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6481. 名前に込められたもの/今朝方の夢    

時刻は午前4時を迎えた。今朝の起床は午前3時半過ぎだった。 

昨夜、平穏を希求し、平穏な国の平穏な環境で生活をしているのは、自分の名前に「平」という文

字が付くことと関係しているのではないかと思った。また、平和と平等を強く求めるのも同じ理由から

なのかもしれないということを考えていた。名前に込められたものや名前の力を思う。 

名付けとしての日々の創作活動。作ることは名付けることである。今日もまた名付けとしての創作活

動に励んでいこう。 

今朝方は印象的な夢を見ていた。夢の中で私は、高校時代を過ごした場所にいた。小中学校時代

も同じ街に住んでいたのだが、高校に入ってすぐの時に街の中で引っ越しをした。夢の中の私はも

う成人であり、感覚として今と何も変わりはなかった。私は街中を自転車で移動していて、小中高時

代の友人（HY）とオランダでお世話になっている会計士との電話のやりとりを聞いていた。 

友人も確定申告をその会計士にお願いしているようであり、イスラム関係の保険について話をして

いるようだった。私はその保険に加入していて、その税務上の取り扱いに関心があった。会計士曰

く、基本的にそれは控除の対象にならないとのことだった。その理由について会計士が友人に説

明していたのだが、税法の原理上、その理由はどこか理不尽なものに思えた。そう思ったところで

私は電話を静かに切った。 

時計を確認すると、昼食時となっていた。ちょうど目の前に駄菓子屋のような店があり、中に入って

みると、そこに2人の友人がいた。彼らに話しかけ、レジの近くで売られている梅の飴を購入すること

にした。私はその飴が昔から好きなようであり、最近はオーガニックの梅を使い、精製された砂糖を

使用していないため、久しぶりにそれを購入してみようと思った。 

店を出ると、数名の友人が偶然道を通りかかり、せっかくなので全員で昼食を一緒に食べようという

ことになった。店に関しては、近くにいくつか候補先があり、私が選ぶことにみんな同意していた。

合計で7名ぐらいの友人を引き連れて、私は自転車で先頭を走っていた。なぜか私は右手に持っ

ていたサンドイッチを一口かじると、ヴィーガンである私にとって、それがカツサンドであることに
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ショックを受けた。一口食べてしまったものは仕方ないと思ったが、もうそこからは口をつけず、サン

ドイッチを袋にしまった。すると、ちょうど右手に見えたビュッフェ形式の日本食レストランがヘル

シーでとても美味しそうに思えたので、その店に決めた。 

時刻はちょうど昼時だったので、続々と人が入ってこようとしていた。私たちはなぜかみんな、店内

に自転車を持ち込んでいて、さすがに外に停めないとダメだろうと思って、一度外に出ようと思っ

た。だがその前に、ある親友（HS）に代表者をお願いして、ウェイティングリストに名前を書いておい

て欲しいとお願いしたところ、彼はなぜかそれを躊躇しており、断られた。それには何か事情があり

そうだと思ったが、ゾロゾロと客が入ってきていたので、とにかく彼にお願いした。そこで夢から覚め

た。フローニンゲン：2020/12/16（水）04:35 

6482. 絶え間ない現在感覚/『パプリカ（2006）』を見て 

時刻は午後8時を迎えた。静かな闇の世界が目の前に広がっている。ここ最近はもう何日も太陽の

光を見ていない。今日はほんの一瞬だけ太陽が天から差し込む瞬間があったが、それ以外はずっ

と曇ったままだった。ほんの一瞬太陽が差し込むというのは、まさに天の恵みである。明日の天気

はどうだろうか。それは明日になってわかればいい。 

記憶としての過去はあっても体験としての過去はなく、展望としての未来はあっても体験としての未

来はない。絶えず体験は現在に立脚しているということ。解放された自己は絶えず現在を通じて生

きることができ、自我に囚われた自己は過去と未来に囚われる。過去·現在·未来という境界線を引く

ということそのものが自我の働きであるということ。それを思う。 

ここ最近見ている映画の中で、このあたりの主題を見事に描いている作品と出会う。そのたびに嬉

しくなってしまう。同じ感覚を持って生きている人が他にいて、その人が映画監督として見事に映画

作品にその感覚を仕立て上げている点に感銘を受ける。 

過去と未来が脳裏をよぎるのは、自我の境界線を産出するという機能上仕方のないことなのだが、

過去と未来を引き受けながらにして絶えず今というこの瞬間を生き続ける強靭な、あるいは成熟し

た実存的あり方が作品で描かれることがある。そうした作品は傑作であり、一方で、自我の姑息性と

欲望に囚われた形で過去や未来を変えようとしたり、あるいは虚無主義的に過去や未来を放棄す
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るというあり方が描かれている作品——こうした虚無主義的な態度よりも、圧倒的多数の作品は前者

のあり方に収束する——は傑作とは程遠い凡庸な作品であると思う。 

本日見た作品の中で、『パプリカ（2006）』という作品が印象に残っている。この作品は、他者の夢に

入り込める装置をめぐるサイコセラピストの奮闘を描くSFサスペンスアニメである。この作品を通じて

初めて今敏（こんさとし）監督の作品を見たのだが、その世界観には惹かれるものがあった。この作

品は、「想像と現実の融合」という発想が見事に体現されていたように思う。この作品は、『マトリック

ス（1999）』から多分に影響を受けているだろうし、逆に『インセプション（2010）』に影響を与えている

のではないかと思われるような内容だった。 

本作品の設定は、他者と夢を共有でき、他者の無意識の世界の中に入ることができるという興味深

い設定である。他者と夢を共有できるのではないかというのは、以前自分が実際の夢を通じて体験

したことでもあり、その考えが以前よりあった。その点については過去の日記に書き留めていたよう

に思う。 

先日見た、マッツ·ミケルセン主演の『ザ·ドア ‐交差する世界‐（2009）』という映画において、蝶が主

人公を導く存在として登場していたのだが、本作においても同様の役割を果たしていた。さらには、

本作においては蝶は「胡蝶の夢」を象徴するようなものでもあった。人は人為的に夢と現実の境目

を設けるが、本質的には夢と現実の境界線など無いに等しく、現実が夢であり、夢が現実であると

いう見方もできる。 

近年は、夢が現実と本当に混じり合うような社会になっている。広義において、ネットの世界は夢の

世界でもあり、VRの世界もまた夢の世界であり、同時にそれらは全て現実世界でもある。それらは

「仮想現実現実世界」あるいは「現実仮想現実世界」とでも呼べるだろうか。リアルもヴァーチャルも

超越した「ハイパーリアル」としての現実の二重構造が想起され、そのような言葉が生まれた。 

今後は、仮想現実世界においても現実世界の法律が適用されたり、仮想現実世界固有の法律が

適用されたりするかもしれない。それほどまでに両者の世界の境界線がこれからますます曖昧に

なっていき、最終的には渾然一体となるだろう。そうした社会の到来に向けた足音はもう聞こえてい

るし、そうした社会への扉はもう開いている。フローニンゲン：2020/12/16（水）20:19 
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6483. 今朝方の夢 

時刻は午前5時半を迎えた。今朝の起床はゆったりと午前5時だった。 

今、書斎と寝室の喚起をしていて、新鮮な空気を取り入れている。ゆったりとした呼吸を日中絶えず

行うことによって、心身が常に平穏な状態にあり、また深い呼吸によって、全身の細胞に酸素が行

き渡り、体全体が活性化されていることに気づく。今日もまた深くゆったりとした呼吸と共に自分の

取り組みを前に進めていこう。 

今日は昼まで小雨が降りがちとのことであるが、予報では午後から太陽の姿を拝むことができるらし

い。天から日差しが降り注ぐのは久しぶりのため、午後に太陽が出てきたら、書斎の窓際で天日干

ししている野菜のそばで日光浴をしようと思う。 

今朝方は印象に残る夢を見ていた。夢の中で私は、20歳ぐらいの不思議なロシア人女性と行動を

共にしていた。彼女はロシアの皇族の姫とのことであり、彼女は一生歳を取らないという変わった特

徴を持っていた。だから見かけが20歳ぐらいだった。実際のところは、彼女は1800年代の後半に生

まれていて、実際の歳は160歳を超えるぐらいであった。 

私が彼女と行動を共にしていたのは、彼女を追っている人間たちから彼女を守るためだった。私た

ちがある建物の中に身を潜めた時、そこで偶然2人の日本人に遭遇した。1人は高校時代のサッ

カー部に所属していた友人であり、もう1人は190cmぐらいのプロレスラーのような男性だった。友人

の彼はとても優しい人物であり、決して私たちに危害を加えるような人間ではなかった。一方、プロ

レスラーの男性は、見るからにして柄が悪そうであり、彼は賞金が目当てなのか、私の隣にいた姫

を狙っていることが目からわかった。 

最初2人は私たちに優しく声をかけてきたが、プロレスラーの方の男性がゆっくりと私たちの方に近

づいてきて、姫を捕らえようとし始めた。私はその男性が姫に手を出そうとしたので、その手を払い

退け、彼をベランダに出るように申し出た。彼はもうその時には私と戦う気で満ちており、私もそう

だった。あまりにも体格差があり、彼は実際にプロレスか何かの格闘技を専門しているようであった

から、なお一層のこと彼は余裕に満ちた笑顔だった。 
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いざ彼が私に襲いかかってきた時に、私はとっさに柔道の技を仕掛け、彼を地面に倒した。そこか

らは彼の右腕の様々な部分を複雑骨折させていった。その際に、逐一右腕の部位の名称を述べ

て、それらを1つ1つ骨折させていった。彼は地面に倒された瞬間からほとんど気を失っていたよう

であり、私が1つ1つ骨を骨折させて行っても悲鳴を上げることはなかった。最終的には、彼の右腕

は無数に折り曲げられた針金のようにぐちゃぐちゃになった。それは一風変わった現代アートのよう

でもあった。 

それを確認した後、横にいた私の友人も申し訳ないが骨折してもらおうと思った。彼は何か悪事を

働いたわけではないが、プロレスラー風の男性とつるんでいたこともあり、念のためここで足止めし

ておこうと思ったのである。なぜか地面に伏していた友人の左足だけを骨折させることにした。その

際に、完全骨折させることによって治りを早くし、また治った後に骨がさらに太くなるように配慮し

た。というのも、彼は半年後にサッカーの大事な試合が控えていたからである。 

友人の足を無事に骨折させると、プロレスラー風の男は意識を取り戻し、身も体もボロボロになり、

プライドをへし折られたようだった。すると彼は、ベランダから飛び降りようとし始めた。自分は一切

止める気はなかったが、ベランダにやってきた小中高時代の友人（HY）が止めに入った。しかし、プ

ロレスラー風の男性の体はあまりに重すぎたので、結局地面に落下した。彼は巨体だったので、地

面に落下した瞬間、途轍もなく大きな音が辺りに響き渡った。彼の体がぐちゃぐちゃになり、その場

が血だらけになっている光景を即座に想像した。清々しい気持ちが自分の中にやってきて、そこで

夢から醒めた。フローニンゲン：2020/12/17（木）06:01 

6484. 食の安全性に関する2つの優れたドキュメンタリーを見て   

しとしととした雨が降り始めた。時刻は午前6時を回った。起床直後から換気のために窓を開けてい

るが、少し足元が冷えてきたので、この日記を書き留めたら窓を閉めたい。そしてそこから絵の創

作、作曲実践を経て映画鑑賞を今日もまた旺盛に進めていきたい。 

昨日は、食の安全性に関して2つほど非常に優れたドキュメンタリーを見た。それらは『世界が食べ

られなくなる日（2012）』と『モンサントの不自然な食べもの（2008）』という作品である。制作年につい
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ては後者の方が古いが、昨日は前者から順番に見ていった。まず前者の作品であるが、これは「遺

伝子組み換え」と「原子力」の共通点に着目し、その危険性を見事に描いている。 

我が国は、3·11から10年が経とうとしている。日本は原発の保有数においてはアメリカとフランスに

次いで第3位であり、国土あたりの原発の密度についてもベルギーと韓国に次いで第3位である。 

先日見た『スペシャリスト／自覚なき殺戮者（1999）』のドキュメンタリーの中で述べていた「官僚ドイ

ツ語」に近しい欺瞞的·傍観者的な言語体系が日本の上層部の人間たちに共有されていて、そうし

た言語を話す人間たちが日本という国を運営していることの悲劇を思う。彼らのような人間が遺伝

子組み換え食品や原発をどのように扱うのかは目に見えており、今後「凡庸な悪」が日本社会の中

で跋扈し、肥大化していくことを憂う。 

日本は昔からすでに「食品添加物天国」という不名誉なレッテルが貼られるほど悲惨な食環境にあ

るのだが、食に関するリテラシー教育がなされていないため、多くの人は添加物漬けの生活を依然

として送り続けている。 

後者のドキュメンタリーで深く取り上げられたアメリカの多国籍のバイオ化学メーカーモンサント社

は、遺伝子組み換えの作物を世界規模で展開していることで知られている。今、日本は添加物だ

けではなく、遺伝子組み換え食品の危機にも晒されている。モンサント社は2018年にドイツのバイ

エル——この会社の歴史を調べてみると、20世紀の初頭には、モルヒネに代わるせき止めの薬とし

てヘロインを販売していたらしく、第2次世界大戦中には、ナチス·ドイツが強制収容所のガス室で使

用した物質を製造していた会社の企業連合の傘下に入っていたとのことである——に買収された

が、このバイエルはすでに日本に支社を持っており、その存在がどこか遺伝子組み換え食品を日

本で広げていくエージェントのように思えてしまう。 

偶然にもモンサント社がバイエルに買収された年である2018年には日本で種子法が廃止された。

これによって、国産の純粋な種子が外国産の種子に取って代わられ、やがて国民は遺伝子組み換

えの種子によって栽培された農作物を食べざるを得なくなるのではということが囁かれている。食の

観点において、添加物を含めて見れば、日本は相当に危ない国だということを自覚している人がど
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れくらいいるのだろうか。これら2つのドキュメンタリーでも描かれているように、遺伝子組み換え食品

がもたらす危害は計り知れない。 

毎日何を食べるかを選択することは、毎日をどのように生きるのかにつながってくる。言い換えれ

ば、食の選択は人生の選択なのだ。私たちにできる小さなアクションとしては、食に関するリテラ

シーを高め、遺伝子組み換え食品や添加物の危険性を理解し、身近な人たちと食について対話

をすることや情報共有することであったり、賢明な消費者としてそうした商品を購入しないという不買

運動、さらには食に関して重要な政策を打ち出そうとしている政治家を応援するという投票行動に

出るということなどがあるだろう。こうしたことは自分も行っていきたいことである。フローニンゲン：

2020/12/17（木）06:29 

6485. 太陽の光の恵み/絶え間ない今を生きること  

時刻は午後8時を迎えた。今日もまた平穏さと充実感に包まれる形で1日を過ごした。午後には嬉し

いことに太陽の光が天から差し込んできて、思わず書斎に駆け寄って、しばらく日光浴をしていた。

この時期の太陽光は本当に貴重なので、幾分原始的であるが、全裸になって太陽の光を浴びなが

ら映画鑑賞をしていた。昨年からこのような形で、冬の時期に太陽が出る際には日光浴をしており、

それによって心身が健康な状態かつ活力が漲る状態になっていること実感している。この習慣は今

年も継続していき、冬が終わる来年の5月末まで続けていく。 

午前中にふと、時間概念と自我の関係性について考えていた。過去や未来に執着するのは自我

に執着することであり、逆に言えば自我に囚われることは、過去や未来に囚われることを意味する。

映画『メッセージ』や『人間の時間』の主題と照らし合わせてみれば、過去や未来を引き受けるという

のは、過去や未来を何ら考慮に入れないという意味ではなく、それらを潔く引き受けながら絶え間

ない今を生きるという意味であることが見えてくる。決して虚無主義的な形で過去や未来を放棄す

るのではなく、過去と未来を現在に折り畳み、それらを現在に内包した形で今この瞬間として過去と

未来を引き受けながら生きるということの重要性を思う。過去や未来という概念が生み出す不安や

不満から解放され、過去や未来からの執着から解き放たされた清々しい生き方。囚われや執着か

ら解放された透明感。それがここ最近少しずつ体感され始め、定着の方向に向かっている。 
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早いもので気がつけば明日はもう金曜日だ。明日もまた旺盛に映画鑑賞を進めていき、それに並

行して創作活動に従事していこう。 

現在進行中の「一瞬一生の会」の受講生の方々が、ここ最近「死」をテーマにしたジャーナルを執

筆しており、本日見た『フラットライナーズ（1990）』と、先日見た『不老不死を追いかける男たち

（2016）』に言及する形で死をテーマにした音声ファイルを本日作った。前者に関して言えば、リメイ

ク版が2017年に制作されていて、こちらについても近日中に鑑賞しておきたいと思う。「死」を扱っ

ている映画は無数にあり、死をどのような観点からどの程度深く迫っているのかを考慮に入れなが

ら、映画のリストアップと鑑賞を進めていこう。フローニンゲン：2020/12/17（木）20:12 

6486. 今朝方の夢 

時刻は午前4時を迎えた。今朝の起床は午前3時半過ぎだった。静けさに包まれた朝。静けさは朝

の特権ではなく、この街においては絶えずそれがある。そのおかげで日々の探究と創作活動に打

ち込めていることに改めて感謝の念を持つ。 

今のところ、今年は本当に暖冬のようだ。雪が降ることがないばかりか、ここ最近は0度近くまで気温

が下がることもない。もちろん、暖冬だと思っていると突如として寒さが厳しくなることはよくあることだ

が、ここからどのように冬が進行していくのか楽しみである。 

今朝方は少しばかり夢を見ていた。夢の舞台はオランダだった。そこでふと、自分の夢にはあまりア

メリカが舞台になることがない点に気づいた。アメリカには丸4年間住んでいたことがあり、そこでの

体験は非常に濃密なものだったのだが、夢の中でアメリカが舞台になることはほとんどない。過去

にサンフランシスコの街が舞台になったのは数回ほどであり、実際に住んでいたニューヨークやロ

サンゼルスが舞台になることはさらに稀である。ひょっとすると、それらの街に関しては夢の中で現

れたことがないと思えるぐらいだ。そのようなことを考えながら今朝方の夢について振り返っていた。 

夢の中で私は、ビザの更新を行っていた。移民局のウェブサイトを調べ、更新に必要な情報を集め

ていた。ちょうど数日前に、現実世界においてもビザの更新が気になっていて、それについて近々

調べようと思っていた。更新手続きの期限と手続き方法について調べようという意識が今朝方の夢

を生み出したのかもしれない。 

© YOHEI KATO 2020 10



それ以外の夢としては、フローニンゲンの街の中心部のオーガニックスーパーで働いている若い女

性店員に雰囲気が似た女性と話をしていたものがある。そこで何を話していたのかは不明であった

が、和やかな雰囲気の中で会話が進行していた。今朝方の夢は、総じて平穏なものであり、自分の

中の攻撃性が発露するようなことはなく、夢を思い出しながら静かな気持ちになるものだった。フ

ローニンゲン：2020/12/18（金）04:26 

6487. 本日の映画鑑賞より 

時刻は午後8時を迎えた。今日は幸いにも午後から太陽が姿を現し、映画を見ながら日光浴を楽し

んでいた——「日光浴をしながら映画鑑賞を楽しんでいた」とも言える——。明日と明後日も太陽の姿

を拝むことができるらしく、とても嬉しい。 

今日見た映画作品の中では、ドキュメンタリーとして『シーモアさんと、大人のための人生入門

（2014）』と『イヴ·サンローラン（2010）』が印象に残っている。前者の作品は、アメリカのピアニスト兼

作曲家であるシーモア·バーンスタインに関するドキュメンタリーだ。 

現在においては、ピアニストはもっぱらピアノ演奏に特化していることが一般的だが、昔のピアニス

トは同時に作曲家でもあった。バーンスタインはその伝統的なあり方に立脚していて、自らも作曲を

している点に共感の念を持った。現在の彼はもっぱらピアノ教師として活動をしており、ドキュメンタ

リーを通じて、彼が優れた教師であることが垣間見れた。端的には、バーンスタインは、生徒の感情

を呼び起こし、霊感を目覚めさせ、感化させる力を持っていると感じたのである。この点は優れた教

師の必要条件であり、成長発達を導く存在において欠くことのできない力かと思う。 

後者のドキュメンタリーは、言わずとも知れたフランスのファッションデザイナーであるイヴ·サンロー

ランを取り上げた作品である。彼の生涯のパートナーであったピエール·ベルジェがイヴ·サンローラ

ンとの思い出を振り返りながら、イヴ·サンローランの創造に伴う苦悩と成功について紹介している。 

ピエール·ベルジェの言葉として印象に残っているのは、「芸術家は、時代に寄り添いながらも時代

を変革する存在だ」というものである。自分が感銘を受ける芸術作品や映画作品は、確かに彼の言

葉を体現しているように思う。優れた芸術作品は大衆に媚びるのではなく、一方で時代を無視する
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ものでもない。そうした絶妙な立ち位置にありながら、時代を変革していく力を持っているのが傑作

と呼べるものだろう。 

映画に関しては、『見えない太陽（2019）』と『愛の施術 至極の経典TAO（2008）』が印象に残って

いる作品として挙げることができる。前者はフランス映画であり、フランスを舞台とし、主人公の孫が

イスラム過激派のテロリストになることを止めるべく奔走し、その過程の中で現代社会のテロの脅威

と家族の絆を描いた作品だ。 

以前もBBCが描く英国のイスラム過激派の社会問題を描いたドキュメンタリー作品について言及し

たように、社会に対する不安や不満が元になってISISに入信する若者たちは後を立たず、彼らは承

認と居場所を求めて過激派に参加していく。承認と居場所を求めるというのは、どこかアニメ『鬼滅

の刃』ともつながる。社会への不安や不満というのは我が国でも日々高まっており、現在のコロナの

状況と合わせてみると、その傾向は加速しているのではないだろうか。そうしたことから、ISISではな

いとしても、過去にオウム真理教のような過激派集団が誕生したのと同じことが起きないかと危惧す

る。 

夕方に見ていた『愛の施術 至極の経典TAO（2008）』というアルゼンチンの作品は、また違った意

味で素晴らしい映画であった。この作品は、夢遊病になった青年が、年上の女性との未知なる性体

験で癒やされていく姿を描く。男女の交わりによって、男性性と女性性が統合され、治癒と変容が

実現されていくプロセスが描かれている点で大変興味深い。作品の中の登場人物の言葉から得ら

れる洞察も多く、この作品については話したい点が多々あるため、折を見て「一瞬一生の会」の音

声ファイルを通じて言語化しておきたいと思う。フローニンゲン：2020/12/18（金）20:25 

6488. 今朝方の夢 

時刻は午前7時を迎えた。今日から週末が始まる。平日も週末も全く変わらない心持ちで自分の取

り組みに従事する日々が続く。今日も旺盛に映画鑑賞を進めていき、それに並行して創作活動を

行なっていく。今日は、この秋に撮影したインテグラル理論に関する動画コンテンツに挿入するスラ

イドの確認をしていきたい。 
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ちょうど昨日、協働者の方からそれを受け取ったので、本日中に全てのスライドのレビューをしようと

思う。それと、今日は天気がとても良いようなので、午後に散歩がてら近所の郵便局に行き、日本に

郵送する書類を出してこようと思う。 

今朝方は静かな夢を見ていた。舞台は欧州の街であり、その街を日本人の友人と会話をしながら

歩いていた。友人は数名ほどいたように思う。しかし誰がそこにいたのかは覚えていない。街をしば

らく歩いていると、昔欧州で活躍していた日本人のサッカー選手と偶然出会った。そこで彼とサッ

カーの話をし、この街について語り合っていたのを覚えている。その他にも何かしらの夢を見ていた

ように思うが、記憶が定かではない。 

そう言えば、学校の体育館のような場所で、全校生徒の前で祝辞か何かを読み上げていた場面が

あったことを覚えている。壇上に立ち、用意されていた祝辞の原稿を、誰かの代わりに読み上げる

ことが自分の役目であった。原稿があるから何ら難しいことはないと思っていたのだが、直前になっ

て、なぜか原稿の1枚1枚が壇上の地面に置かれていて、祝辞を読み上げる前にそれらを拾い集め

る必要があった。それらは読み上げる順番に地面に置かれているように見えながらも、実際には

所々バラバラになっていて、それが厄介であった。 

小中学校時代のある1人の女性友達と、中学校時代の音楽の先生が手伝ってくれ、なんとか順番

通りに原稿を拾い上げた。その間、司会進行役の人がうまく会の間を繋いでくれていた。いざ祝辞

を読み上げることになり、無事に全てを読み上げると、原稿の最後に英語のスピーチ原稿があっ

た。それもまた祝辞の一部のようであり、その場にいるのはほぼ全てが日本人だったのだが、英語

でも祝辞を読み上げた。そのような夢の場面があった。 

ちょうどこの夢の前だっただろうか、ナイジェリアの血が入ったアフリカ系イギリス人の若い男性と話

をしている場面があった。彼は大学4年生と若く、これから就職をするようだった。日本語も少しばか

り話せるようであり、日本で職を得ることになっていると述べていた。彼はとても知性的であり、年齢

以上に内面的成熟があった。私たちの周りには日本人の友人が数名いたのでその場の会話は基

本日本語であったが、友人がその場を離れると、私たちは英語で話をしていた。今朝方の夢は総じ

て静かな内容であったが、立ち現れた種々のシンボルには様々な意味が内包されているように思

える。フローニンゲン：2020/12/19（土）07:29 
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6489. 「シネマセラピー」「アニメセラピー」「落語セラピー」 

時刻は午後8時半を迎えた。今日も穏やかかつ充実した1日だった。午後に近所の郵便局に向かう

際に、近くの池に立ち寄って、池の周りをゆっくりとジョギングをして楽しんだ。こうした憩いの場が

近くにあることを嬉しく思う。 

新鮮な空気を取り入れながら体を動かすことは、やはり心身の健康を増強させてくれる。今日見て

いた映画の1つにチャールズ·ディケンズを取り上げたものがあり、ディケンズもまた朝の散歩を日課

としていた。過去の偉大な芸術家や哲学者·科学者の中には散歩を日課としていた人たちが多く、

体を動かすことと酸素を取り入れることは彼らの創造的な活動に重要な役割を果たしていたのだろ

う。 

夕食を摂り終えてから先ほどまで、“Cinema Therapy”について調べていた。偶然ながら、映画鑑賞

を通じたセラピーの技法があることを知り、とても興味深く思ったのである。ジョン·エフ·ケネディ大学

に留学していた際に、映画鑑賞を通じた治癒と変容を目的とした“Movie Yoga”という実践を知った

のだが、cinema therapyのように、セラピーの領域で確立された実践があることをこれまで知らな

かった。この実践について大変興味を持ったので調べてみたところ、何冊かの参考文献があり、オ

ンラインコースを見つけることができた。 

書籍に関して言えば、明日に"E-Motion Picture Magic: A Movie Lover's Guide to Healing and 

Transformation”と“Reel Therapy: How Movies Inspire You to Overcome Life's Problems”を取り急

ぎ購入しようと思う。オンラインコースに関して言えば、“Cinema Therapy: Using the Power of 

Movies in the Therapeutic Process”というものを見つけ、こちらも受講を検討している。 

先ほど、歌舞伎をテーマにしたアニメ『カブキブ！（2017）』の全12話を2日かけて見終えた。これは

とても興味深い作品だった。 歌舞伎に関する知識がないため、歌舞伎を対象にするのはずっと後

になるかもしれないが、社会科学と自然科学に関するこれまでの探究で得られた知識を活用して、

治癒と変容を目的にした映画鑑賞のガイドを行なっていくだけではなく、アニメや落語に関してもガ

イドのような役割を果たしていこうという思いが芽生えている。 
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現在は映画だけではなく、毎日何かしらのアニメも鑑賞していて、明日からは久しぶりに落語につ

いても本格的に鑑賞を再開させようと考えている。それは大学時代以来になるだろか。いずれにせ

よ、これまで探究してきた社会科学と自然科学の知識を用いて映画·アニメ·落語を紐解いていき、

それを治癒や変容につなげていく実践に従事していきたい。 

上記に挙げた書籍やオンラインコースは映画を対象にしたものだが、そこでの理論や実践技法は

アニメや落語を鑑賞するときにも使えるはずである。そうであれば、自分で“Anime Therapy（アニメ

セラピー）”や“Rakugo Therapy（落語セラピー）”という領域を創造することもできるだろう。アニメや

落語には、映画と同じぐらいに、あるいは時にそれ以上に心が動かされる作品がある。それを考え

てみると、アニメや落語にも治癒と変容の作用があるはずだ。あとはそれを最大限に引き出す観点

と方法を見出していき、それを多くの人に共有していきたいと思う。明日からはその点を意識して、

映画·アニメ·落語の3本柱で鑑賞を進めていく。フローニンゲン：2020/12/19（土）21:02 

6490. ビザの更新に向けて/シネマセラピーに関する書籍 

時刻は午前6時を迎えようとしている。静けさと闇に包まれた世界が目の前に広がっている。 

いよいよ年末が迫ってきているが、今年のフローニンゲンは暖冬のようである。まだヒーターをつけ

ることなく生活できていることに驚く。例年は11月頃からもう寒さが厳しくなっていて、この時期はか

なり寒い。天気が崩れがちなのは例年通りであるが、気温が高い冬というのは初めて経験すること

である。 

今年の夏にビザの更新手続きがあり、今回更新すれば、5年間ほどの滞在許可が得られる。滞在

期間の途中にオランダの永住権とEUの永住権が取得できる条件を満たす。そのタイミングで2つの

永住権の申請を提出するか、それとも更新後のビザの期限が切れるタイミングで申請をするかはま

た今後決めたい。いずれにせよ、この夏にビザを更新することができたらそこからしばらくは申請手

続きに時間を取る必要がないというのは嬉しいことである。今回のビザの更新は夏だが、申請手続

きはもっと早くに行う必要がある。 

移民局の方から期限が切れる3ヶ月前に連絡があるとのことであり、そうであれば5月の半ばぐらい

に連絡が来ることになるだろう。そのタイミングでビザの申請準備を始める。書類の提出から3ヶ月弱

© YOHEI KATO 2020 15



ほどで更新が完了するとのことである。これまでの経験上、移民局は余裕を持たせて3ヶ月と述べて

いるが、実際にはもっと早く手続きが完了する。 

私が住んでいるフローニンゲンから最も近いズヴォレの移民局はひょっとすると、南オランダの移民

局よりも申請を受ける量が少ないから手続きが早いのかもしれない。過去何回かビザの更新を行

なってきたが、いずれも1ヶ月か1ヶ月半ぐらいで新しいビザを入手することができていた。もちろん

それらが偶然の可能性もあるので、今回も余裕を持たせて申請をしよう。 

もし申請期間にビザが切れたとしても、仮の滞在許可証をもらうことができる。そのため、来年も秋

に一時帰国することができないわけではないが、仮の滞在許可証をもらいに移民局まで行くのが面

倒でもあるので、来年は秋に一時帰国するのではなく、再来年の春に一時帰国しようかと思う。これ

まで春に日本に帰ったことがなかったので、日本の春を体験するのはもう随分とご無沙汰である。

今のところの予定では、一年半後の3月の中旬あたりの帰国を予定している。 

今日もまた旺盛に映画鑑賞を行い、創作活動に励んでいく。昨夜少し調査をし、シネマセラピーに

関する幾つかの書籍を見つけ、それらを今日の夕方にでも購入しようと思う。購入予定の書籍は下

記の4冊である。 

1. E-Motion Picture Magic: A Movie Lover's Guide to Healing and Transformation 

2. Reel Therapy: How Movies Inspire You to Overcome Life's Problems 

3. Cinema as Therapy: Grief and transformational film 

4. Movie Therapy: How it Changes Lives 

以前から少しずつ映画関係の書籍をリストアップしており、それらのリストには100冊近く溜まってい

るが、今日の注文ではシネマセラピーに特化したものだけを購入しようと思う。フローニンゲン：

2020/12/20（日）06:16 

6491. 心のコンパスの示す方へ/今朝方の夢 

時刻は午前6時を迎えた。引き続き静かな世界が目の前に広がっていて、その世界と自分の心が

同一化している。 
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内側のコンパス、すなわち心のコンパスの指し示す方向に従って人生が進んでいく。心の羅針盤を

喪失することなく、そしてそれが示す方向に抗うことなく従っていくこと。心のコンパスを頼りにこれか

らも旅を続けていく。 

創作活動を通じて、自分が想像した世界の中を生きることができることについて昨日考えていた。

創作は想像世界の中で生きることを可能にしてくれる。 

作曲実践に関して、現在はバッハとフィンランドの作曲家たちに範を求めている。宇宙の音楽と形

容されるバッハの音楽から汲み取れることは計り知れない。バッハの音楽に範を求め、自分を通過

させる形でそれを現代に新たな形で蘇らせることはできないかと考えていた。 

昨日見た“Everything is a Remix Remastered（2015）”というドキュメンタリーを通じて、改めて学習

や実践の基本に模倣があることを実感していた。進化の方程式として、「模倣+変容＋結合（組み合

わせ）」が紹介されていて、まさに自分が日々行っている作曲実践はその方程式に則っている。絵

画の創作に関しては模倣を一切しておらず、完全に独自な形で、その瞬間の自分の感覚を絵とし

て表現しているため、進化の方程式に従っている作曲実践と、そうではない絵画の創作を自分の

中で比較していこうと思う。 

今朝方はいくつか印象に残る夢を見ていた。夢の中で私は、小中学校時代の友人（AW）の自宅に

招かれ、彼の家にいた。彼の家は港の近くに建てられた大豪邸であり、今回初めて訪問することも

あり、その立派さに心底驚いた。建物のデザインは日本的ではなく、ヨーロッパ的で洗練されてい

た。 

友人の家に到着すると、すぐさま家の中に案内をしてもらった。1階がとにかく広く、様々な部屋が

あって、中には和風の座敷もあり、中には美術品ばかり置かれている部屋もあった。ある部屋に到

着したときに、そこがカフェ空間に突然変化した。どうやらそこはスタバのようだった。正しくは、スタ

バが彼の家の中に入っていたのである。そこで私は、友人とまた別の友人、そして先ほど外で知り

合った日本人女性と話をすることにした。 

先ほど外で偶然ながら、ある女性の芸術家が外国人男性に泣きながら抱きついている光景を目に

し、ちょうど私の横に立っていた日本人女性とその芸術家の方について話をしていて、意気投合し
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たので友人の家に一緒に行くことにしたのである。そのような形で知り合ったその女性は、東京大

学を卒業していて、歳は私よりも少し上のようだったが、見た目はとても若かった。最初私はその女

性とカフェに入り、注文を先に済ませようとしたところ、その女性はまずは席を確保することが最優先

だと言わんばかりに、荷物を空席において席を確保してくれた。そして、私が注文しようとしたとこ

ろ、支払いは彼女が一括して行ってくれたのだが、それは悪いと思って、注文した「グランデサイズ

のアイスコーナー氷なし」の代金として300円を店員に渡した。どうやらお釣りがあるようだったが、

お釣りを取っておいてもらうように店員に述べた。 

注文が終わって席に着いたところで、2人の友人が合流した。そこから私たちは4人で話をするのか

と思ったら、その女性は椅子を後ろに引いて、これから彼女以外の3人でライブの動画配信を行うと

述べ始めた。それは予想していなかったが、特に断る理由もなかったので、私たち3人は、彼女が

後ろで見守る中、動画配信を始めた。 

最初のトークテーマが「お風呂」に設定され、バスタブが付いていないホテルには宿泊せず、そうし

た家を借りることはないということをまず私は述べた。目の前にいる2人は、浴槽に浸かることの心身

上の効能を理解していないらしく、バスタブの有無はあまり気にしておらず、日々シャワーで済ませ

ているようだった。その話を聞いて、私はまた口を開けようとしたが、後ろからその女性が動画配信

上の画面にチャットを送り、チャットメッセージを読んでみたところ、話題が変わった。チャットで動画

配信に加わるぐらいだったら、ライブのトークに加わればいいのにと思ったところで、私は店の外、

そして友人の家の外にいた。 

友人の家の近くに小高い山があって、山の中腹あたりに公園があった。私はその公園に向かい、

少しくつろごうと思った。公園に到着すると、偶然ながら大学時代のサークルの先輩が2人いた。2

人は学年は異なっているのだが、同じ学部に所属していて、今は医者として同じ病院に勤務してい

る。 

私たちが卒業した大学は理系の学部が一切ない文系の大学であるため、医者になる人は少ない

のだが、稀にいる。その稀な存在が目の前にいる2人の先輩だった。私は2人が同じ大学の、同じ

学部の、同じサークル出身であり、尚且つ同じ病院に勤めていることの珍しさを指摘し、2人を祝し

た。すると、1人の先輩が私はこの数年間どのように過ごしていたのかを尋ねてきた。それに対して
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私は、自分は30代前半でセミリタイアし、そこからさらに資産的な余裕が生まれたので、今はほぼリ

タイア生活となり、自分の好きなことだけをする形で毎日暮らしていることを伝えた。それに対して2

人は驚いた表情を少し浮かべ、2人の休憩時間が間も無く終わるとの頃だったので、桜が舞う公園

の一角で別れた。フローニンゲン：2020/12/20（日）07:10 

6492. ミメーシス理論と本日の映画鑑賞より  

時刻は午後8時を迎えようとしている。今日もまた非常に充実した1日だった。 

午後に太陽の光がわずかばかり差し込んできて、その貴重な機会を見逃さず、映画鑑賞をしなが

ら日光浴をしていた。明日からは少し天気が崩れる日々が続くようなので、今日の日光浴は大変貴

重であったことがわかる。 

フランスの人類学者のルネ·ジラールの「ミメーシス理論」について少しばかり考えている。ジラール

によれば、人間の欲望は他者の欲望を模倣（ミメーシス）するという性質を持っていて、こうした模倣

の連鎖が現代社会の種々の問題の根底にあるように思えてくる。 

今日見た映画作品『NERVE／ナーヴ　世界で一番危険なゲーム（2016）』でもそれが1つのモチー

フとして描かれていたように思う。この作品は、SNSを用いたネット社会の罠が描かれていて、人に

見られることを通じて人気を集めることに躍起になり、飽くなき承認欲求を満たしながら無謀な行動

や発言をしていく主人公たち。 

現代でもすでに「投げ銭」という仕組みがあるように、承認欲求とカネとの結びつきがより強くなり、そ

れが暴走し始めるとこの映画で描かれている危険なサービスが登場するかもしれない。ある人間が

承認欲求を満たされると、あるいは満たそうとすると、他者もまた自らの承認欲求を満たそうとすると

いうのは、まさにジラールのミメーシス理論とつながる話だ。 

上記の映画以外にも、『ブラックサイト（2008）』で描かれている人々の欲求はもっと残虐なものであ

り、人間に内在する模倣力は方向性を間違えると大変危険なものであることがわかる。模倣に伴う

そのような否定的な側面を考えながらも、昨日見ていた“Everything is a Remix Remastered

（2015）”というドキュメンタリーに刺激を受け、今日もまたバッハとフィンランドの作曲家のセリム·パル
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ムグレンの曲を参考に曲の原型モデルを作成していた。今作りかけのモデルがあるので、この日記

を書き終えたらそれを完成させよう。日々少しずつであるが、参考にする曲の写譜を行い、それを

参考にして曲を作っていく。 

朝一番に見ていた『サーミの血（2016）』は、なかなかの力作であった。この作品は、スウェーデンの

少数民族であるサーミ人の少女が差別に抗いながら成長する物語である。出自を捨て、自由を選

択した主人公の葛藤に対してどこか共感する自分がいるのは、自分もまたそうした形で異国の地で

生活を送っているからだろうか。またそもそも、少数民族が差別され、排斥されるという構図そのも

のに実体験を伴った共感の念があるからかもしれない。自分は民族差別を受けたわけではない

が、人間としての能力や性格においてマイノリティー扱いを受ける立場にあり続けてきたという点

が、主人公に対する共感の念の根源にあるのかもしれない。 

出自や血の力と呪いについて考えながらも、自分の血に響く音楽があり、血を活性化させる音楽が

あることについても思いを馳せていた。それは、主人公が「ヨイク」というサーミ族の音楽によって故

郷を思い出しているシーンがあったことによる。母国が再び精神的に遠い国になり始めている。そ

の一方で、さらに遠くに行くことが母国に最大限接近する方法であるということもわかっている自分

がいる。ここから自分はどのような歩みを進めていくのだろうか。フローニンゲン：2020/12/20（日）

20:05 

6493. 今朝方の夢 

時刻は午前4時を迎えた。今日から新たな週となる。12月も残すところ今週と来週となり、いよいよ新

しい年を迎える。 

昨年はマルタ共和国で年越しを祝い、そこからミラノに滞在した。今年はフローニンゲンで大人しく

年越しを迎えることになりそうだ。年越し祝いを兼ねて、年末は久しぶりに長時間の座禅を組んで

みようかと思う。年末のどこかのタイミングで静かに座し、意識を整える形で新しい年に向かってい

きたい。 

今朝方の夢を静かに振り返っている。夢の中で私は、大きなコンビニエンスストアにいた。場所は日

本のようである。私は小中学校時代の親友たちと旅をしていて、昼食時になったので、親友の1人
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がコンビニに立ち寄りたいと述べた。ちょうど近くにコンビニがあったので、そこに立ち寄ることにし

た。 

私はすでに昼食を持参していたので、特に何かを購入する予定はなかったが、最近の日本のコン

ビニではどのようなものが売られているのかに関心があったので、親友たちについていくことにし

た。店内を反時計回りに巡っていたところ、親友の1人（YU）が食いかけの菓子パンを見つけた。そ

れはパンの美味しそうな部分だけが誰かに齧られていて、残りの部分が袋に入っていた。 

親友はそれを店員のところまで持っていき、おかしなパンがあったことを告げた。私は菓子パンコー

ナーを後にしようとしたところ、目に入ったチョコチップメロンパンが美味しく見えたが、その味は巧

みに脚色されたものであることを知っていたので、購入をやめ、持参したいつもの昼食を摂ることに

した。その他にも夢の場面があったように思うが、今覚えているのはそれぐらいである。 

今日もまた旺盛に映画鑑賞と創作活動に励んでいこう。昨日の夕方に、シネマセラピーに関する書

籍を3冊イギリスの書店に注文した。当初の予定では4冊ほど購入するはずだったが、そのうちの1

冊がKindle版しかなく、購入するのをやめた。Kindleは書籍とじっくり向き合うには不都合があり、学

習というものが身体を通じてなされるという性質上、身体性が紙媒体よりも低いKindle版は購入して

も無駄であると判断した。注文した3冊のうち、1冊は年内に届き、もう2冊は来年の初旬に届くとのこ

とである。 

今は映画を大量に見ていき、映画の鑑賞体験を積み、自分が名作だと思うものをリストアップしてい

る最中である。今後の人生において何度か見返したい作品と出会うためには、今の段階では数多

くの作品を実際に見ていく必要がある。もちろん駄作と出会う確率も上がるわけだが、駄作を見ると

いう体験無くしては傑作を見極める目も養われない。今日はどのような作品と出会うだろうか。フ

ローニンゲン：2020/12/21（月）04:23 

6494. カオスのフラクタル構造/映画を通じた協働学習 

時刻は午後9時を迎えた。天気予報とは少し違って、午後からは激しい雨ではなく小雨が降る程度

だった。一方で、気温とは裏腹に、今朝方は足下から冷え、ヒーターをつける時間帯もあった。気温

はまだそれほど低くないのだが、やはりそろそろヒーターをつける時期になってきたことを感じる。先
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日まではまだヒーターをつける必要ないなどということを述べていただけあって、天候の変わりやす

さを思う。 

今朝は午前3時半に起床し、そこから「一瞬一生の会」の第2回のクラスが始まるまでに4本ほどの映

画を見ていた。今朝方のテーマ設定は、アフリカの紛争、社会主義政権下のポーランドの社会情

勢、そしてパレスチナの現代の社会情勢であった。その観点で、最初のアフリカの紛争については

『エンドレス·ウォー（2018）』という作品を見て、社会主義時代のポーランドについては『ワレサ　連帯

の男（2013）』と『残像（2016）』という作品を見て、パレスチナの現代の社会情勢については『ガザの

美容室（2015）』という作品を見た。もちろん、それらの作品を通じて浮き彫りになるのは部分的なも

のなのだが、色々と考えさせられることや新たな発見があったことは間違いない。 

アフリカと中東の戦争状態を描いた2つの作品を併せて考えてみたときに、カオスのフラクタル構造

がそこにあることに気付かされた。それはとりわけ『ガザの美容室（2015）』という作品からもたらされ

たものであると言っていいかもしれない。この作品は、パレスチナの小さな美容室を舞台に、絶えず

戦争状態に置かれている日常をその店にやってきた女性たちがどのように生きているかを描いて

いる。美容室の外は、男たちの戦争世界が広がっていて、美容室は最初、そうした外の世界とは関

係のない平穏な聖域（サンクチュアリー）のような女の世界かと思っていた。 

だが作品を見ていくと、女の世界も蓋を開けてみれば、出産間近で苦しんでいる女、外の世界とは

関係なく結婚に向けて準備をしている女、ドラッグを使って狂ってしまう女、アラーに祈りを捧げる

女、喧嘩をする女たちと大変混沌としていることに気づく。つまり、この世界には純粋な秩序世界と

いうものはなく、カオスの世界の中にある一見すると平穏な秩序世界もまたカオスであることに気付

かされるのだ。これがまさにカオスのフラクタル構造と呼べる所以であり、それは私たちの日常世界

の本質的な特徴を表しているように思える。 

4本の映画を見た後に行った「一瞬一生の会」の第2回のクラスにおいては、古典的な名作『十二人

の怒れる男（1957）』を取り上げ、この映画を見るのは今回が3回目であるが、気づきの多いクラスと

なった。1人ではなく、複数人と同じ映画を見て、鑑賞体験や気づきや学びを共有することの学習

効果を改めて強く実感した。ちょうど昨日シネマセラピーに関する学術書を3冊購入して、今後この

ように映画を題材にして語り合うような場を作っていくことができれば、その際には治癒の効果や変
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容の効果を実現していくような場にしていきたいと思う。明日もまた映画を通じたミクロな治癒と変容

を大切にしていこうと思う。フローニンゲン：2020/12/21（月）21:21 

6495. 今朝方の夢 

時刻は午前6時を迎えた。今、霧雨のような雨が降っている。天気予報によると、間も無くこの霧雨

は止み、今日は終日曇りとのことである。ちょうど午後にはかかりつけの美容師のところに行って髪

を切ってもらう予定なので、雨が止んでくれることは嬉しい。髪を切ってもらった後に、コーヒー豆専

門店で2種類ほどコーヒー豆を購入し、街の中心部の市場で椎茸を購入しようと思う。そこからオー

ガニックスーパーに立ち寄り、最後に近所のスーパーにはしごして帰ってこようと思う。 

今朝方はいくつか印象に残る夢を見ていた。夢の中で私は、家族と一緒に森小屋に宿泊している

ようだった。いくつかのロッジがあり、そのうちの1つに私たちは宿泊していた。そこは何でも揃って

いる施設だったので、特に不自由なく過ごすことができていた。 

ロッジを拠点にして観光に出かける朝に、出発前にゴミを捨てておく必要があった。父は私に燃え

るゴミの袋を渡し、ゴミ捨て場に持って行って欲しいとお願いした。私はゴミを持ってゴミ捨て場に向

かい、そこに到着すると、ゴミの種類ごとに合計で3つか4つほど扉があって、その扉を開けてゴミを

捨てることになっているらしかった。私は、燃えるゴミの印のついた扉を開けた。すると、扉が三重構

造になっていて、さらにその先の扉も開ける必要があった。 

手がゴミで塞がっていたので扉が開けにくいと思っていたところ、父が助けに来てくれて、扉を開け

てくれた。扉が開くと、そこにはゴミを溜める場所につながる小さな穴があり、その穴からゴミを捨て

る必要があった。残念ながら手持ちのゴミはその穴を通ることができない大きさだったので、ゴミを

小さくして、なんとか無事にゴミを捨てることができた。これから観光に向けて出発だと思ったところ

で夢の場面が変わった。 

次の夢の場面では、私は近未来的な大学のキャンパスにいた。そこは欧州の大学院であり、街そ

のものが近未来的であるのと同時に、大学のキャンパスが複合施設内にあり、一風変わった雰囲気

を発していた。私はキャンパス内の講義棟の中にいて、ちょうど何かの授業を終えた後のようだっ
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た。講義棟の中を歩いていると、偶然にもある日本人の友人と、日本人の見知らぬ若者と遭遇し

た。2人は知り合いのようであり、友人からその見知らぬ若者を紹介してもらった。 

友人に関しては、高校時代に1年ほどアメリカの高校に留学しており、大学はアメリカの名門リベラ

ルアーツカレッジに進学し、その期間に1年ほどイギリスのオックスフォード大学に留学し、社会人に

なってからもアメリカの名門大学のMBAを取得したエリートである。話を聞くと、その見知らぬ若者

は複数の修士号を持っていて、いずれも欧州の大学院でそれらを取得しているようだった。最後に

取得した修士号は、フローニンゲン大学の法学部から授与されているそうだった。 

フローニンゲン大学の法学部は非常に歴史があり、オランダでも一、二を争う名門学部であり、そも

そも日本人が入学できたことに私は驚いたが、聞くところによると彼は帰国子女であり、幼少期から

神童と呼ばれていたとのことだった。それを聞いて、そうであれば日本人でも入学できないことはな

いと思った。そこから私たちは昼食を買いに1階まで降りた。2人はこれから法律英語に関する試験

があるらしく、その対策について話し合っていた。私はその授業を履修しておらず、また彼らが大き

なコンビニに入ろうとしていることに気づき、私はコンビニで飯を購入するのが嫌だったので、その

場で彼らと別れた。 

そこから少しばかり歩いていると、自分がペットボトルとプラスチックのゴミが入った段ボールを抱え

ていることに気づいた。昼食を買う前に、まずはゴミを捨てる必要があった。遠くの方にゴミ捨て場

が見え、そちらに向かっていくと、そのゴミ捨て場は随分と小さかった。今手に持っているゴミを全て

捨てられるのかが怪しいぐらいの大きさであった。だがなんとか無事に全てのゴミを所定の場所に

置き、その場を去った。 

ぶらぶらと歩いていると、質の高そうな食材が置かれていそうな大きなスーパーを見つけた。私は早

速店内に入り、何か良いものはないかと思って店内を見て回ることにした。どういうわけか店内に

入ってすぐのところに魚料理のコーナーがあった。確かにどれも美味しそうな料理だったが、基本

的にヴィーガンの生活を送っている私は魚も食べることはなく、店員の女性に試食を勧められたが

それを断り、野菜料理のコーナーに向かった。そこで美味しそうなポテトサラダが売られていたの

で、まずそれを100gほど取ろうと思った。そこではポテトサラダが入ったプラスチックの容器が複数

重ねられていて、一番上の容器からサラダを取っていく仕組みになっていた。 
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ちょうど一番上の容器がもう間も無く空になるところだった。私が少しサラダをすくうとそれはもうなく

なり、新しい容器を開けて、そこからさらにサラダをすくった。最初にすくったときにはポテトしか取る

ことができなかったので、新たな容器からは人参や玉ねぎなどをすくっていくことにした。今朝方は

そのような夢を見ていた。 

今日は夢の中で2回もゴミを捨てるシーンがあったことが印象的である。ゴミを捨てるというのは何を

象徴しているのだろうか。ゴミが仮に自己の存在にとっての垢のようなものであれば、垢を落として

新たな自己になろうとしているということなのだろうか。あるいは、ゴミが既存の関心領域や知見であ

れば、それらを一度精算することによって新たな関心領域に向かっているとも言えるかもしれない。

いずれの解釈もまさに今覚醒状態において起こっていることである。フローニンゲン：2020/12/22

（火）06:44 

6496. コロナの猛威/原発とテロに関するドキュメンタリー 

時刻は午後8時を迎えようとしている。室内と外の気温差からか、書斎の窓が一面曇っている。昨日

から少しばかり室内も冷えるようになり、ヒーターをわずかばかりつけるようになった。いよいよ年末

に差し掛かっている今日この頃、ここから年越しに向けて寒さが加速していくのだろう。 

今日は午後に、かかりつけの美容師のメルヴィンの店に行った。それはもちろん髪を切ってもらうた

めだったのだが、店に近づくと、いつも明かりが灯っているのだが、今日は店から明かりが漏れてき

ていなかった。少しおかしいなと思って店の前までたどり着くと、店が閉まっていた。数ヶ月前にコロ

ナが猛威を振るっていた時も、オランダ政府が接客業を休業にさせたことがあった。今、オランダも

コロナの感染が拡大していて、再び政府から休業の通達が来たのかもしれない。 

髪が随分と煩わしくなっていたので残念だったが、こればかりは仕方なく、店を後にし、メルヴィンに

確認のメッセージを後ほど送った。店を後にしてからは、コーヒー屋に行って、オーガニックのコー

ヒー豆を3種類ほど購入し、その足で中央市場の野菜屋に行き、そこで立派な椎茸を1週間分購入

した。こうした買い物も良い気分転換になる。何よりも外の空気を吸うことに喜びを覚え、散歩によっ

て心身が晴れやかになっていく実感がある。 
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今日はいくつかのテーマを決めて映画を鑑賞していた。今日はどちらかというとドキュメンタリー作

品を多く見ていた。1つ目のテーマは原発に関するものであり、『100,000年後の安全（2009）』という

作品である。これは、フィンランドのオルキルオト島に建設中の放射性廃棄物処理施設に初潜入し

たドキュメンタリーであり、10万年という途轍もなく長い時間軸で建設された「オンカロ」という施設に

圧倒される。この施設に格納された放射性廃棄物は、10万年をかけてゆっくりと安全な状態に向

かっていく。放射性物質というのは、それほどまでに長い時間をかけなければ安全にならない危険

な物質であり、それは人間の五感では捉えることできず、ひとたび被曝するとDNA分子を破壊して

いく。作品を通して、この現代文明が遅かれ早かれ崩壊するような終末観を感じさせ、この施設の

関係者たちが次の文明の未来人に向けて語りかけているかのように感じたことが印象的だ。 

次にテーマ設定していたのは、アメリカの極右思想とテロに関するものであり、前者については『潜

入捜査！米国にはびこる白人至上主義（2016）』が重要な投げかけをしており、後者については

『テロ新時代 恐怖のはじまり Part 1（2017）』と『テロ新時代 恐怖のはじまり Part 2（2017）』が参考

になる情報や観点をいくつも提供していた。 

今住んでいるオランダの隣国であるベルギーは、実はイスラム過激派への改宗者が欧州で一番多

いということを知り、2016年にはブリュッセルでテロがあった。欧州ではその他にも、2015年にはパリ

で同時多発テロがあり、2017年にはロンドンとマンチェスターでテロがあったことが記憶に新しい。

実際には、オランダでも過去に乗車したことのあるタリスという高速列車で銃の乱射テロがあった。

それは、クリント·イーストウッドの監督が『15時17分、パリ行き』というタイトルで映画化している。 

欧州で生活をしているとテロの脅威は絶えずある。いやこのドキュメンタリーが明らかにしているよう

に、近年では「一匹狼テロ」というものが増えてきており、テロというのはどこの国で生活をしていよう

とも巻き込まれてしまう危険性があるのだ。 

イスラム過激派に属しているいないに関わらず、過激派の思想にネットやマスメディア及びSNSに感

化される形で、社会への不満をはらすために単独でテロを行う傾向が増えているのだ。それは予測

が難しく、根絶も難しい。思想の蔓延というのはどこかコロナウィルスの蔓延と似ていて、それを完全

に消し去ることはほぼ不可能であり、そうした不可能性とどのように向き合っていくかが大事な時代

を私たちは生きている。上記のドキュメンタリーを通じて、ファクトとして知らなかったことを随分と知
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ることができ、そのおかげでテロに対する見方と態度が変わり、自らの身を守る術についても考える

きっかけとなった。明日もこのテーマでもう少しドキュメンタリーを見ていこうと思う。フローニンゲン：

2020/12/22（火）20:20 

6497. ロックダウン/今朝方の夢 

時刻は午前6時半を迎えた。闇と静けさに覆われた朝の世界が目の前に広がっている。今は雨が

降っていないが、昼前から明日の午前中までずっと雨が降るらしい。 

昨日は髪を切ってもらう予定だったのだが、店が閉まっていて、自宅に戻ってきてからオランダのコ

ロナの状況を調べてみた。欧州の他の国と同様に、状況はとても悪く、オランダの各都市で12/15

からロックダウンしていたことを初めて知った。このロックダウンはちょうど先週の火曜日から始まり、

それが解かれるのが来年の1/19とのことである。改めて友人かつかかりつけの美容師のメルヴィン

の店のウェブサイトに行き、予約をしようとしたところ、ちょうど1/19の午後の枠が空いていたのです

ぐさま予約を入れた。 

他の美容室も軒並み休業となり、これからあと1ヶ月髪を切ってもらえない状況が続く。以前にも一

度、2ヶ月以上髪を切ってもらえない期間があり、随分と髪の毛が伸びて最初は煩わしさがあった

が、徐々に慣れていった。前回の経験がある分、今回もあと1ヶ月はなんとか耐えられるだろう。 

今朝方は2つほど印象に残る夢を見ていた。夢の中で私は、アマゾン川のような巨大な川を下って

いた。しかし、川の上を下っていたわけではなく、宙に浮かぶマルタのようなものにつかまって、

楽々と川を降りていたのである。その川の景色はとても美しく、川の水はとても澄んでいた。景色を

楽しみながら川を下っていると、あるところで着水しようと思った。そこからはボートで川を下りたかっ

たのだ。小さなボートに腰かけると、突然そこに大学時代のゼミの友人たちが2人ほど現れた。彼ら

と話を始めたところで夢の場面が変わった。 

次の夢の場面では、私は見慣れない会議室のような場所にいた。その会議室はビルのような建物

にあるのではなく、ショッピングモールか何かの中にあるようであり、通常の会議室と少しばかり雰囲

気が違った。私の左横には小中高時代の親友（HO）が座っていて、何やら真剣に数学の問題を解
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いていた。最初私は素数の問題を解いているのかと思ったが、よくよく見ると、さらに難解な整数問

題を解いているようだった。 

私の右横には、妖精のような小さな女性が座っていて、静かにしていた。再度左の親友の方を見る

と、問題を解く時間が間も無くなくなるようだった。なんとか制限時間以内に問題を全て解き終えた

友人は安堵の表情を一瞬見せたが、最後まで取り掛かっていた第一問の整数問題の出来が心配

のような表情を浮かべていた。すると、試験監督のように私たちの前に座っていたフランスの数学者

が満面の笑みを浮かべながら、親友の回答が正解であることを述べた。それを聞いて親友はとても

ホッとした表情を浮かべ、私もとても嬉しくなった。なんせ私がその難解な整数問題を解こうとした

ら、きっと条件を見落として間違っていたであろうから。 

今朝方はそのような夢を見ていた。それともう1つ、ある女性友達が私を含め、友人たちの過去の発

言や行動を全て冊子にしている場面があり、それらの冊子を保管室のような場所に隠していて、そ

れを発見する場面があった。冊子は見事に製本されていて、中身を覗くと、過去の自分たちの発言

や行動が記録されていて薄く気味悪く思った。また、彼女がそれらをこの部屋でこっそりと読んでい

た姿を想像すると、なお一層気味が悪かった。フローニンゲン：2020/12/23（水）07:00 

6498. 落語に関する興味深いアニメとドキュメンタリー

時刻は午後8時を迎えた。静かな夜の世界が目の前に広がっている。 

先日から落語への関心が再燃し、いくつかの演目を見たり聞いたりしている。先日、『昭和元禄落

語心中（2016）』という大変素晴らしいアニメを見つけ、2日間で全てのエピソードを視聴し、今日か

らはその続きの『昭和元禄落語心中 -助六再び篇-（2017）』を見始めた。この一連の落語アニメを

人間発達の観点から見ると実に面白い。そうした面白さを超えて、とりわけ前者の作品において

は、2人の落語家の交流に思わず目頭が熱くなる。 

遊びから生まれる余裕と、余裕から生まれる芸の魅力。さらに余裕というのは芸を高める働きもす

る。これは芸事のみならず全ての実践領域について当てはまることだろう。 
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1人の人間の芸は、それそのものが固有の芸術作品であり、この世界における固有の宝だということ

がわかる。「1人の人間の芸」、それは言わずもがな芸事における芸だけを指しているのではなく、

端的に言えば1人の人間が生み出す全ての創造物のことを指す。創造物が何を指すか。それにつ

いてはもう説明はいらないだろう。 

落語というのはつくづく人が語らせるものであるということが見えてくる。客が話を語らせ、そして落

語家という人間がその話を語らせる。逆もまた然りかもしれない。話が客を語らせ、話が落語家を語

らせる。それもまた真なりであろう。そしてこれも作曲を含め、種々の表現活動にも当てはまること

だ。それにしても、この作品の中で演じられていた「芝浜」という作品は素晴らしい。この演目は、夢

と現実の曖昧な境目について教えてくれるマトリックス的作品である。『昭和元禄落語心中（2016）』

という作品は、サスペンス的な意味でも引き込まれるものがあった。そこには、サスペンションの神と

呼ばれたヒッチコックを彷彿とさせる話の展開があった。 

今日は落語関係でその他にも『映画 立川談志 ディレクターズカット（2012）』というドキュメンタリー

を見た。立川談志師匠は落語家を超えて、思想家であることが見えてくる。『現代落語論（1965）』と

いう書籍の中で、「落語とは人間の業を肯定するものである」という有名な言葉が残されている。こ

れは、落語は笑いを目的にしているのではなく、笑いは手段であって、目的は人間の業、つまり本

質を描き出すことであるという意味だ。 

晩年には、『最後の落語論（2009）』において、「落語とはイリュージョンの肯定である」という大変興

味深いことを述べている。イリュージョンという言葉の意味を自分なりに拡張解釈してみると、それが

指すことはイギリスの哲学者ロイ·バスカーでいうところの「実在世界（the real）」のことを指しているよ

うに思えた。 

人間の種々の悪行·善行は、全て実在世界からの投げかけであり、目の前の個別具体的な行為に

囚われるのではなく、それを顕現させている向こう側の世界に眼差しを向けていくことの大切さを説

いているように思える。そして、「経験世界（the empirical）」や「現実世界（the actual）」を超えた実

在世界を垣間見せてくれ、その世界に誘ってくれるのが落語の持つ奥深い力なのだと思う。今度

一時帰国する際には、落語関係の書籍を購入しようと決めた。フローニンゲン：2020/12/23（水）

20:23 
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6499. 今朝方の夢  

時刻は午前5時を迎えた。昨夜から小雨が降り続けている。 

少し早いがクリスマスを祝ってか、昨夜花火が上がった。それは盛大なものではなく、慎ましいもの

だった。コロナの猛威が加速する中で年末を迎えることになるが、今年は年末の花火は上がるのだ

ろうか。個人的には、それは睡眠妨害でしかないので打ち上がらない方が望ましい。花火を上げる

のであれば時間を考えて欲しいというのが正直なところだ。そのようなことを考えながら昨夜は就寝

に向かった。 

眠りの世界に落ちてみると、そこからいくつかの夢を見た。夢の中で私は、何人かの外国人たちと

話をしていた。その中にはオーストラリア人の友人がいて、彼らと落語について話をしていた。その

うちの誰かが1つ演目をやってみようということになり、そこで夢の場面が変わった。 

次の夢の場面で私は、ある風光明媚な島国にいた。その島の海は美しく、街と呼べるほどの開けた

街はなく、逆にそれが良かった。私はビーチの上に建っているカフェにいて、そこで元サッカーイタ

リア代表の背の高いディフェンダーの選手と話をしていた。彼はイタリア人気質が強く、とても陽気

でよく話す。私は彼の話を聞きながら、周辺の島について色々と尋ねた。彼はバカンスでよく色々

な島を訪れているらしかったのだ。 

しばらく彼と話をした後、カフェの前でマットを敷いて、そこに寝っ転がり、日光浴をすることにした。

すると、近くのマットに小中学校時代の2人の友人（HS & AF）がいることに気づいた。まず近くに

マットを敷いていた1人の友人に声を掛けると、何やらコロナの影響で1年以上も会社が休みになっ

ているのとことだった。彼はこれまで有給をほとんど消化せずに働き詰めであったから、それはちょ

うどいい機会だということを述べていた。一方でこれまで休みを取ったことがない分、最初はどのよう

に過ごしていいかわからず戸惑ったということを教えてくれた。 

もう1人の友人は相変わらず働き詰めのようであり、確かに労働時間は減ったそうだが、それでも月

に160時間は働いているとのことだった。すると彼がカフェで働いている姿が想像された。店が始ま

る前に、窓を一生懸命拭いている彼の姿が浮かび上がってきたのである。そのような空想の世界に

浸っていると、彼の提案として、これから私たちが何時間働いているのかの測定をしようと言われ
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た。正直なところ、私は月に数時間しか働いていないので、それをするのはあまり意味がないと伝

え、もう1人の友人がその測定に協力することになった。なぜか私たちはビーチのカフェの前から教

室に瞬間移動していて、教室の中で、その友人は小さな測定器を付けられていた。そこで夢の場

面が変わった。 

次の夢の場面では、私は学校の教室にいた。ふと視線をやると、教室内に猫がいた。それは白い

猫だったように思う。猫が教室の外に出ていくのを見届けると、先生が教室に入ってきた。見ると、

先生は男性と女性が半分半分に混じった性別不明な人間だった。 

先生が教壇に上がると、どういうわけか名指しすることなく暗に私の行動を批判し始めた。実は私は

その批判を待っていて、批判を受けるためにわざとある行動を取っていたのである。先生がまんまと

自分の策略に引っかかったことを心の中で喜び、後ほど大きな仕返しをしてやろうとニヤけていた。

端的に仕返しというのは、先生を半殺しにすることである。どのように半殺しにするとみんなが喜ん

でくれるかを考え、同時にそのタイミングを見計らっていた。いよいよそのタイミングが来たと思った

ところで夢の場面が変わった。今朝方はそのような夢を見ていた。 

ある島国の夢において、その国はまだ観光名所にもなっておらず、穴場のような国だった。そのお

かげか自然は美しかったが、宿泊施設や買い物施設は不十分だったことを覚えている。また、その

夢の後半で労働時間の長い友人が少しばかり攻撃的な態度を私たちに取っていたのを覚えてい

る。一方で、最後の夢の中では自分が攻撃性を発揮しようとしていた。それらの攻撃性は自分の中

の何を象徴しているのだろうか。フローニンゲン：2020/12/24（木）05:39 

6500. 我を超えていく旅 

時刻は午後7時半を迎えた。クリスマスイブがゆっくりと終わりに近づいている。今年のクリスマスは

例年よりも気持ち的に静かに思える。それはやはり今の世相のせいなのかもしれない。今日もまた

映画鑑賞と創作活動に打ち込む1日であった。やはり音楽を作っている時が一番心が安らぐという

ことを改めて感じた。 

その瞬間の自分の内側に流れる感覚に合致する音を探し、それを形にしていくことを通じて、音楽

的感覚世界の中で音楽的な存在になりきることが精神を最も寛がせてくれる。そのようなことを感じ
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ながら、ルーミーやオーロビンドといった神秘思想家が残した詩に対して曲を作ってみたいという思

いが芽生え、詩に曲を当てる方法について学んでみようと思った。手持ちの書籍の中にその実現

に向けて参考になるものが何冊かあったように思う。それらをまた紐解いてみよう。 

「厳格な形式は、ただの計算ではなく表現欲求を形作るためにこそある」というヘルダーリンの言葉

を思い出す。出発地点は表現欲求であり、そしてそれを形にしてくれる形式というものが必要にな

る。形式を何にするかという選択と、自分なりの形式を生み出すことの大切さについて思う。今は既

存の種々の形式に触れながら、少しずつ自分なりの形式を生み出す道を歩いていくのが懸命だろ

う。 

先ほど、今日もまた『昭和元禄落語心中 -助六再び篇-（2017）』の続きを見ていた。今日は第4話

から第9話までを見ていた。師匠の八雲から自分らしい落語、すなわち固有の我を出すことに苦心

する助六。助六がそこから認識の変化があり、固有の我を出すというよりも、我を超えていく道を見

出したことがとても興味深かった。そこにはどこかトランスパーソナル的な発想があった。「自分を

空っぽにして我を無くして演じたい」というあり方が、助六を「落語の神の入れ物」にさせていった。

創作活動を通じて、我を超えていく道を探求し、それを実現させていこう。 

我を超えていくためには、まずは我を確立する必要があり、創作上の我の確立のためには、何を

もって粋（いき）とするのかを見出すことが大切になる。つまり、創作における自分なりの喜びや楽し

みがどこにあるのかを見出すことが先決なのだ。それを見出して初めて我の確立に向けた旅が始ま

り、その旅は我を超えていく旅となる。 

現在毎日見ている様々な映画作品は、創作における肥やしとなり、我を超えていく旅の支えにきっ

となってくれるだろう。日々の読書も日記の執筆もまた然りである。日々の行動の全てが我を超えて

いく旅の支えになってくれるという確信が芽生えている。クリスマスイブの今日、そうした確信を得る

ことができたことに感謝をしよう。欧州で迎える5度目のクリスマスは、例年と変わらずに優しく穏やか

であり、それでいて新しい。フローニンゲン：2020/12/24（木）19:59 
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