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シリーズ白眉対談⑯

「 言 語と記 憶 」

司会（話題提供兼対談者）
田中祐理子 京都大学大学院文学研究科
特定准教授（専門：哲学、科学史）
対談者：
天野恭子 京都大学人文科学研究所特定

准教授（専門：古代インド文献学）

平野恭敬 京都大学医学研究科特定准教
授（専門：神経科学）

鈴木俊貴 東京大学大学院総合文化研究

科助教（専門：動物行動学）

左から、平野氏、田中氏、天野氏、鈴木氏。
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自己紹介
司会も担当いたします。専門は哲学で、
（田中）それでは白眉対談を始めたいと
19 世紀から 20 世紀にかけての科学
思います。よろしくお願いいたします。 の歴史と哲学の歴史の相互関係、特に
まずお一人ずつ、お名前とご専門につ
科学の進歩が哲学の問題をどのように
いてお話しください。
変えたかを研究しています。今日は「言
（鈴木）9 期の鈴木俊貴です。専門は動
語と記憶」をテーマとして皆さんにお
物行動学で、動物がある振る舞いをす
集まりいただきました。お三方ともそ
ることが、生きる上や繁殖する上でど
れぞれ全然別の研究をしていらっしゃ
のように役立っているのか、というこ
るのですが、まず話の入り口として、
とを研究しています。今着目している
皆さんが「言葉」や「記憶」をどのよ
のは、野鳥の鳴き声です。どのような
うに捉えているのか教えてください。
情報を鳥同士で伝え合っているのかに
興味があります。
動物の言葉、人間の言葉
（天野）8 期の天野恭子と申します。専
（鈴木）言葉というと、まず皆さんが考
門は古代インド文献学です。文字通り
えるのは、私たちが会話の中で使って
古代インドの文献を研究しているので
いる言葉ですね。人の言葉はコミュニ
すが、私のいう古代とはだいたい紀元
ケーション・ツールで、「他者に情報を
前 1000 年くらいのことです。ここ
伝える」というのが基本的な性質です。
にいらっしゃっている研究者の皆様に
そこに着目すると、例えば僕が研究し
とっては、古い時代というと何百万年
ているシジュウカラという小鳥も、言
単位とか何億年単位とかですよね。で
葉を使っているといえるかもしれない。
も文献では紀元前 1000 年は相当古い
言葉を人が持っているものだという前
ということになります。
提を取っ払ってしまえば、いろんな生
（平野）9 期の平野恭敬です。専門は神
物に解釈を広げることができる。そう
経科学と分子生物学です。ショウジョ
すると例えばショウジョウバエにもつ
ウバエを使って記憶の研究をしていま
ながるかもしれない。
す。脳の中でどういう情報処理がなさ
（平野）ショウジョウバエにはつながら
れ、それがどのような分子メカニズム
ないんじゃないでしょうか。少なくと
を経て生涯続くような記憶となるのか
も文章でないことは確かなんですね。
を、遺伝学、分子生物学を駆使して研
文節がない。ショウジョウバエの場合、
究しています。
特殊な周波数帯の音を出して求愛行動
（田中）9 期の田中祐理子です。今日は
しますが、スピーカーでその周波数帯
を聞かせても、間違
えて交尾しやすい状
態になります。
（田中）動物の場合
は、本能というか生
得 的 な ん で す よ ね。
学習によって習得す
るのではない。
（鈴木）実は生得的
じゃないものも含ま

れています。鳥の場合は鳴き声と意味
を関連づけて学習したり、もしくはあ
るフレーズが文化的に世代を超えて地
域に伝承される例が知られています。
全てが本能とは言い切れないところが
ある。
（田中）では、天野さんにとっての言葉
というのはどういうものですか。
（天野）私がやっているサンスクリット
語は、印欧語の仲間なんですね。ほと
んど全てのヨーロッパの言語、古くは
ギリシャ語とかラテン語とか、英語も
ドイツ語も仲間です。印欧語比較言語
学は、いろいろな言語に残っている語
彙や文法の材料から、言語が分かれる
前のもとの形を再建していくんです。
専門でない方にそこで出てくる複雑な
活用の話をしたら、「人工的だね」と言
われたんです。私はもともと言語とい
うのは自然発生的なものだと思ってい
たのですが、それでは説明のつかない
複雑さもあることに気づきました。
（田中）わかります。印欧祖語というの
は、インド・ヨーロッパ語族における
祖先となる言語で、それを探っておら
れるということですか。
（天野）さかのぼることができる、分か
れ目になったところを再建するという
ことですね。語彙はある程度共通して
いるところがありますし、文法の活用
もある程度再建することができる。
理性とは何か
（田中）私も付け加えておきますと、や
はり言葉は特に現代哲学では決定的で
す。近代以降ヨーロッパ哲学の流れで
すが、人間が神様の作った特別な生き
物ではなく動物であるということを引
き受けて考えていく時に、それでも人
間は特別だという時の拠り所が言語
だった。言語を駆使し、分節し、論理
関係ができあがっていく、それを使い

Hakubi Dialogue

（平野）マジで（笑）
。
（鈴木）例えばヒナは、生まれて 2 週
間ぐらいで匂いがしてきて、ヘビに食
べられやすくなる。この状態でヘビを
見ると親鳥はかなりジャージャー鳴き
ます。匂いがしなかった時はあまり鳴
かなかったのに。さらに、この声を聞
いた他の親鳥は、ヘビがいそうな地面
や 茂 み を 探 し た り、 巣 箱 の 中 に い た
ら食われちゃうから外に出たり、状況
によって行動を変化させます。反射的
な行動でなく解釈を挟んでいると僕は
思っているんです。
（田中）ヘビの概念とヘビの表象が浮か
んでいて、こういう場合は、というふ
うに思考の発生がある。
（平野）そうですね。ネズミはキツネを
知ってるんですよね。生まれる前から。
（一同）へぇー！
（平野）キツネの糞の臭いに特異的な物
質があって、それをネズミは学習しな
くても認識できる。固まっちゃうか逃
げるかという行動を取るんです。シジュ
ウカラに対するヘビは、敵を示唆する
ものとして遺伝的に組み込まれてもそ
れほど不思議じゃないと思います。
（田中）確かにシジュウカラのヘビにつ
いての警戒音は、ヘビっぽい音ですよ
ね。いわゆるオノマトペに近いような
音で、不思議だなと思います。それか
ら地域差があるんですよね、日本とヨー
ロッパとでは違うと。それは日本語と
フランス語の違いみたいなものなのか。
外国語をやってると、不思議と体感的
な似通ってる音に、想像力をかきたて
られることがありますが、鳥の場合に
もそういうことがあるのか。
（鈴木）ヨーロッパのシジュウカラと日
本のシジュウカラは分岐してだいたい
300 万年も経ってるんですが、結構同
じような音を共有しています。文法構
造も似ている。ヨーロッパは寒すぎて
ヘビがいないので、日本のシジュウカ
ラのヘビに対する警戒音を聞かせて理
解できるようなら、生得的な機構があ
るのだろうと思います。
（田中）ここは大事ですよね。語彙が
違うのかというのがすごく気になって
たんです。文法構造が一緒ということ
になると、刺激－反応の連鎖、刺激に
対する内側の反応がどのような順序に
なっているか、外側の音の構造が対応
してるだけじゃないかという解釈もあ
る。
（鈴木）それは一つ一つの要素で考えな
きゃいけなくて、例えば表象する能力
と、表象にかかわる細かな情報を学習
する能力とは別なんじゃないかと思う
んです。ヘビに対する嫌悪感を人間も
生得的に持っていて、そのヘビに毒が
あるかどうかなどの細かい情報は後か
ら学習していく。要するに学習能力と
イメージ能力は別かなと思っています。
（田中）何かに反応する能力と、その反
応の上に何を積み重ねて構築していく
かというところで使われる能力が、必
ずしもワンセットとは限らない。しか
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ミュニケーションに使っています。単
純な情報伝達はもちろん多くの動物に
見られますし、シジュウカラの場合は
もっとすごくて、ヘビを見た時にしか
出さないジャージャーという声を聞か
せると、ヘビを探すんですね。つまり
恐怖の気持ちが伝わっているのでなく、
実際にヘビという対象物を指し示すこ
とができている。人間の 1 歳児くらい
の指示能力があるんじゃないかと思っ
ながら共同体を作っているのは人間だ
ています。
けだ、というのがずっと中央にあるテー
（平野）逃げるんじゃなくて探索するん
ゼになっていた。理性＝言語みたいな
ですね。
感じで。
（鈴木）そうですね。ヘビを見つけると
（天野）その場合の理性というのはどう
追い払いに行くんです。音から得た情
いうものなんですか。人間を人間たら
報と視覚的な探索像を結びつけ、ヘビ
しめているものを理性と呼んでいるの
を探しに行く。ちゃんと対象を指示で
か。動物と隔てるものとして。
きるんです。それだけでなく、異なる
（平野）精神医学的な理性の定義は、人
鳴き声を組み合わせてもっと複雑な意
間らしさとか自己の中のもう一つの理
味を伝えることもわかってきました。
想となるロールモデルみたいな存在で
その時にルールも作っているんです。
すね。人間の心はフロイトの時代から
仲間に警戒を促すピーピーという声と、
そうですが、無意識の状態でいつも意
仲間を集めるジジジという声があるん
識の中に入ってくるものを自我が止め
ですが、それを組み合わせると仲間が
ていて、そうしないと人間が知覚する
警戒しながら鳴き声に近づいてくる。
外界と内的な欲求と理性の整合性が取
そこにはちゃんと語順もあって、必ず
れない。その整合性を取るために自我
ピーピージジジと組み合わせる。実験
が何とかしようとしている。その中の
的にジジジピーピーと逆転して聞かせ
一つのコンポーネントが理性だと。
ると意味が伝わらない。一定の語順に
（天野）脳の一つの働きとして。
組み合わさったときにだけ、合成的な
（平野）人間の脳には理性がある。スー
反応を示すんです。
パー・エゴというやつですね。
（平野）合成的な反応というのは、別の
（田中）スーパー・エゴの方が理性なん
行動を取るということですか。
ですね。面白い。無意識ではなくて。
（鈴木）そうです。首を振りながら、気
（鈴木）
「我思う、ゆえに我あり」みた
をつけながら集まってくる。
いに、私たちは人間だから自分を内的
（天野）すごい。なるほど（笑）
。
に知覚して言葉で共有できる。でも実
（平野）生得的な回路ですね、それは多
は動物に意識や理性がないことを誰も
分。学習したものではない。
証明はしていなくて、僕たちは人間が
（鈴木）いえ、実は学習によってできる
特別だと思い込んでいる可能性もある。
ということもわかってきています。シ
ジュウカラはコガラという鳥と一緒に
シジュウカラの語順──学習か本能か
群れ（混群）を作っていて、そのなか
（田中）そこはすごく大事なところだと
ではお互いの言葉を理解します。コガ
思います。言葉は本能から得られるも
ラが「集まれ」といってもシジュウカ
のなのか、経験や教育から構築される
ラは集まってくる。しかもそれをちゃ
ものなのか。今の理性の話も、私たち
んと学習している。このコガラの「集
は人間と動物は地続きじゃないかと経
まれ」をシジュウカラの「警戒しろ」
験的に感じている。鈴木さんのシジュ
の後に実験的に組み合わせてみても、
ウカラの言葉の研究について、特にメ
シジュウカラはちゃんと合成的な意味
ディアから大きな反響があったそうで
を理解できるんです。
す ね。 そ れ ま で 私 た ち は 人 間 以 外 の
（平野）確かにそれは面白いですね。さっ
生き物には単に言語の原始的な姿をイ
き少し考えていたのは、その言語は、
メージしていたのですが、そうではな
伝えて意思決定させるツールとなるか
くてある程度分節していて文法があり
どうか。例えば「集まれ」という信号
そうだと。
を聞かせて、同時に自分の子どもが巣
（鈴木）先ほど申し上げた、学習なのか
から落ちて鳴いていて、選択しなきゃ
本能なのかがすごく大事なのですが、
いけない時に、優先順位を決める材料
「言語」という用語は結構アバウトで、
として音声を使ってるんであれば、多
複数の認知メカニズムが組み合わさっ
分選択すると思うんです。生得的な回
た も の だ と 僕 は 思 っ て い ま す。 言 語
路をただ駆動させるんじゃなくて、思
には、例えば音を分節化する能力、そ
考する。
れを組み合わせる能力、ルールを使う
（鈴木）実はシジュウカラは、それがで
能力、もしくは音を聞いた時にその音
きるんですよ。
の指示対象─心理学では「表象」と
（田中）すごい！（笑）
いいますが─を頭の中に思い描く能
（天野）やった！ シジュウカラ（笑）
。
力などいろいろなものが含まれて、僕
（鈴木）シジュウカラ、マジですごくっ
たちはそれらの認知機能を総合的にコ
て。

2

シリーズ白眉対談
Hakubi Dialogue
3

も生き物ごとに違うものを組み合わせ
て使っていることもありうるから、外
側から見て「言語っぽい」と思っても、
発動されている機能の性質は全く違う
ところから来ているかもしれない。本
能と文化で分けても無意味で、両方混
じっていることもあるんじゃないかと
思います。
（鈴木）昔から動物学者は、敵に対する
警戒の声は本能で持っているとずっと
信じてきました。それができなかった
ら死んでしまうから。でも最近の研究
では、実は多くの部分に学習が関与し
ていることがわかってきました。捕食
者と出会ったことのない若い鳥が捕食
者を認識できなかったり、声に正しく
反応できなかったりする証拠も集まっ
ています。自分の種類以外の鳥の鳴き
声も理解しあっていることもわかって
きました。
（田中）今の面白いですね。若い鳥は「ヘ
ビだ！」といわれていることはわかっ
ても、ヘビに会ったことがないと危な
いかどうかはわからない。言語が成長
した後に生まれた個体は、ヘビだとい
う言葉は習うけど危ないという体験は
まだしていない。それって歴史の話で
すよね。言語の方の歴史が先に進んで
いる。個体が言語の歴史に対して後か
ら来るので、その個体が持っている本
能では対応できないと。
（天野）例えば何百万年前のシジュウカ
ラたちは今よりも原始的な言葉を喋っ
てたんですか。
（鈴木）そうですね、おそらくめちゃめ
ちゃ単純な声を出しています。シジュ
ウカラみたいに複雑な声を出す鳥って
他にはあまりいない。シジュウカラは
シジュウカラ科に属していて、祖先的
な一番近いグループはツリスガラ科な
んですが、彼らはツィーツィーとしか
鳴かないんです。
（田中）それは身体の構造とも関わるん
ですか。
（鈴木）というより、単純な声でもうま
くやっていけたんじゃないかと思いま
す。ツリスガラは個体同士の距離が近
くて、常に群れています。周りで何が
起きているのか目で見て確認できる。
一方、シジュウカラは森の中で暮らし
ていて、仲間同士が 10 ～ 20m 離れ
ています。しかも、各々で餌を探して
いることが多い。お互いに見えない中
で、自分の置かれた複雑な状況を他者
に伝える必要があったから、複数の情
報を同時に伝えるための文法が進化し
たんじゃないかと。
（天野）でもその必要というのも、もっ
と細やかなコミュニケーションで細や
かな行動ができれば、それに越したこ
とはないですよね。
（平野）最適化に近いですよね（「白眉
センターだより」№ 16 参照）。もっと
細やかな指示もできるけれども、その
種の保存としては逆の選択をした。
（天野）なるほど、じゃあ今が最適な状
態だと。

（平野）それとも、まだ進化してる途中
段階なのか、わからないですけどね。

可塑的変化があって新たなことができ
る。そういう時に何が起きているのか
を、ある行動系で評価しているという
カテゴリー化と記憶
ことです。一方カテゴリーの話でいう
（鈴木）人間のカテゴリーは動物には
と、カテゴリーをなぜ作ることができ
そのまま当てはまらないんですよね。
るのかは、神経科学ではコンセンサス
オナガザルの仲間ではそういうカテゴ
が得られていて、要は「一般化」なん
リー化の研究がされていて、若い時は
です。ある事象全てをそのまま記憶す
空を飛んでいる猛禽類に対しても他の
ると一般化できずカテゴリー化はでき
鳥に対しても全部同じ警戒行動を取っ
ない。一番良い例として、写実的な記
て、区別ができない。親と長い間一緒
憶ができる人は、何万桁かの円周率を
にいることで、カテゴリー化が洗練さ
3 秒間見せるだけで全部言えるんです。
れてくる。生き物がものをどうカテゴ
（天野）すごいですね、それ。
リー化するのかは、進化の歴史の中で
（平野）ハトと同じような記憶システム
その必要があるかないかということと
なんですが、この場合人が覚えられな
対応してるんじゃないかと思うんです。
いんですよ。人は気分によって顔が変
（田中）カテゴリー化というのは、外界
わるし、髪型も変わる、それが一般化
にある全ての刺激を区分けして、ちょっ
できない。特徴を捉えてカテゴリー化
とずつ集合を作って分節化していく作
することができない。概念を通してカ
業ですね。本来なら全部違うものと認
テゴリー化を作っている人間特有のも
識してもいいものを、なぜ分けるのか、 のだと思います。
どういう法則や原理に従って発生して （天野）よくいわれるように、色につ
くるのか。昔からいろいろな学問で研
いての言葉が少ない民族と、色の名前
究されてきたテーマで、今の話はカテ
の多い日本人は認知の違いがあるんで
ゴリー化が自然的なのか文化的に構築
しょうか。
されるのか、何のためにカテゴリーが
（平野）文化的にいろんな色を使って文
出てくるのかということにつながって
化物を作ってくればある程度の言葉は
いると思います。その中で記憶にも話
できてくると思うんですが、文化背景
を広げていきたいと思うんですけれど
だと思います。
も、平野さんのご研究はこの辺の話と
（田中）その場合には認知と、
認知によっ
どう関わってくるんでしょうか。
て得られる感覚の細分化は……。
（平野）僕は鈴木さんの話と違って、脳
（平野）ちゃんと分けたほうがいいと思
の動作環境として何か入力があった時
うんですけれども、例えばリンゴを見
に新たな行動を引き出すことができ
ても赤い丸いものと思うのが知覚で、
る、そこで何が起きているのか、入力
それをリンゴと認めるのが認知です。
に対するある特定の行動の出力を観察
色に関しては人間は言葉があるから、
することで記憶を評価する、という研
言葉に当てはめてそれを認知するとこ
究をやっています。記憶の根本は神経
ろがありますね。
の強弱の切り替えなんです。ある神経
（天野）言葉が認知や思考力をリードし
入力が回路に入ってきてそれに対する
ているところはあるんですかね。

しい時を思い出すと楽しい気分になる
というのはそういうサーキットができ
ているから。それは例えば人に伝えて
も完全に同じようには伝わらない。
（田中）バーチャルリアリティは装置
がなくてもできると思うことがあるん
ですけど、例えば私が天野さんに昨日
食べたパスタのおいしさを伝えたい時
に、天野さん側にすでにできているサー
キットのどれかを使おうとして、うま
くヒットすると共有できる。
（鈴木）でもそこには言語の限界がある
気がします。対面して言語で伝えてい
る時、非言語的コミュニケーション（表
情やしぐさ）と言語がリンクしている。
本などの文面で見るだけだと限界があ
る。
（田中）サーキットができる時っていう
のは。
（平野）それは記憶ですね。どの記憶に
ついてもある程度同じです。でも視覚
から情動なのか聴覚から情動なのかと
いう、使っている回路は違うかもしれ
ません。
（田中）言語でも記憶でもここにメカニ
ズムがあるといわれると、人も一つの
機械みたいにシステムがあると思って
しまうんですが、平野さんのご研究で
も鈴木さんの研究でも、あまり早合点
してはいけない複雑さがある。
（平野）基本的には脳は進化した最終態
として各動物が持っているものなので、
各動物が生活環に合った脳を持ってい
ると思いますよ。ショウジョウバエは
匂い情報を使うから匂い学習ができる
んだけど、巣がないから視覚情報はあ
まり使わない。ミツバチは巣があるか
ら視覚情報が必要。ハエはミツバチよ
り視覚回路は弱いです。いらないもの
を覚える必要はないし、生存に必要が
ない。
（田中）でもそのあとで、経験の中でこ
れは必要というものは自分の中でどん
どんサーキットを作っていく。
（平野）受容できる領野があれば、です
ね。人間には思春期があって学習の臨
界期とかなり関連があって学習しやす
い時期と全然できない時期がある。
（鈴木）臨界期は鳥の音声学習にもあり
ますよ。小鳥のヒナは巣立ってからお
よそ 1 か月の間、親から餌の食べ方な
どを習うのですが、その時に父親から
複雑な鳴き声を学習していくといわれ
ています。その期間にもし人がヒナを
保護してしまったら、放した後うまく
野外でやっていけない。遺伝的には同
じベースを持っていても臨界期での経

験がその後の鳥の人生（鳥生？）を左
右しちゃう。
（平野）ちょっと話が変わりますが、キ
ンカチョウで臨界期の時間がどうやっ
て決められるのかを調べる実験があっ
て、鳴きそうになったら檻を叩いて鳴
かせないようにする、というのを交代
制でやる。すると臨界期が伸びるんで
す。
（一同）へぇー。
（平野）結論としては、自分が鳴くとい
う行動の方が大事なのではないか。聞
いて鳴くのでなく自分が復唱する回数
をカウントしている。
（鈴木）なるほど、時間的な感覚じゃな
くて。
（平野）そう、自分が聞いて学習するの
ではなく自分がどれだけアクションを
起こしたか。
（鈴木）人間でも、頭を使ってないと錆
びるって、のび太のお母さんも言って
ましたしね。
（一同）
（笑）
。
（田中）今みんなで笑ったのは、それぞ
れの頭の中にドラえもんという表象を
作ったからですね。お三方のお話を聞
いていて気になっていたのは、言葉も
そうなんですが、記憶サーキットがで
きていく時に個体差も地域差もある。
その境目って何なんだろう。直接的に
は食物や生死に関わるようなカテゴ
リーを獲得するのはありえそうですが、
美術や文化などは生死には関係ないけ
れども重要で価値があるものもあるし、
一見わからないけれども自分たちの存
在に関わるかもしれない。
記憶をつなぐということ─それぞれの
世界
（田中）天野さんはよく言われると思う
んですが、神話の世界、1000 年を超
えて継承されなければならない話とい
うのはどういうものかというのと、記
憶としてどうしてヘビやタカじゃない
といけないのかと、関係があるような
気がして。日本の小さな共同体の中で
だけ伝承されているものから、天野さ
んが研究されているような文明を支え
ている物語まで、どのレベルにも、
「こ
の姿の神様」とか「女性と男性」とか、
一定の決まった形が残るのが不思議だ
なぁと思っていました。特に天野さん
の場合は言葉遣いも研究されているか
ら、同じものを語る時の変化も見てお
られるんですよね。
（天野）インドの場合はそのあたりが
ちょっと特殊かもしれなくて、ヴェー
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記憶の作られ方
（田中）さっきシジュウカラは日本も
ヨーロッパも語順が一緒とのことで、
文法構造と行動様式との関係には簡単
につながりそうにないかなと思います。
知覚と思考と認知の関係みたいに。言
葉の一番基本的な形が見えたかもし
れないとか記憶の始まりのメカニズム
が明らかになるかもと聞くと、普段の
「昨日食べたご飯がおいしかった」とい
う日常的な言葉も全てそのメカニズム
に収まっているのではと、つい思って
しまう。でも「おいしい」と「おいし
いから嬉しい」は全く違う回路を通っ
て成立しているので、そこまでたどり
着くにはいろんな話を組み合わせない
といけない。平野さんが解明されてい
る記憶の研究とどこまでつながるんで
しょうか。
（平野）例えば昨日食べたものがおいし
いというのは新しい脳回路（サーキッ
ト）ができたからです。おいしいパス
タを食べたら、それが情動のサーキッ
トネットワークにつながって報酬とし
て捉えられて、情動的なエモーショナ
ルドライブになるサーキットを作って
るから幸福感が得られるんですね。楽
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（平野）それはあると思います。人間の
特徴は個体を超えて進歩することがで
きることで、普通の動物は一から学習
しなければならないけど、人間は書物
に残して、教えて聞かせることができ
る。スタートが違うんですよ。人間は
蓄積して進歩できるんですよね。その
ツールとして言葉があると思います。
（鈴木）他の動物でも子どもと親の世代
が重なっているような動物、例えば猿
や鳥では、行動や言葉の性質が世代を
超えて文化的に継承されることも報告
されています。アメリカコガラという
シジュウカラの仲間は、オス同士が言
い争いをするんです。複雑なフレーズ
をお互いに鳴くんですが、その時に使っ
てるフレーズがまさに文化的に世代を
超えて徐々に流行語みたいに進歩して
いるんです。
（一同）すごい（笑）。
（田中）しかも喧嘩の中でというのが面
白いですね。喧嘩の中の言葉に流行が
ある。人間の「やばい」や「かわいい」
みたいに、本質的にはどちらでもいい
ような言葉が流行るのと同じ、無意味
なところに流行りが生まれるみたいな。
（鈴木）さっきの話に戻りますが、いろ
んな色を指し示す言葉が多い民族ほど
色を識別する能力が高いっていうこと
ですか？
（天野）いや、言語があるからこそ感性
が育つというのは？日本語で主語が曖
昧なことが、自己意識の薄さと結びつ
くんじゃないか、とか言われますが？
（平野）言語が感性を発展させるという
のは、確かにそうだと思います。
（鈴木）それって多分逆も考えられて、
感性が発達したからそれに対応した言
語が進化すると。
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ダ文献を数百年かけて作って、完成し
た時に完全に固定したんですね。これ
は一言一句、音一つも変えずに語り伝
える、という方針にしたわけで、その
ために全ての音を分類して列挙した。
音便の法則を徹底的に研究したり、知
識とともに完全な形で語り継ぐという
ことをやった。かなり早い段階でそれ
をやって、皆で勉強するという文化が
できていた。紀元前 1000 年から数百
年ぐらいだと思います。
（平野）その頃からずっと変わってない
んですか。
（天野）変えてない。変えないためのあ
りとあらゆる工夫がされています。
（平野）すごいな。実は誰かが変えてる
ということはないですか。
（天野）インドは変えるという習慣はな
くて、注釈をつけていく。聖典そのも
のは変えちゃいけないんですけど、そ
れに対する解釈を書いていく。次の世
代はそれを踏まえた解釈を書いていく。
注釈の注釈の注釈……と、増えていく
んです。インドでバラモンは今日に至
るまで非常に強くて尊敬されているわ
けですが、そのもとにあったのは、彼
が完全に暗記して覚えているというこ
とへの尊敬だと思います。それが今日
まで続くインドの社会を支えてきた。
共通の神話を持って強い形で記憶とし
てつないできたというのがあります。
（鈴木）口頭ですか。書き言葉じゃなく
て。
（天野）そうです。
（鈴木）口頭伝承ゆえに伝わりにくく
なったり、間違いを許したり、全然違
うものができて原型がなくなることは
あるんですかね？
（天野）音自体に意味がある、音に力
が宿っていると最初の頃から考えられ
ていたので、正しい発音に正しい意味
が宿るとされてきました。間違った言
葉で神様に語りかけても答えてくれな
い。厳しく伝承が守られてきています
ね。彼らはインドに入ってきて先住民
がいる中に浸透して上位階級になって
いく過程で、自らの持っている歌を歌
うことによって社会を作ってきた。暴
力もあったとは思いますが、自分たち
がヴェーダを持っていてそれを唱える
ことで皆が支配下に入ってきたという
認識なんです。これを、ヴェーダの価
値を高めるための与太話とは、私は思っ
ていなくて。すごく厳密な言葉遣いで
複雑なサンスクリット語を使いこなし
て、素晴らしいものなんです。それを
朗々と詠める人がいたそのすごいイン
パクト、それが共通の記憶になった。
（田中）ここで一つ、記憶を塗り替えるっ
ていうのはもはや SF 映画の話ではな
いと。意識を塗り替える効果のあるよ
うなインプットができる。
（平野）単純にいうと、網膜に発現して
いるような光受容器を脳内に発現させ
て光を感じさせる。情動の中枢を叩け
ば嬉しくなっちゃうし。
（田中）何らかの経験を、嬉しかった記

憶としてイン
プットできる
ということで
す ね。 ル ソ ー
は 18 世紀のフ
ランスの哲学者
で『言語起源論』
という本を書い
たんですが、一
番知られている
『社会契約論』
と結びついた、一種の科学（人間科学） は人間よりも複雑で人間ができないこ
とをできるかもしれない。それを理解
のつもりでやっていました。当時のヨー
することも、人間を理解することにつ
ロッパで言語の起源は人間の起源に関
ながるんじゃないかと思っています。
わるものとして流行っていたのですが、
コガラは秋のうちに木の実を貯めるん
ルソーは鳥などの声との結びつきに注
ですよ。1 日のうちに 500 以上の木
目していました。今回改めて読んでみ
の隙間に隠して、場所を全部覚えてい
たら、音楽が言語の起源だと主張して
いました。彼自身も音楽をやっていて、 て、お腹が空くとそこに取りに行く。
それが生きる上で必要だからできてし
ドミソとかの和音でなく旋律が大事だ
まうんですよね。いろいろな生物の複
といっています。旋律が言語のもとに
雑さを平等に見ていくことで、人間を
なっていると。旋律は情念を動かすか
客観的に見られるような気がします。
ら。和音は反応、旋律は情念。
（田中）おっしゃる通りだと思います。
（平野）これも一つの説ですが、情動と
今おっしゃったことがすごく大事なの
感情の区別をどうつけるか。私たちは
は、人間であることを相対化できる視
楽しいから歌うわけじゃなくて歌うか
点が出てきた時に、場合によっては人
ら楽しいんだ、という言葉がよく使わ
間はすごいと信じる必要はないと結論
れています。身体のレスポンスがあっ
して、その中である一定の人間につい
て初めて感情が生まれる。情動と感情
ては価値を置かなくてもいいではない
はそれで区別がつくんじゃないかと思
か、なぜなら他の動物もすごいんだか
います。じゃあ情念っていうのはなん
らとか、あるいは逆に、人間は絶対的
だろうと。
なのだから動物と一緒にしないでくれ
（天野）でも楽しい悲しいだったら感情
とか、危なっかしい方向に向かってし
なんですよね。
まう。それで 20 世紀は人間について
（平野）そうそう。でもその場合はある
の学問はいろんな壁にぶつかっていた。
程度はレスポンスを伴ってほしいです
さっきの天野さんの話を聞くだけでも、
よね。
何千年にもわたって同じことを守り続
（田中）一言に知覚といえなくて、細分
けることが無意味なのかどうかという
化して整理して考えると面白いのがわ
ことと、それが起こっていること自体
かりますね。
が面白いということは、全然別でいい
（天野）じゃあなんでそれが言葉につな
はず。鈴木さんがおっしゃられた通り、
がるんだろう。
シジュウカラはシジュウカラで全然違
（田中）ルソーの場合は人間を徹底的に
う世界がある。これらは両立すること
他の生き物から分けて考えていたので、
だと思います。人間主義とか反人間主
情念はただ単に反応を引き出すのでは
義とか自然主義とか文化主義とか、20
なくて、悲しいとか嬉しいとかという
世紀的な二項対立は特に思想の分野で
状態を相手に伝えることだと。
はときに危険な概念だと思います。視
（天野）感情を伝えるところが、人間の
点が複雑化している、それを処理する
他の生き物との違いだということ？
言葉の方が対応しきれていないような
（田中）そうですね。そこにいわゆる観
感じがあって、先ほどお話があったよ
念を互いにやり取りする回路を見てい
うにもっと複雑化させてそこに関与し
るんですね。ただ単に危険だというの
ている要素が対立しているだけではな
ではなく、その危険生物が持っている
い、質の違うものが同時に作用してい
意味について共有できる回路を人間は
るのを、実際に研究者の方々は知って
生得的に持っている、それが言語だと
おかなきゃならない。そうすれば、単
考えていたようです。人間か動物かと
純に対比だけで語れないものについて
か文化か自然かとか、そういう分け方
も、ふさわしい言葉が見つけられるん
はあまりにも荒くて使えないし、細か
じゃないかと思います。私も今まで自
く分けていってみると逆につながるこ
分が使っていた言葉だけじゃ対応でき
ともある。
ないこともあるので、今後も白眉の皆
（鈴木）これまでは人間を理解するた
さんの研究を聞いて、ふさわしい言葉
めに人間と類似した性質を他の動物が
を見つけていきたいと思います。今日
持っているかどうか、人間と他の動物
は皆さま、長時間にわたり、ありがと
の違うところはどこなのかを探究して
うございました。
きたけれども、その生物にはその生物
の生活スタイルがあって、それは人間
と違ってもいいし、もしかしたら彼ら

