだ暗い。この暗さはあと1時間半は続くだろう。 

最近は朝の楽しみの1つに、今現在進行形で行われている「一瞬一生の会」に参加してくださって

いる方々が執筆しているリフレクションジャーナルを読むことがある。受講者の皆さんが日々の気づ

きや学びについて綴っているジャーナルを読むと、こちらも学びを得られることが多い。皆さんの

ジャーナルをもとに音声ファイルを作成してコメントをさせていただくことがあるのだが、ここ最近は

映画や詩の話が多い。受講者の皆さんも見た映画についてコメントをしてくださったり、お勧めの映

画を教えてくれるので、こちらとして鑑賞の幅が広がって嬉しく思う。 

今朝方は、ある受講者の方がハリール·ジブラーン（英語の発音に近いのはカリル・ギブラン）

（Kahlil Gibran：1883-1931）というレバノンの詩人について言及してくださっていた。私はこの詩人

について知らなかったのだが、直感的にこの詩人のことが気になり、色々と調べてみた。すると、ジ

ブラーンは詩だけではなく、絵画作品や彫刻作品（25歳から2年間に渡ってパリで彫刻家のロダン

の下で学んでいた）も残していて、とりわけ残された絵画を見ると、ジブラーンが「20世紀のウィリア

ム·ブレイク」と称される理由が即座に分かった。 

ジブラーンは高度な意識段階に到達していることが作品から伝わって来て、彼が残した絵画作品

はもちろんのこと、とりわけ詩に関心を持った。ジブラーンは、壮大な宇宙的ビジョンをもとに詩を

作ったそうであり、作品のモチーフの中には現代の狂気を扱ったものもあるそうなので、なお一層の

こと彼の詩を読みたくなった。取り急ぎ、ジブラーンの詩が全て収められている"Collected Works 

of Kahlil Gibran- DELUXE EDITION”を購入することにして、購入予定の文献リストに追加した。こ

ちらは来月に書籍を一括注文する際に購入しよう。 

ジブラーンの詩をインターネット上でいくつか拾い読みしてみると、今最も注目しているイスラム神

秘思想家のルーミーの詩が持つ超越的な世界観がジブラーンの詩にもあることが感じられる。イン

テグラル理論の観点で言えば、通称第二層の意識段階を超えて、第三層の意識段階に足のか

かった、あるいはその段階に到達した詩人たちに関心があり、ルーミーやジブラーンはまさにそうし

た詩人だということが見えてくる。 
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彼らの詩を読むことによって、彼らが辿り着いた認識世界に運ばれていくような感じ。それが彼らの

詩を読む過程の中で得られる。ジブラーンの詩は、アメリカのヒッピーたちによく読まれていたそうだ

が、それはやはりジブラーンが詩を通じて超越的な世界を描き、超越的な世界のビジョンを示して

いたからだろう。 

ジブラーンの記念館のようなものがないかを調べてみると、レバノンにGibran Museumというものが

あることを知った。ぜひともここに足を運びたいのだが、レバノンの情勢はあまり良くないので、いつ

かレバノンの情勢が好転したら訪れたいと思う。ジブラーンという詩人に出会うことができ、朝から素

晴らしい出会いがあったことをとても嬉しく思う。フローニンゲン：2021/1/15（金）07:21 

6562. 映画のソムリエ・詩のソムリエ/波動運動/ドキュメンタリーを通じた探究 

時刻は午後7時半を迎えた。闇と静けさが辺りを包んでいて、平穏な中で今週の平日が幕を下ろし

ていく。 

今日はふと、「映画のソムリエ」や「詩のソムリエ」と形容できるような形で、個別テーマに対して個別

の映画や詩を紹介していくことをいつか行ってみたいというような気持ちが芽生えた。例えば死を深

く理解するための映画や詩、死からの解放を促す映画や詩など、他の手段を通じてでは向き合い

難いテーマについて映画や詩を通して向き合う機会を与える役割について考えていた。映画や詩

に触れれば触れるだけ、そうした難解なテーマに対して映画や詩が深い洞察や光をもたらしてくれ

ることがよくある。そうした体験を自分の内側にしまっておくのではなく、それをいかに他者に共有す

ることができるか。それについて考えていた。 

午後に作曲実践をしているときに面白いことに気づいた。目の前で作っているメロディーの波形と、

投資対象資産のチャート上の波形が重なって見えたのである。曲にせよ、投資対象のチャートにせ

よ、どちらも固有の波動運動を行っていて、その波形には重なるものがあるように思えたのである。

別に曲のメロディーの波形を投資のチャートに照らし合わせて短期売買をする気は毛頭なく、逆に

投資のチャートに現れる波形を曲のメロディーの創出に活かそうなどとも考えていない。ただ両者

には共通の波動運動が見えたことが面白かったのだ。 
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今朝の日記で言及していたように、今朝方、レバノンの詩人ハリール·ジブラーンと出会い、そこから

ジブラーンのドキュメンタリーを見た。ジブラーン以外にも、今日はゲーテに関するドキュメンタリー

を見ていた。視覚的に詩人·芸術家·思想家（哲学者）について理解を深めるためにドキュメンタリー

を見ることは有益であり、人物理解を通じて作品理解がより深いものになる。明日は、ゲーテの色彩

論に関するドキュメンタリー、詩人のトーマス·エリオットに関するドキュメンタリー、そして詩人のウォ

ルター·ホイットマンに関するドキュメンタリーを見ようと思う。明後日には、詩人のアレクサンダー·

プーシキン、そして思想家かつ詩人でもあったジョージ·サンタヤーナに関するドキュメンタリーを見

よう。 

今日からウィリアム·ワーズワースの詩集を読み始めた。購入した詩集は如何せん分厚く、1100ペー

ジほどの分量があるため、まずはパラパラと全体を眺めてみた。すると、いくつか高度な意識状態あ

るいは高度な意識段階を通じて結晶化された作品があることに気づき、それらを中心に詩を味わっ

ていた。自己を啓発してくれる高度な認識世界に立脚した詩がこの詩集の中に掲載されていて嬉

しく思う。明日もこの詩集をゆっくりと味わっていく。 

細かな気づきで言えば、ゲーテ（1749-1832）、ブレイク（1757-1827）、ワーズワース（1770-1850）が

同時代人であったことである。彼ら3人の詩集は全て手元にあり、彼らの作品を相互に関連付けな

がら読み進めていくこともできそうだ。1人1人の詩人の作品を個別に味わっていくだけではなくて、

様々な詩人の中にある共通の関心事項やテーマなどを結びつけていく試みにも従事してみよう。フ

ローニンゲン：2021/1/15（金）20:01 

6563. 脱自的体験と神充的体験/今朝方の夢 

時刻は午前4時半を迎えようとしている。書斎の窓から外を覗くと、道路がうっすらと白くなっている。 

今の気温は1度だが、これから11時に向かって気温が下がっていき、マイナス1度に到達する。日中

の最高気温は1度までしか上がらず、今日は夜から明日の朝にかけて雪が降るようだ。今夜の雪は

かなり本格的なものになると予想される。雪が降る前に、今日の午後に近所のスーパーに行って、

バナナやヘンプシードなどの必要なものを購入しておきたいと思う。フローニンゲンのロックダウン

が終わるまであと少しだ。 
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ここ最近は、脱自的体験（エクスタシス）と神充的体験（エントゥシアスモス）の双方を同時にすること

が多い。すなわち、自己から脱却していくことと、それによって自己が無限に豊かなものに満たされ

ていくことを経験している。 

日々の創作活動や、優れた詩や映画を含めた芸術作品の鑑賞がこの現象の引き金になっている

ように思う。この現象と日々何からの形で遭遇する過程の中で、無から一者を通して多者へ、そして

多者から一者を通して無へと向かう道について考えさせられる。無で始まり、無で終わり、だがその

無は終わりで閉じているのではなく、始まりに開かれている。無の円環。その円環の中に一者と多

者が内包かつ充満している感じだ。 

今この瞬間の静けさと同じく、今朝方の夢の世界は静かであった。あまり記憶に残る夢を見ていな

かったように思う。何か覚えていることはないか、少しばかり目を閉じて夢の世界を再度思い出して

みる。 

夢の中で私は、小中学校時代の友人（MK）と話をしていた。場所は小学校に向かう通学路の国道

だ。彼はすぐに照れる恥ずかしがり屋な性質があり、照れる顔がリンゴのように赤かったのと、彼の

名前の発音とをかけて、「リンゴ」と呼ばれてからかわれることがあった。国道を歩きながら、そのニッ

クネームについて彼がどのように思っているのかについて話を聞き、その後、今お互いにハマって

いるテレビゲーム関する話をした。そのような夢の場面があった。 

その他の夢について今何とか思い出そうとしている。日本なのか国外なのか全くわからない未知の

空間の中に自分がいて、そこにもう2人ほど見知らぬ男性がいた。私たちは感情的に中立な形で、

何かの話題について意見交換をしていた。そこは廃墟となった学校のような場所だったが、雰囲気

としては全く暗くなかった。だがその逆に明るくもなかった。明るさも中立的なものだった。その他に

も断片的な夢を見ていて、散りじりになった夢の記憶が意識空間を彷徨っているのを感じる。フロー

ニンゲン：2021/1/16（土）04:45 

6564. 霊的世界に開かれた眼を持つポール・クローデル/光の差異化と闇の統合化/                

向下道としての創作活動   
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時刻は午前8時半を迎えた。辺りがようやく明るくなってきた。今、数多くの白いカモメが空を優雅に

飛んでいる。彼らは飛遊しているのだ。そんな彼らの姿は飛雄として映る。 

この時間帯までにドキュメンタリーを2つ見て、絵を2枚ほど描き、そして4曲ほど曲を作った。先ほど

見た2つのドキュメンタリーのうち、日本にもゆかりのある詩人のポール·クローデルに関するドキュメ

ンタリーが印象に残っている。彼は外交官として長く仕事をしていて、その傍ら詩や物語を含めた

執筆活動に従事していた。そんなクローデルはある時期に中国と日本に長年にわたって滞在して

おり、そこで東洋文化に触れた。 

クローデルに着目しているのは、彼がこの世界を天地創造の最初の日における新鮮さにおいて絶

えず眺め続けた詩人だったたからである。霊的世界に開かれた彼の眼、そしてそれを通じて知覚さ

れた世界を言葉として表現した彼の詩にとても関心がある。残念ながらクローデルの詩の英訳はほ

とんど入手できないのだが、その代わりに“Five Great Odes”と、クローデルが詩作について語って

いる興味深い書籍“Poetic Art”は来月に購入しようと思う。また、クローデルに影響を与えたアー

サー·ランボーの詩集は全集が出ているので、そちらも購入する。 

改めてクローデルのこの世界を見る眼差しに戻る。クローデルは、この世界の創造物を、生きる神と

の邂逅の機会だとみなしていた。そこにクローデルの世界観があり、この世界に相対する彼の態度

が窺える。 

クローデルのドキュメンタリーを見た後、ゲーテの色彩理論に関するドキュメンタリーを見ていた。そ

の中で、光は色を生み出し、色は世界を差異化させることについて考えを巡らせていた。すると、そ

れでは統合化の役割を果たすのは何なのかについて考えてみたときに、それは闇なのではないか

と思った。わかりやすく言えば、この世界は光と闇でできていて、色を生み出す光は差異化をこの

世界にもたらし、闇は統合化をこの世界にもたらすのだ。 

そこからふと、ギリシャの哲学者プロティノスについて考えが及んだ。プロティノスが指摘するところ

の向下道を歩む過程の中で自らの創作物が世に生まれてきていることにふと気づいた。もちろんそ

の逆の向上道を歩む過程を通して創作物が生み出されることもあるのだが、自分の場合は、一者

に向かう過程で創作物が生み出されているというよりも、一者との出会いの後、向下道を通じて多
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者が生み出される現象として創作活動があるように思う。日々の創作活動は一者に向かうという点

で向上道を歩むことにもつながり、多者に向かうという点で向下道を歩むことにもつながる。今この

時点では、どうやら自分の創作活動は後者の色合いが強いようだ。そのような気づきが芽生えた。

フローニンゲン：2021/1/16（土）08:58 

6565. 仮眠中の不思議なビジョン/集中力について  

時刻は午後7時半を迎えた。つい先ほどから雪が降り始めた。目の前の通りに雪が積もり、辺りは雪

景色と化している。ここからまた明日の朝にかけて雪が降れば、明日の朝は辺り一面が雪景色に

なっているのではないかと思う。久しぶりにあの美しい白銀世界を眺めることができるのであればそ

れは楽しみだ。今年は本当に暖冬であり、これまでまだ一度も雪が積もっていなかったので。 

午後に仮眠を取っている最中に、2つほど印象的なビジョンを知覚した。1つ目のビジョンの中で私

は、見知らぬ家の台所にいて、トマトソーススパゲティが凍ったものを手に持っていた。ちょうどレン

ジが目の前にあったので、それをレンジに入れて温めることにした。 

すると、私の横に白人の見知らぬ女性が現れた。なんとその女性が手渡してきたのは、お皿に乗っ

た凍った赤ちゃんの女の子だった。さらに驚いたことに、その赤ちゃんは全身にミートソースがかけ

られていたのである。なぜそのような姿でいるのか自分なりにその場で考えたときに、とっさには私

はスプーンでミートソースを赤ちゃんの体全体に伸ばしてからレンジで解凍してあげようと思った。

だが、突然もう1人白人女性が現れ、私に向かって、食べ物じゃないんだからスプーンでソースを伸

ばすなと厳しい口調で述べた。どうしていいのか分からなくなったところでそのビジョンは消えて

いった。 

次のビジョンの中で私は、ドイツの名門大学の教室にいた。その教室はとても厳かであり、私は教

壇の手前に立ち、教室を背にしながら、大学生の質問に答えていた。すると、つい先ほどまで教壇

に立っていたと思われる権威ある中年男性教授が私の近くに立っていて、質問に答えている私に

対してあまりいい顔をしていなかった。私はその教授の機嫌を損ねてしまったのかと思って、謝って

からすぐに手元の資料を片付けてその場を離れようとした。 
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ところが、こちらが謝っても何の反応もなく無愛想な表情を浮かべていた教授の顔を見て、この教

授は地位にしがみつく取るに足らない人間だと思い、英語で罵声を浴びせかけ、最後には日本で

も罵声を浴びせ、最後には指で地獄に落ちろとジェスチャーをした。するとその教授は、私の威圧

的な態度に怖気付いたのか、その場に凍り付いたかのように佇んでいた。そのようなビジョンを知覚

していた。仮眠から目覚めた時の意識はとても明晰であり、そこからすぐさま午後の取り組みに移行

することができた。 

夕方にふと、呼吸法と特殊な内観法を組み合わせて、超常的な集中力を獲得していく道を改めて

模索してみようと思った。創作·生産活動において、そして広く学習や実践において、集中力は最

大の鍵を握る。過去の偉人たちを見ると、軒並み際立った集中力を獲得し、それを発揮しながら自

らの取り組みに邁進していたことがわかる。そのようなことを思いながら、改めて日々どれだけ集中

力を高めて自分の取り組みに従事できているかを考えたのである。 

「力を中に集めてくること」それが集中力の意味であり、力が何を指し、その源泉はどこにあり、中と

は何を指し、それをどのように中に集めてくるのか。いくつか要素に分解しながらそれぞれについて

考え、最終的にはそれらを統合させる形で超上的な集中力を発揮する心身構造を作っていこう。フ

ローニンゲン：2021/1/16（土）20:01 

6566. 今朝方の夢 

時刻は午前6時を迎えた。起床後に書斎に向かった時、窓の向こうに真っ白な世界が広がっている

ことに気づいた。昨夜から今朝方にかけて雪が降っていて、それが随分と積もっていた。今年初め

て雪が積もった形になったのだが、道路に関しては積雪防止剤を撒いているためか、道路には雪

が積もっておらず、道は黒々としている。 

今この瞬間は真っ暗であるから、闇の世界と道路の黒さと対比される形で真っ白な雪がくっきりと見

える。今日から1週間の天気を見ると、再び気温が上がるようであり、今積もっている雪は程なくして

溶けるだろう。 

目の前に広がる雪の世界と、今朝方の夢の世界が重なり合っていく。今朝方に見ていた夢の世界

の中でも雪が積もっていたように思う。すでに雪が降り終えていて、私は雪が積もったヨーロッパの
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ある街にいた。雰囲気から察すると、そこはオランダの街のようだった。その街の運河沿いにあるア

パートの一室を借りていて、そこに小中学校時代の友人を招く形になった。 

ちょうど2人の女性友達と何かについて打ち合わせをすることになっていて、そうであればうちで話

をしようということになった。すると私は気がつけば大きな図書館の中にいた。そこは確かに図書館

なのだが、入り口が見覚えのある体育館の入り口のように思えた。入り口というよりも、実際に通って

いた中学校の体育館の扉を開けるとその図書館につながっていて、すぐさま目の前に大量の本棚

が現れたのである。 

本棚に埋もれるような形で、遠くの方に女性友達の1人がいて、遠くから彼女に声をかけた。というよ

りも、そこは図書館であったから、念力を通じて心の中で大きな声で呼びかけると、テレパシーのよ

うに彼女の声が聞こえてきた。どうやらもう少し調べ物をしたいとのことであり、では後からうちで落ち

合おうということになった。再び私は扉から外に出ると、運河沿いの自宅の前の通りに出た。 

改めて自分のアパートを見ると、デザインがオランダ的だった。色と形でとてもユニークであり、可愛

らしく、しかるべき年数が建っていながらも、それでいて古さを感じさせない何かがあった。それは

伝統を大切にしながら革新的な要素を織り込むというオランダ人の心のようなものである。 

目の前に建っているそのアパートは、伝統と革新が融合した産物だった。そのようなことを考えてい

ると、女性友達の1人が現れたので、一緒に部屋に向かった。 

部屋に到着してすぐに、彼女は私のクローゼットを覗き、そこに置かれていた10着ほどのスーツの

中から1つを選び、今度それを着て来て欲しいと私に述べた。それはスカイブルーのスーツであり、

あまり普段着ないものだったが、どこかの機会にそれを着てもいいだろうと思った。どういうわけか、

そこにワイシャツやネクタイも掛けられていて、彼女はそれらを含めてスーツを試着したいと述べ

た。と言うよりも、もう試着をし始めていて、やめさせるわけにはいかなかったので、好きなように試着

させることにした。 

今朝方はそのような夢を見ていた。実際にはこの夢の他に別の夢も見ていた。1つ前にもう1つ印象

的な夢があったのだが、それはもう記憶の彼方にある。記憶の彼方にありながら、今この瞬間の自

分の意識と無意識になんらかの影響を与えていることがわかる。まさに地球から何億光年離れた場
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所にある太陽が地球に影響を与え、自分に影響を与えているかのように。フローニンゲン：2021/1/

17（日）06:21 

6567. 自然神秘主義的体験について/今に開かれた自己と創作活動 

今日も旺盛な創作活動、そして映画鑑賞と詩集を味読することを楽しみながら行っていく。日々、

至福直観である。日々の日常世界に満たされた至福が直観され、至福の中で毎瞬を生きていくこ

と。それが実現された日々が今ここにある。 

開けられた書斎の窓から冷たい風が静かに流れ込んでいる。外気の気温は確かに低いが、それで

も室内のヒーターをつける必要がなく、今年の暖冬ぶりには本当に驚かされる。過去5年間の中で

このようなことは今年が初めてだ。積もった雪を眺めながら、人間としての自己が自然を感じるので

はなく、自然としての自己が自然を感じるときに、本当の自然神秘主義的体験が立ち現れるのだと

思った。これを間違えてはならない。 

人間としての自己が自然を感じるのは自然神秘主義でもなんでもない。なぜならそこにはまだ小我

が存在していて、神秘主義体験が神秘主義体験たらんとする没我かつ超我の側面がないからであ

る。小我としての我が消失し、自己が自然と化したときに感じられるその自然、それは全体的な自

然であり、自然としての自己がそんな自然を感じる体験が自然神秘主義的体験なのだと思う。もち

ろんその体験を味わいながら、日々そうした体験を通じて生きていくために、自然に触れる形で生

活をするというのは有益だろう。フローニンゲンの中での引っ越し、そして近い将来の北欧への移

住について思いを馳せている自分がいた。 

今この瞬間の内的感覚及び内的体験を音や絵の形にしていく実践を四六時中行っていると、それ

は絶えず今に開かれている自己の確立につながっていることに気づく。絶えず未規定の今の真っ

只中に存在し続けている自己。そこに生き生きとした感覚が伴い、それを感じている自己。いやそ

の感覚と同化している自己。 

創作活動中の自己は今に開かれ、今に生きているのだから、そのような形で自己が存在していると

いうのは当然と言えば当然なのだが、各種密教的実践や神秘主義的な実践を見てみると、それら

が目指すべき境地というのは、今述べたこととほぼ同じであることにふと気づく。 
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未分化の世界に自己が溶け込んでいき、その世界と一体化し、今この瞬間の開かれを通じてそこ

にあるという感覚。その感覚を感じている時、未分化の創造的な世界から色々なものが湧いて出て

くる。それを形にしていく試みに従事しよう。 

その瞬間にしか立ち現れないその場限りの自己感覚を大切にする。その瞬間にそこにいるたった1

人の存在者としての自己が未規定の無限の世界から受け取るもの。それを言葉·音·絵の形にして

いく。それを受け取る行為もまた連続的かつ無限であり、その行為が生きているという感覚につな

がる。別の表現で言えば、絶えず創造を続けている世界とつながり、自分の内側からも絶え間ない

産出的創造が起こっているということにありありと気づくことが、今その瞬間を生きているということな

のではないかと思う。 

世界が自分を通して顕現してくるものをつぶさに知覚受領し、それを受け取りながら絶えずそれを

形にしていく。今日もそのような充実した1日になる。フローニンゲン：2021/1/17（日）06:38 

6568. 創造によって開かれる世界/実践のインターバル運動 

時刻は午後8時を迎えた。今、日曜日がゆっくりと終わりに向かっていき、明日に向かって静かに準

備を始めている。 

今日もまた1日を通して雑多なことを考えていた。かつてプラトンのアカデメイアの入り口には、「幾

何学を知らない者、入室禁止」の文字が掲げられ、プロティノスのアカデメイアの入り口には、「観照

を知らない者、入室禁止」の文字が掲げられていたと伝えられている。創作活動に日夜明け暮れる

ことを通じて開かれていく世界があることを考えてみると、「創造を知らない者、入室禁止」の文字が

掲げられた世界も存在するようだ。 

創作活動に関していえば、明確な表現対象があって、それを言葉·音·絵で表現するのではなくて、

次々に生み出される言葉·音·絵が形を生み、表現対象の輪郭を露わにしながら固有のリアリティを

創っていくことについて考えていた。何よりも言葉·音·絵に身を任せること、そしてその赴くままに進

んでいくことの大切さを今日もまた実感していた。そのような形で行われる創作活動によって、眼前

に唯一無二のリアリティが顕現する。そしてそれは自己そのものに他ならないこともわかる。つまり新
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たな創作活動は、新たなリアリティを開きながら、同時に新たな自己を開き、両者が同時的に新た

なものとして共生起することがわかる。 

種々の実践に日々従事していると、円周上のどの地点から出発して円心に向かっても、結局それ

は同じ円心に行き着くこともわかる。1つ1つの実践に集中することは極めて重要なのだが、集中力

を高めるためには、多様な実践領域を行き来することが自分の場合には合っているようだ。 

短い時間にある実践に集中し、そして次の実践に集中していく。実践のインターバル運動のような

ものをおよそ30分ぐらいの切り替え頻度で行っていて、それが集中力の維持につながっているよう

だ。こうしたことに加えて、自分なりの内観的集中法を実践していこう。 

ようやく明後日にフローニンゲンの街もロックダウンを解除する。11月の初旬に日本から戻ってきて

以降、一度も旅行に出かけていない。春になったら旅行をぜひ行いたい。もう行き先の候補は決め

てある。 

今年の春は時間をかけてドイツを巡ろう。一度に多くを巡ることはできないだろうから、また別の機

会に旅を設け、その時に候補地を巡っていく。この夏は3度目になるがフィンランドに足を運ぶ。将

来の居住先を見つける意味でも、これから毎年の夏はフィンランドに行き、毎回新しい場所に滞在

してみようと思う。 

旅の最中は写譜の実践をする時間がないことを想定し、今のうちに写譜の実践を行って、原型モ

デルを作っていくことを日々心がけていこう。モデルのストックを豊富に持っておき、旅の最中には

それらをもとに作曲に勤しみたい。そのようなことを入浴中に考えていた。フローニンゲン：2021/1/

17（日）20:15 

6569. 日々新たな目で、新たな気持ちで/今朝方の夢 

時刻は午前5時を迎えた。今日からまた新たな週を迎える。日々新たな気持ちで目覚め、新たな目

を持って日々を生きるということ。まさに人間の内的成熟というものが、自身の心眼·魂眼の発達であ

ることを考えてみると、日々新たな目を持って生きるというのは日々のミクロな発達を生きることに他

ならないように思えてくる。 
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道元が指摘するように、自己を滅却するのではなく、自己を忘れること。自己を忘却させることに

よって全てと一つになること。全てと一つになることは、全てから啓発·啓蒙され、啓発·啓蒙すること

であること。それについて昨夜考えていた。今日もまた新たなを目を持ってこの世界を生き、全てか

ら啓発·啓蒙され、啓発·啓蒙することを通じて生きていこう。 

今朝方は夢を見ていた。2、3夢を見ていたように思うが、そのうちの1つを覚えている。 

夢の中で私は、実際に通っていた小学校の体育館にいた。そこは小学校だったが、体育館には高

校時代の先生たちが何人かいた。体育館内を見渡すと、数多くの生徒がいて、これから集会か何

かが行われるようだった。生徒に関して言えば、それは高校時代の生徒たちではなく、小中学校時

代の生徒たちだった。生徒たちの大半は体育館内で整列しており、これからやって来る生徒たちも

列に入っていった。 

私はすでにある列の中にいて、地べたに座って集会が始まるのを待っていた。私の後ろにいた友

人（YK）が立ち上がり、私に声をかけた。体育館のステージの方に向かっていき、ステージの近くに

いる先生にある件について相談に行こうと述べたのである。ある件というのは、私が先日友人にある

資産を預かってもらっていた話である。資産の移動は全てオンラインで行ったのだが、それを学校

のパソコンを使って行い、また金額が大きかったこともあって学校で問題になっているようだった。

私としてはそれほど大きな金額ではないと思っていたのだが、一回の取引額が3千万円を超える

と、システム側が察知し、その取引の妥当性を検証することになっているようだった。その資産を投

資対象として扱っている取引所は世の中にたくさんあって、友人と私は、各取引所の対応を洗い出

すことにした。 

本来学校側がとやかく口を出すことではないのだが、学校側はその取引を無効にして、私の資産

をどういうわけか友人の資産として見なすことを検討しているようだった。それは全く意味のわからな

い対応だったので、友人と私は自分たちでこの件を解決しなければならないと思った。 

この件を相談したのは高校時代の数学の先生なのだが、先生の投資や賃貸借契約に関する法律

の知識のなさには愕然とし、学校の先生の大半はこんなものだろうと思うことにして再び元いた列に
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戻った。再び地面に座り、私は友人に、ここからはより包括的に情報を得て、各取引所の対応を比

較検討していこうと述べた。そのような夢を見ていた。 

そう言えば、夢の中で列から立ち上がってステージに向かう際に、足がうまく真っ直ぐにならず、友

人の肩を借りて歩いていたのを覚えている。しばらくしてようやく足が真っ直ぐになったのだが、そ

の瞬間、自分の身長が随分と伸びていて驚いたのを覚えている。フローニンゲン：2021/1/18（月）

05:37 

6570. 詩に囲まれた至福さの中で/詩作の再開に向けて 

シトシトとした雨音が聞こえてくる。窓の外を眺めると、冷たい雨がフローニンゲンの街に降り注いで

いる様子が見える。 

時刻を確認すれば午後8時に近づいていて、今日も気がつけばこの時間帯になっていた。日々の

この充実感は一体なんだろう。生命力が溢れ出し、それがとどまることを知らずに躍動し、起床から

ずっと種々の実践に没入している自分がいる。1つ1つの実践に深く集中し、集中力が途切れる前

に別の実践に移行することによって、止むことなき集中力の中で全ての実践が連続して行われてい

く。それは1つの流れのようである。途切れることを知らず、どこまでも流れていく流れのようなのだ。 

たった今、注文していた詩集がまたいくつか届けられた。死に関する詩だけを集めた詩集をパッと

開けたところ、なんと最近注目していたプーシキンの詩がそこにあった。これはなんという偶然だろ

う。そう言えば、今朝方プーシキンに関するドキュメンタリーを見ていたところだったのだ。これは恐

ろしいほどの偶然である。 

この選集に収められている詩の多くが自分に何かを語りかけてきているのを感じる。その他には、

待ちに待った詩集として、ウェールズの詩人ディラン·トマス（1914-1953）の詩集、そして北アイルラ

ンドの詩人シェイマス·ヒーニー（1939-2013）の詩集が届けられた。それらもざっと中身を確認し、明

日からそれらの詩集を読める喜びに浸っていた。明日からそれらの詩集を読めることを想像するだ

けで、なんとも言えない至福さが満ち溢れてくる。至福さの中で至福さを通じて生きるということはこ

ういうことなのだろう。 
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今朝方、詩人のウォルター·ホイットマン（1819-1892）のドキュメンタリーを見終えた後、ふと英語で

詩作をまた始めてみようかと思った。以前実験的に、詩とはあまり呼び難いかもしれないが、実験的

に散文詩のようなものを英語で書いていた。今度はもう少し詩的世界や詩的言語を意識して書い

てみようかと思ったのである。 

これは自分の好みであるが、定型詩よりも自由詩の方が直感的に創造意欲が湧き、自由詩と散文

詩を比べてみたときにも、普段の日記の文体の延長上に存在しているであろう散文詩の方が創造

意欲が掻き立てられることがわかる。そのような点から、近いうちにまた詩作を始めるかもしれない。

その際には、思索と詩作を組み合わせたものにしていこうと思う。思索と詩作を融合した言語的な

創作活動も絵画の創作と音楽の創作に加えて行っていきたい。 

詩のテーマは、霊性、現代社会の諸問題、エコロジー、人間性に関する問題（AIやポストヒューマン

の話題を含む）などが思いつく。また詩を通じて自らもさらなる探究をしていきたいために、詩の中

に問いかけや疑問文を入れるような形を取ってみることも実験的に行っていきたい。 

詩を通じて自らの感覚や考えを形にするだけではなく、詩的言語によって初めて浮き彫りになって

くる問題の所在を示すような問いや疑問を詩の中に組み込むことができれば面白いかもしれない。

自分の想像力を解き放ち、詩作を通じた思索、及び思索を通じた詩作をまたどこかのタイミングで

行っていきたいと思う。フローニンゲン：2021/1/18（月）20:11 

6571. 詩作の再開 

書斎の窓に雨が当たる音が聞こえてくる。今朝の雨は少しばかり雨量が多い。風も少々ある。 

天気予報を確認すると、今日は一日中雨とのことだが、午後からは雨脚が弱まるとことである。午後

には2ヶ月振りに髪の毛を切りに美容室に行く予定なので、午後に雨が穏やかになっていることは

喜ばしい。 

今日はからロックダウンが解除されるため、それによって街の雰囲気がどのように変わるのかを観察

してみよう。髪を切ってもらった後に、詩集を買いに書店に行くか、布団を買いにデパートに行くか

を判断したい。今のところ、すでに詩集は随分と先月購入したので、今日は掛け布団を購入するこ
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とを優先させようかと思う。詩集はまた別の機会でいいだろう。晴れた日に、街の中心部に大型書

店に行き、その帰りに古書店に立ち寄るような日をまたどこかに設けよう。 

昨夜から再び詩作を始めることにした。フローニンゲン大学で研究をしていた頃に、息抜きがてら

詩作をしていたことがあったが、それはいつの間にかやめてしまっていて、昨夜からまた詩作を再

開させたいと思った。詩に関心を持って詩集を読み始めてから、再び詩作への情熱のようなものが

高まっているのを感じていた。詩に関しても、単に他者の詩を読むだけでは満足できず、自分でも

詩を作ってみたいという抑えがたい思いがあった。 

今回の詩作に関しても、日本語ではなく英語で行っていこうと思う。日本語で詩を作るイメージがわ

かず、というよりも、日本語で表現しづらいことが自分の内側には随分とあり、今回もまた英語で詩

作をしていこうと思う。 

詩の形式に関して言えば、「散文詩（prose poetry）」の形式を採用する。改めて詩の形式について

調べてみた。詩は大きく分けて、「定型詩（fixed verse）」と「自由詩（free verse）」に分けられる。「自

由詩」のカテゴリーの中にあるのが「散文詩」というカテゴリーだ。「散文詩」とは、句読点や鍵かっこ

などの記号があり、一文ごとに行を変えない特徴がある。 

最初、自由詩で詩を作っていくことも考えたが、自分が詩を通じて表現したいことの特徴を考えて

みたときに、自由詩の形式はあまり望ましくないかと思った。自由詩は、一文、もしくは複数の句ごと

に行を変えていくものであり、また句読点もない。散文詩にせよ自由詩にせよ、どちらも音数に一定

の決まりはない点で定型詩ではないという特徴がある。形式によって表現の違いが出てくることを考

えてみたときに、今はとりあえず散文詩を書いていき、どこかのタイミングで自由詩の形式を採用す

ることもあるかもしれない。 

昨夜も寝る前に早速いくつか詩を作り、就寝に向かうベッドの中でも少し詩作している自分がいた。

そこで閃いた2つの詩のアイデアについては枕元のメモ帳に書き留めたので、また後ほど完成させ

ておきたいと思う。これから日々少しずつでいいので散文詩を作っていこう。読んだ専門書や詩集

から喚起されたことや、日常生活の中でふと発見したことを含め、ふと湧いた疑問などを大切にし

て、それらをもとに詩作をしていく。詩の創作（詩作）·絵画の創作（絵作）·音楽の創作（音作）の3つ
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の創作活動を通じて日々を生きることによって、生の実感と充実感がまた増すような気がしている。

フローニンゲン：2021/1/19（火）06:19 

6572. 今朝方の夢  

時刻は午前6時半に近づこうとしている。起床時に引き続き、雨がシトシトと降っている。今日はこう

した雨とずっと寄り添っていくことになるだろう。自分が雨に寄り添っているのか、それとも雨が自分

に寄り添っているのか。はたまたその両者なのか。雨と自己との関係性を見つめ直す素晴らしい機

会だ。 

今朝方はいくつか夢を見ていた。雨音を聞きながら、それらの夢について覚えていることを書き留

めておきたい。夢の中で私は、大きなコンサートホールのような場所にいた。そこは元々コンサート

ができるような会場だったのだが、どういうわけか椅子が全部撤去され、体育館のようなフロアが広

大に広がっていた。私はそのフロアの壁際に立っていて、隣にはある日本人の知人がいた。その

知人は共通の専門領域を持っていて、時折話をすることがある。 

今日は、その分野に関する第一人者のアメリカ人の研究者がその場で講演会をすることになって

いた。その研究者は思想家としての活動をこれまで長く行っていて、その仕事は世界でも高く評価

されている。今日は彼の話を聞けることが楽しみであり、実は今日のその場での講演会をもって、そ

の研究者は第一線から身を引くことになっていた。おそらく引退後も個人的に探究は続けるのだろ

うが、表に出て話をするような機会はこれが最後とのことだった。そうした貴重な場にいられることの

喜びを感じながら、その研究者の講演会がいざ始まった。 

気がつくと、もう講演会は終わっていて、私の眼からは涙が滲み出していた。どうやら私は、その研

修者の発表に心を打たれたらしい。隣を見ると、普段涙など全く流しそうにない知人でさえも、目頭

を熱くさせていた。知人と私は顔を見合わせ、その感激からか、思わず抱擁をし合った。お互いの

身体の内側を流れている感動の渦が、抱擁によって交わっていくのを感じていた。そのような夢の

場面があった。 

次の夢の場面では、私は東京の郊外の街を走る電車の中にいた。その電車は、23区の少し外にあ

る西東京エリアを走っていた。窓からの景色は、都心よりも幾分落ち着いていたが、住居や建物で
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ぎゅうぎゅう詰めになっている景観は都心のそれとさほど変わらなかった。時刻は昼あたりであり、

昼の太陽の光が優しく車内に降り注いでいた。乗客はあまりおらず、立っている人は1人もいなかっ

た。 

私は、太陽の優しい光が当たる席に座っていて、反対側の座席の窓から見える景色をぼんやりと

眺めていた。すると私の横に、高校時代の同級生が現れた。彼女は当時あまり目立った存在では

なく、それほど話をしたことがなかったが、優しい性格の持ち主であることは知っていた。彼女と久し

ぶりに再会し、そこから会話をし始めた。すると彼女は、最近絵を描いているとのことだったので、直

近に描き上げた絵を見せてもらうことにした。 

彼女が大きなスケッチブックを開くと、そこからなんと、額縁に入れられる前の原画が飛び出してき

た。それは随分と大きな作品であり、濃淡のある美しい海を背景にして、大きなウミガメが可愛らしく

描かれていた。私は海の美しさとウミガメの愛らしさに魅せられて、しばらく言葉を発せずにじっとそ

の絵画を眺めていた。ふと視線をスケッチブックの左の方に移すと、そこからまた絵が浮かび上

がってきて、そちらも自然をモチーフにした素晴らしい作品だった。 

いざ感想を述べようと思って口を開こうとしたら、突然私の体は電車の外にあって、宙に浮かんでい

た。私は電車を追いかけるかのように線路沿いを飛んでいたのである。ただし、それほど急いで飛

んでいたわけではなく、少し昭和の雰囲気を残す街並みを堪能しながら、自分のペースで目的地

に向かっていた。そのような夢を見た後に、最後に、小中高時代の親友（NK）と話をしている場面も

あったことを覚えている。今度フィンランドかどこかで一軒家を立てる際に、大工の彼にそれを依頼

したらどれくらいの費用になるのかという見積もりの話をし、その他にはお互いの近況報告を含め、

たわいのない話を楽しんでいた。フローニンゲン：2021/1/19（火）06:56 

6573. ノーベル文学賞を受賞した詩人たち 

時刻は午後8時を迎えようとしている。夕方ら強まって来た雨足は弱まり、先ほどまで小雨が降って

いたが、今はもう雨が止んでいる。今日は午後に、2ヶ月振りに髪を切りに美容室に足を運んだとこ

ろ、またしても店が閉まっていた。一応今日からロックダウンが解除されたようなのだが、美容室など

の接客業はもう少し店を閉じなければいけないようだった。 
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かかりつけの美容師のメルヴィンにテキストメッセージを送り、安否を確認したところ、彼は無事で何

よりだったのだが、やはり経営が苦しいようだった。おそらくオランダ政府も飲食店や接客サービス

業については補償手当をしているはずであり、メルヴィンの店も今はそれでなんとか持ち堪えてい

るようだった。政府の通達によると、もう数週間ほど店を開けてはならないとのことであり、早期の開

店を祈るばかりだ。 

今日は1日を通して、様々な詩人のドキュメンタリーを見ていた。中でも、1995年にノーベル文学賞

を受賞した北アイルランドの詩人シェイマス·ヒーニー（1939-2013）のインタビュー形式のドキュメン

タリーが印象に残っている。彼の持つ知性や詩的感性に感銘を受けただけではなく、何よりも彼の

人柄に心を打たれるものがあった。ヒーニーの笑顔がとても印象的で、そこから彼の詩の中に込め

られているであろう優しさを思った。 

ヒーニーの詩集は昨日届けられたばかりだが、すぐにでも彼の詩集を読み進めていきたい。その他

にも、1992年にノーベル文学賞を受賞したカリブ海諸国出身のデレック·ウォルコット（1930-2017）、

2011年にノーベル文学賞を受賞したスウェーデンのトーマス·トランストロンメル（1931-2015）など、

意識的にノーベル文学賞を受賞した詩人のドキュメンタリーを見ていた。 

トランストロンメルは臨床心理士としての仕事にも従事していて、その仕事で培われた人間心理を

見る眼のようなものが彼の詩に現れているのではないかと思った。トランストロンメルは、1990年に脳

卒中で倒れ、言語障害と右半身不随を患ってからも詩作を続けた。 

言語障害によってもはや言葉を一度に数単語しか発することしかできなくなり、自分の気持ちを表

現するために、彼はピアノ演奏に力を入れ始めた。だが右半分の体が動かないこともあり、彼は

残った左手だけでピアノの演奏を始める。そんなトランストロンメルに対して、左手だけで演奏できる

ピアノ曲を献呈する作曲家も多くいて、トランストロンメルが左手だけでピアノを演奏しているシーン

が心に残っている。 

ノーベル文学賞を受賞したことのある詩人の詩にはどのような特徴があるのかを知りたいため、過

去の受賞者のリストアップをして、彼らの作品をゆっくりと読み進めていこうと思う。フローニンゲン：

2021/1/19（火）20:05 
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6574. ロックダウン解除の延期/作曲家・画家・詩人のように生きること 

時刻は午前6時に近づいて来ている。今朝は少しばかり風があるようだ。風はあるが、雨は降ってい

ない。天気予報を確認すると、今日は気温も比較的高く、それでいて雨も降らないようなので何より

だ。午後にでも近所のスーパーに買い物に出かけよう。 

昨日、街の中心部に出かけていき、髪を切ってもらおうと思ったのだが、店が閉まっていた。1/19ま

でのロックダウンが2/9まで延長されることになったらしい。自宅に帰ってからオランダ政府のウェブ

サイトに行くと、3/31までは国外に出てはならないという旅行の制限もかかっているようであり、この

様子だと春になるまで旅行に出掛けられないようだ。国外旅行が難しくても、状況を見て、オランダ

国内の美術館には息抜きがてら出掛けて行ってもいいように思う。まだモンドリアン美術館に行くこ

とができていないので、国外に旅行に行けない代わりにそちらに足を運ぶのも1つの手である。 

1月は詩集を20冊以上購入したのだが、今、2月に購入したい詩集が30冊近くになっている。詩集

に加えて、数冊は詩論あるいは詩に関する哲学を扱っているものもあり、そうした書籍を読むことを

通じて、自分の詩作を深めていきたいと思う。 

音楽を聴き、絵画を見て、詩集を読む。そして音楽を作り、絵画を作り、詩を作る生活。日々は音楽

·絵画·詩に囲まれた形で至福さに満ちている。日常を、作曲家の眼、画家の眼、詩人の眼を通して

眺めてみようと昨日ふと思った。彼らの独特な眼は、この世界を絶えず新たに見ることに役立つだ

けではなく、日々を新鮮に生きることにもつながってくる。 

あえて彼らの役割を演じてみること。つまり、自分が作曲家·画家·詩人であるかのように日常を生き

てみること。そうしたロールプレイのような心がけもまた、日常生活に彩りを与えてくれるのではない

かと思う。 

毎日、自分の思考や感覚をメモするかのように詩を作っていく。思考や感覚のメモとしての詩を残

す。思考や感覚というものがそもそも詩的な何かであることに気づく。その詩的特徴を活かしなが

ら、それを詩的な形で残しておくということ。詩の形式として残しておくことの良さは、解釈の余地が

多分に残ることであり、その余地、ないしは余白から、さらに新たな思考や感覚が芽生えていく。思

考や感覚の培養装置のような形で詩として残したものが働き始める。 
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その瞬間の内的感覚を頼りに、ジャズ的に、すなわち即興的にそれを音·絵·詩の形にしていくことを

日々行う。大切にしているのは即興性である。そうした即興性の中に今この瞬間を生きる生命感が

宿る。万有を生み出す根源者と同一化することによって、創造の洪水を引き起こしていこう。今日も

そのような1日となる。フローニンゲン：2021/1/20（水）06:03 

6575. 今朝方の夢 

時刻は午前7時を迎えようとしている。辺りはまだ真っ暗であり、静寂さに包まれている。日の出の時

間が少しずつ早くなっているとは言え、8時半を超えてからようやく明るくなり始める状況はさほど変

わりない。 

静寂さの声に耳を傾けながら、今朝方の夢について思い出している。夢の中で私は、小中学校時

代を過ごした社宅のダイニングルームにいた。私は高校時代のある友人を自宅に招いていて、彼と

ご飯でも食べながら話をしようと考えていた。いざ彼がやって来て自宅に入れると、いつの間にか、

彼の雇い主が家にいた。 

どうやら私はその人と面識があるようであり、それほど違和感がなかったので、3人で食事を摂ること

にした。すると、友人の顔が曇りだし、今朝方の仕事の進捗状況を申し訳なさそうに彼の雇い主に

話し始めた。すると、雇い主の男性は、「気にする必要はない」と述べながら笑った。だが、友人は

どうやら事態を重く受け止めているようであり、深刻な表情を浮かべたままだった。 

飯が不味くなると思ったのか、それを見かねた雇い主の男性は、友人に再度励ましの言葉を投げ

かけようとした。しかし、友人は深刻そうな表情から不機嫌そうな表情に表情を変えたので、雇い主

はその表情が気に入らなかったらしく、友人をその場で解雇した。 

解雇された友人は家を飛び出してしまった。残った私たちの手元には茶碗があり、私の茶碗には

おかゆが入っていて、そこに立派な梅干しが5つぐらい入っていた。私はその雇い主の男性に梅干

しを分けてあげようと思って、「梅干しはいかがですか？美味しそうですよ」と声をかけると、「それで

は2つほどいただきます」と述べたので、私は梅干しを2つほど取って、彼の茶碗に入れてあげた。 
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次の夢の場面では、私は一風変わった洞窟にある宿泊施設にいた。その宿泊施設はこじんまりとし

ているが、洞窟の中にあるという時点でユニークであり、その他にも設備の観点からユニークなとこ

ろが多々あった。 

施設に到着して共有スペースのソファに腰掛けてくつろいでいると、知人の画家の方が現れ、そこ

で久しぶりの再会を祝って話をしていた。すると、私たちのところに、中国系の眼鏡をかけた聡明そ

うな女性がやって来て、彼女を交えて3人で話をすることにした。そこから随分と話が盛り上がり、気

がつけば夕食の時間になっていた。私たちはその場で別れ、入浴後、また一緒に夕食を摂りなが

ら話をしようということになった。そのような夢の場面があった。 

この夢の場面の中で、将棋やカードゲームなどを行える空間が洞窟内にあったのを覚えている。ま

たそこには休憩用のためなのか、敷布団がいくつかあり、洞窟内は複数の蝋燭で照らされていた。 

最後の夢の場面を思い出している。夢の中で私は、真っ暗な空の下、実際に通っていた中学校の

校庭に似たグラウンドの上にいた。そこで私は、黒曜石をドリブルしながら走る競技をしていた。ちょ

うど今、私はその競技を行っているところであって、それはタイムを競うものだった。最初私は、自分

のタイムは大したことがなさそうだなと思っていたのだが、周りの友人たちのドリブルをする姿を見て

いると、随分とてこずっているようだったので、自分のタイムが結構早そうだと気づいた。そこからは

さらにスピードを上げていこうと思い、利き足ではない左足の方が早くドリブルできることに気づいた

ので、そこからは左足でドリブルをすることにした。 

私がドリブルしている最中は、黒曜石が不思議な音を発していた。それは地面との摩擦によって生

じるものなのだが、私はドリブルで黒曜石に触れる都度、スピンがかかるようなボールタッチをしてい

たので、黒曜石が回転しながら地面に擦れる音がその不思議な音を生み出しているのだと思った。

そのようなことを考えながらドリブルをしていると、いつの間にかゴールが目の前にあった。 

そこから私はラストスパートをかけ、ゴールに飛び込んだ。するとなかなかの好タイムであり、タイム

を計っている人から、自分が蹴っていた黒曜石を記念に持ち帰れることを聞いた。すると、私と同じ

ぐらいに好タイムを出したアフリカ系の外国人が私のところにやって来て、私が持っている黒曜石よ
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りも大きく、かつ綺麗な黒曜石を私に見せてくれた。そして彼はそれを私に手渡し、笑顔でどこかに

去っていった。フローニンゲン：2021/1/20（水）07:12 

6576. 情報次元での呼吸/小さな失敗体験を積み重ねること/教育的権威の不在 

時刻は午後7時半を迎えた。今日も1日が静かに終わろうとしている。今日は一日中雨が降らず、平

穏さが漂う日であった。太陽の姿を拝むことができれば申し分なかったが、それは多くを望みすぎ

だろうか。ひるがえって明日と明後日は晴れ間が顔を覗かせるようなので、日光浴でも楽しみたい。 

ふと改めて、呼吸について考えていた。息を吐くから息を吸うことができるという当たり前のことから、

アウトプットがあるからインプットがあるということについて考えていた。 

息を吐き、新鮮な空気を取り入れることで心身の健全さが保たれる。それを情報次元に当てはめて

考えてみると、アウトプットの後に何を取り入れるのかということが大事になってくることが見えてく

る。確かにインプットがあるからアウトプットがあるという逆の側面もまた正しいのだが、こちら側面が

過度に優位になってしまっては本末転倒であり、現代人はこちらに強く傾いてしまっている。 

ヨガにおいて最も重要なことは息を吸うことではなく、息を吐く方であることを忘れてはならない。息

を吐き、新鮮な空気を取り入れること。それを心や精神の次元でも行っていく。そして、創作の次元

においてもそれは大切だ。 

先日、現在進行中の「一瞬一生の会」の受講者のある方が、ジャグリングに関して興味深いことを述

べていた。ジャグリングの上達プロセスにおいて、まずはボールを空中に投げ、それをそのまま落と

すことを繰り返すところから練習を始めるというものだ。実は自分も実践の際にはこの発想をとても

大切にしている。とりわけ何か新しい実践を始める際には、あえて小さな失敗を意図的にするように

実践に取り組んでいるほどだ。 

絵画の創作においても作曲実践においてもそうだった。小さく始め、小さな失敗を積み重ねていく

こと。それは実践の初期の段階だけではなく、今もなおそれを行って実践を深めていっている。実

践を深めていく際には新たな挑戦が不可欠であり、その新たな挑戦をする際に上記の心がけが大
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切になってくる。明日からもまた新しいことを試す際に、意図的に小さな失敗体験を積んでいこうと

思う。そうすれば、自分の創作は日々前に進んでいくはずだ。 

この間、何かの映画を見ていたときに、成長発達を導く存在としての教育的権威の不在は、人間関

係におけるフラットランドの現れかと思ったことをふと思い出した。価値あるものがいかような理由で

価値があるのかを説く人間がいなければ、その価値は伝承されず、伝統が途絶えてしまう。伝統に

立脚する形で変革を進めていくためには、価値あるものを伝承していく導く存在としての権威が不

可欠である。 

自己保全的、そして他者抑圧的な権威が不必要なことは言うまでもないが、それにしても伝統を継

承し、伝統の価値を伝える権威がほとんど見られなくなってしまったことを大いに危惧する。抑圧的

な権威を否定する際に、本来必要であった権威までも否定してしまったのだろうか。まさに赤子を

たらいごと流すようなものである。権威が不在となり、価値と伝統を伝え、私たちを価値あるもの·高き

ものに導く存在が絶滅危惧種になってしまったことを憂う。これもまた人間関係の平坦化、すなわち

フラットランド現象だと言えるだろう。フローニンゲン：2021/1/20（水）20:05 

6577. 今朝方の夢 

時刻は午前6時を迎えた。今、激しい風を伴った雨が降っている。どうやらこれから数時間ほど雨に

見舞われるようだ。そこから少し晴れ間が広がり、夜にはまた雨が降る予報が出ている。 

今朝方はいくつか印象的な夢を見ていた。夢の中で私は、どこかの研修施設にいた。研修施設の

一室に若手たちが集まり勉強会を行っていた。そこには大学生も何人かいて、場は生き生きとして

いた。 

勉強会のファシリテーター役もまだ30代だったので、その場の平均年齢は本当に若かった。私はサ

ポート役としてその場にいたのだが、勉強会の最後に出た課題に関して私に指名があった。課題

図書の1冊の書籍の中に掲載されている実践法を1つ選び、皆んなに紹介してほしいとのことだっ

た。私はパラパラと書籍のページをめくり、中身を確認したところ、マインドフルネス瞑想の実践を紹

介しようかと思った。以前サンフランシスコのヨガスタジオでそれを教えていたこともあったので、そ
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れは紹介しやすいと思った。ファシリテーター役にそのことを伝えると、彼は喜んでいた。そこから

は、大学生の男性とファシリテーター役の彼と3人で書籍を読みながら談笑していた。 

次の夢の場面では、私は日本の立派なホテルにいた。ホテルそのものは立派なのだが、どういうわ

けか部屋はカード式ではなく、鍵で開けるタイプのものだった。それに気づいたのは、受付でカード

ではなく鍵を渡されたからである。部屋のあるフロアまでエレベーターに乗り、フロアに到着して部

屋に向かっている最中、壁にかけられた絵画にはセンスを感じた。また、部屋の前の共有スペース

に大きな横長のソファが四方の壁に置かれていて、大変寛げる空間が広がっていた。 

私は部屋の鍵を開け中に入った。すると、部屋もセンスがあり、広々とした落ち着ける空間が広がっ

ていた。窓からの眺めは素晴らしく、遠くの方に富士山が見えるようだった。私は取り急ぎ部屋に置

かれているものを確認することにした。部屋の中には加湿器、ケトル、液晶テレビなどがあった。そ

れらはいずれも最新の製品のようであり、自分の家にないようなものだった。部屋全体を確認した

が、トイレや浴槽は確認しないまま、私は部屋を後にした。 

気がつくと私はホテルのレストランにいた。そこで朝食のブュッフェを摂っていた。私は2人が対面で

用いる席を1人で使っていて、デザートを食べていた。普段は食べないケーキ類をコーヒーと一緒

に摂っていた。 

私の席からは遠くの方に入り口が見え、その周りが何やら騒がしかった。見ると、そこで言い争いの

ようなものが始まっていて、3人の男性がクリームの乗ったケーキを投げ合っており、全員の顔にク

リームが付いていた。しかしそれは言い争いではなく、何かの悪ふざけのようだった。悪ふざけが度

を越してケーキの投げ合いに発展したようだった。 

その騒動が落ち着くと、再び私はケーキを食べ始めた。すると、私の目の前に見知らぬ男性が突然

座った。その男性は日本人であり、年齢は私よりも若い。風貌を見ると、少し柄が悪そうだった。彼

は私の真ん前に座るや否や、唐突にクレジットカードの勧誘を始めた。どうやらそれは特別なカード

であり、ブラックカードのようだった。そのカードは何か悪徳なものではなく、純粋なブラックカードで

あり、それに付帯する諸々のサービスや機能などは確かに素晴らしいものだと思うが、私にとっては

© YOHEI KATO 2020 26



あまり魅力的ではなかった。今のカードのランクで私は十分に満足していたので、彼の話を話半分

で聞いていた。 

その折、彼が私のために注文してくれたエスプレッソと餡蜜が運ばれて来た。餡蜜を食べるスプー

ンは彼の手元にあり、私はそれを要求することなくしばらくじっとしていた。彼が注文したものを食べ

てしまうと、カードの契約をしてしまいそうだったので、しばらく我慢していたのである。すると、彼は

運ばれて来た飲み物や食べ物を脇に置いたままパソコンを立ち上げ、カードの説明を続けた。 

最初はパソコン画面にカードに関する資料が映っていたのだが、どういうわけか途中からカーレー

スゲームが画面に表示された。私はそれを見た時、この画面を見続けていると変性意識状態にな

り、ある種の催眠状態になると直感的に分かったので、そこからは画面から目を逸らし、彼を追い返

そうと思った。運ばれて来た餡蜜をいただくために私は立ち上がり、小さなスプーンを取りに行くこと

にした。そして席に戻ってくると、彼はもういなかった。フローニンゲン：2021/1/21（木）06:42 

6578. 詩作について/仮眠中のビジョン/アニメからの学び

時刻は午後7時犯を迎えた。今日もまた、映画鑑賞をし、四六時中、作曲、詩作、絵画の創作を行

き来するような1日であった。 

創作活動において、作曲や絵画の創作だけではなく、詩作が加わったことは大きな意味を持つ。

言語芸術としての詩作によって、日常がまた新たなものとして知覚され、充実感が増している。 

今日もまた数々の映像作品を見ていたのだが、それが創作活動に良い刺激を与えている。映像作

品から喚起される感覚や思考を詩の形にしていくことをとりわけ行っていた。 

午後にふと、哲学書を含めた思想書が、詩作の大いなる刺激につながることであろうことを考えて

いた。ここ最近は詩集ばかりを購入していたが、来月はまた哲学書をいくつか購入し、それらを読

むことを通じて喚起されたものを絶えず創作を通じて形にしていこうと思う。詩作を通じて、リアリティ

を見る眼と感覚がさらに豊かなものになりつつあるのをすでに感じている。リアリティの多様な側面
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を捉えることを促す詩、そしてそれを感じさせる詩を作っていく。それは治癒と変容の作用にもつな

がっていくであろう。 

今日は午後に仮眠を取っている最中に2つほど印象的なビジョンを見ていた。1つとして、私はヨー

ロッパのどこかの街の住宅街にいた。私の目の前にはレンガ造りのアパートがあり、その一階の窓

からある家族が脱出しようとしていた。不思議とそのアパートは日本風のアパートのように思え、窓

の外にはベランダがあり、彼らはベランダに一度降りてから柵を越えようとしていた。彼らは少し焦っ

ているように思えたが、誰に追われているのかはわからなかった。 

もう1つのビジョンもまた印象的だったのだが、その細部は忘れてしまっている。脳裏に浮かんだの

は詩を作っているようなビジョンのように思えたが、どうもそれは違う。何か冒険的な要素があり、スリ

リングな爽快さを伴うものだったと記憶している。 

今日は映画やドキュメンタリーだけではなく、アニメも見ていた。先ほど、『キングダム』の第1·2シリー

ズの全てを見終えた。この作品から考えさせられることや愛ばされることは多く、それらについては

映画の鑑賞ノートの方に逐一メモをしていた。 

昨日から、『不思議の国のアリス（1983）』を見始めており、この作品もまた随分と考えさせられること

が多くて驚いている。哲学的に深いエピソードがたくさんあり、人間存在とこのリアリティについて考

える題材として興味深い作品だ。今日見ていたエピソードにおいては、壁の上での生活を望むハ

ンプティダンプティは、どこか抑圧され続けることを無意識的に望む現代人の姿と重なるものがあ

り、ものになぜ名前があるのかを考えるアリスは哲学者のように映った。また、名前を忘れてしまう森

のエピソードにおいて、名前を忘れてしまうことは伝統を忘れることにつながるのではないかという

考えも芽生えていた。 

夕食を摂りながら見ていたエピソードにおいて、最初アリスは虫を嫌っていたのだが、体が小さく

なって虫の世界に入り、虫と等身大の目線でその世界を体験することによって、虫の気持ちを理解

していく姿が印象に残っている。本当の共感というのは、相手の世界を体験するということが不可欠

であり、単に頭の中で考えを巡らせるだけでは不十分であるという大切なメッセージのように思え

た。フローニンゲン：2021/1/21（木）19:49 
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6579. 今朝方の偶然/今朝方の夢  

時刻は午前6時を迎えようとしている。幸いにも今日は天気が良いようなので、午後には書斎の窓

辺に行って、そこで日光浴を楽しもうと思う。 

今朝方起床した時に、今から3年前にスウェーデンのストックホルムにあるノーベル博物館を訪れた

ことを思い出した。そこで『ノーベル賞の百年：創造性の素顔』という書籍を購入しており、書斎の美

術書が積まれた一角にそれを見つけた。そしてその書籍の下には、今から4年前にノルウェーのオ

スロにあるムンク美術館を訪れた際に購入した数冊の画集とムンクの言葉集があった。それらの書

籍を全て引っ張り出し、今日から再読していこうと思う。ノーベル賞に関するその書籍と一連のムン

クの書籍が何か重要なものに思えたのだ。それは直感である。 

数日前に、現在作曲で使っているMuseScoreのソフトがアップデートされ、すぐに最新版のソフトに

したところ、フォントの問題が発生した。作った全ての曲の楽譜をMuseScoreのウェブサイトに毎日

アップしているのだが、日本語の箇所が文字化けしてしまう問題が発生した。 

MuseScoreの方に問い合わせたところ、そうしたテクニカルな問題についてはウェブサイトにある過

去の質問やマニュアルを読んでくれとのことであり、すぐに問題が解決しなさそうに思えた。この問

題はこちらがどうこうするような類のものではなく、純粋にプログラム上のバグだと思うのだ。他のフォ

ントでも文字化けが生じるのか確認してみたところ、日本語の箇所は何をしても文字化けをするよう

だったので、昨日から日本語を入れるのをやめにすることにした。これからは曲のタイトルは英語の

みにし、日本語で残していた1行ほどのコメントも記載しないことにした。 

心を落ち着かせてくれる外の闇を眺めながら、今朝方の夢について思い出している。夢の中で私

は、見慣れない未来都市にいた。そこは外見上発展しているが、実質上は荒廃していて、住民た

ちは絶えず争いの中にいた。私はその街で友人と一緒に争いを抑える警備隊のような役割を担っ

ていた。街のある箇所で大規模な銃撃戦が行われ始めたという連絡を無線で受けた。友人と私は1

つのバイクに2人乗りをして、急いで現場に向かった。 

現場に向かう途中で、銃撃戦の主犯グループが私たちの目の前に突然現れた。私たちはいい機

会だと思って、その場で彼らを制圧することにした。相手の人数はとても多かったが、友人と私が協
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力すればそれは容易いことだと思った。そしてすぐさま現場を平定することができた。しかし、友人

は流れ弾が当たって怪我をしてしまったようであり、駆けつけた救護隊によって病院に運ばれて

いった。 

私はふと空を見上げた。街の荒廃ぶりとは対照的に、空は青かった。「空はいつまでも青いのだ」と

いう言葉がふと漏れ、そこで夢の場面が変わった。 

次の夢の場面では、私は小中学校時代を過ごした社宅にいた。廊下を歩き、父の部屋に向かって

いき、父と話をしようと思った。部屋に到着すると、父は何か研究をしているようだった。何の研究を

しているのか父に尋ねてみたところ、父は部屋で宇宙の研究をしていて、冥王星かどこかで取れる

超物質がこの世界の平和につながるのではないかということを話してくれた。 

実はそれは私も薄々気付いていたことだったのだが、父の研究についてもう少し話を聞きたかっ

た。父曰く、その超物質はいかなる物体をも時空間の彼方に消し去ることができるらしかった。それ

は、一国を宇宙の彼方に消し去ることができてしまう。地球全体の平和を乱すような国家に対して、

抑止的にこの超物質が活用できるかもしれないということを父が話してくれた。その超物質の軍事

的平和利用について、私もぼんやりと考えていたところだったので、また機会を見つけてその点に

ついて父と話したいと思った。 

すると父は研究の手を止めて、今度は足元にあった将棋盤を持ち上げた。どうやらその将棋盤も父

の手作りのようだった。版の上を見ると、詰将棋の問題がセットされていて、なぜか盤の上には駒だ

けではなくミカンが数個置かれていた。父は嬉しそうにお手製の将棋盤を私に見せてくれ、それを

持ち上げて傾けても駒が落ちないような工夫をしていることを説明してくれた。 

そこからは父と投資と税金に関する話をした。私は日本の年金に頼ることができないため、自分で

資産運用をしていくことを迫られたという状況が資産運用を始める1つのきっかけになったことを説

明し、今の資産運用の状況について話をした。もう米国居住者ではないので、IRSから何か通達が

送られてくる心配はないと父に説明し、今はオランダの税務当局とやりとりをしていることを伝えた。 

その他の夢としては、母方の祖母と話をしている場面があった。祖母の自宅の寝室で何かについ

て笑顔を交えながら話をしていた。布団が畳部屋に敷かれていて、祖母と私はその布団を挟む形
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で話をしていた。この夢について覚えていることはそれぐらいしかないが、祖母と私を仕切っていた

布団が、あの世とこの世を仕切るものに思えた。それは三途の川的なもののように思えたのである。

フローニンゲン：2021/1/22（金）06:17 

6580. ルーミーに関するMOOC/『不思議の国のアリス（1983）』より 

——詩人がなぜ詩作をするかと言えば、まず第一に、詩作は意識を、思考を、世界感覚を特別に加

速させるからだ。この加速を一度でも経験した者は、もはやこれを繰り返すという可能性を見過ごす

ことはできない。麻薬やアルコールへの依存症に陥るように、人はこの過程への依存症に陥る。こ

のような言葉の依存に陥った人間を、人は詩人と呼ぶのだと思う——ヨシフ·ブロツキー（ロシアの詩

人、1987年ノーベル文学賞受賞者） 

時刻は午後8時を迎えようとしている。今日もまた創造の喜びと充実感に浸る過程で時間が過ぎて

いき、今に至る。 

今日は午後に、edXを通じてルーミーに関するMOOCを視聴していた。それはアフガニスタンの大

学が提供しているコースであり、レクチャー自体はアフガニスタンの言葉だったため理解ができな

かったが、講義資料が全て英語だったので、レクチャーを聴くことをせずに講義資料だけを全て読

んだ。やはり、ルーミーの詩に含まれる音楽性と神秘性は注目に値することがわかり、改めてルー

ミーの詩集“The Essenstial Rumi”のいくつかの詩を読んでいた。ルーミーの詩から汲み取れるもの

を全て汲み取っていくつもりでルーミーの詩と接していこう。 

昨日に引き続き、今日も『不思議の国のアリス（1983）』の続きを見ていた。原作者のルイス·キャロル

はきっと想像力豊かでなおかつ強い霊感を持っていた人物なのではないかということが作品から感

じ取られる。 

アリスが日常世界と非日常世界を自由に行き来する姿はとても印象的であり、ちょっとしたきっかけ

で不思議の国に入り、またふとしたことで日常の世界に戻ってくる様子を眺めていると、実は私たち

もアリスのように日常世界と非日常世界を自由に往来することができることが見えてくる。 

© YOHEI KATO 2020 31



非日常世界というのは、実は日常世界のひょんなところに隠れていて、きっかけさえあればそちらに

すぐに移行できてしまうのだ。また、私たちは想像力さえ働かせられれば、そうした非日常世界へい

とも簡単に入っていくことができる点も忘れてはならない。 

ある意味、曲の創作中、絵画の創作中、詩の創作中には、少なからず非日常的な世界に意識が参

入しているように思える。創作は日常世界から離れることを促してくれ、治癒と変容の泉でもある非

日常世界に誘ってくれる。明日もまた、自分の想像力を羽ばたかせるようにして創作を通じて非日

常世界の中で1日を過ごして行こうと思う。時間の流れぬ世界はそこにある。フローニンゲン：2021/

1/22（金）20:00 
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