Learn with a Top Leader

京都大学に入学し、未
らサルの研究に打ち込ん

はおもしろいと、それか

ところがそこでバイク

くれます。

サルを知ることは人間を知ること

経験だったことをやろう

呼ばれていて、それから

れは「捨て子の精神」と

いて、サルの生態や行動、 れよ」と放り出される。こ

日本を北から南まで歩 「 あ と は 勝 手 に 自 分 で や

ると、私もゴリラからじっ

の群れの中で調査してい

ています。実際にゴリラ

の目を何秒も見つめ合っ

たゴリラたちは、お互い

てかけがえのない財産と

体験は、後の人生にとっ

づけて目を見つめている。

ジーも同じように顔を近

調べてみるとチンパン

人間とゴリラたちのも

は脳の大きさはつき合う

ロビン・ダンバーで、彼

出したのが、人類学者の

て１５０人がダンバー数

ら一致して動ける。そし

格をよくわかっているか

ラスで、お互いの顔と性

らいになると学校でのク

ない集団で大切にされた

ます。一方で言葉に頼ら

ションの手段と考えられ

に生まれたコミュニケー

る人たちとつき合うため

言葉とは１５０人を超え

納するために大きな脳が

い知性を持ち、それを収

ビーをする際には、体を

料 ２ ）。 サ ッ カ ー や ラ グ

なら言葉は不要です（資

▪️ 対等性の維持

らしながら、一頭一頭に

そしてあるとき雪山でサ

社会を調べました。屋久

自分一人で考え、現地で

その後、より人間に近

なっています。

ブッシュマンたちの、平

間はどうなのか。

均的な村のサイズもだい

人間も対面して顔を突

う一つの違いが脳の大き

仲間の数が増えたからだ

といわれて、人間が作る

チンパンジーやゴリラ

必要になったという説で

▪️ 興奮と好奇心

名前をつけて行動を記録

ルを観察している人と出

島では自分たち学生だけ

仲間を作って９カ月間調

い霊長類のゴリラを調べ

フィールドワークでは

共鳴させてチームワーク

たい１５０人でした。

き合わせています。けれ

さです。ゴリラの脳が平

と唱えた。脳は社会脳と

のが、相手の白目を読み

の目と人間の目を比べて

す。ここで再び「それは

言葉など使っていない時

など

▪️ 遊びの誘い

していきます。地道な調

査の結果、胸を叩く特有

の動作「ドラミング」が、

けっして攻撃の前触れな

どではなく、コミュニケー

会ったのが、今に至る

で小屋を立てて滞在し、

査しました。このときの

解できました（資料１）
。ま

ションの手段であると理

キッカケです。

９カ月かけて調べ尽くし

を１台買ってくれると

「サルの観察などして

ました。

とスキー部に入りました。 だのです。

何がおもしろいのです
は「君ね、サルを知るこ

るためアフリカに旅立ち

一人でゴリラの群れに入

と見つめられました。

か」と尋ねると、その人
とは人間を知ることなん

ました。私の所属してい

だったら系統的に近い人

だ」と返してきました。言

た研究室では、先輩がア

り込み、彼らと一緒に暮

葉を持たない動物も社会

フリカまで連れて行って

を持ち文化を育む、だか
ら研究するのだと。これ

を作るから、動くときに

脳の大きさだけでは１

どもゴリラのようには近

均５００ｃｃ程度なのに

して大きくなったという

ながら気持ちを察する共

５０人が限界だとすれば、

づかない。それでいて顔

倍、１５００ｃｃぐらい

を見合わせている時間は、 対して、人間の脳は約３

集団の限界です。アフリ

ゴリラより長い。その理

わけです。

感力です。

ある。なぜ、そんなに大

カでゴリラを一緒に調査

由は「話をするからだ」

してくれたピグミーや

きくなったのか。
よく言われるのが、人

というけれど、本当にそ
うでしょうか。研究者は

人ぐらいまで

みると、そこにヒントが

本当だろうか」と疑う。

えると、

あった。つまり人間の目

きくなり始めたのが２０

代です。だから言葉は、脳

▶ 信頼できる仲間、
顔と名前が一致

実際に人の集団規模と

これが 人から 人ぐ

ん。

いちいち言葉は使いませ

誤解されている
ドラミング
本当は……

100～150人（人間がつくる集団の限界）

コミュニケーションを考

ゴリラは相手の目を読み
共感する
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▪️ 状況の変換

「言葉」が必要

ゴリラのドラミングは宣戦布告の合図？

資料

▶ 一致して動ける、
顔と性格を熟知

常識を疑うのが仕事です。 間は言葉を使うために高

にだけ白目があります。

実際に脳が大きくなっ

０万年前、現代人並みに
も人は、自分の目の動き

の大きさとは関係ない。

30～50人（学校のクラス）

▪️ 不許容

身体以外の指標、

５０

▶︎ 共鳴集団、
言葉はいらない

総合地球環境学研究所
所長

山極 壽一 先 生 ー

▪️ 自己の提示

150人以上は

３０

10～15人（サッカーやラグビー）

１５
白目があるおかげで、少
目の微細な動きを捉えら

なるのが 万年前、まだ

し間をあけて向き合うと、 た時期を検証すると、大
れ、そこから相手の気持

を自分では調節できませ

2

ちを読めるのです。しか

ん。だから、その人の正

脳が大きくなった理由
について興味深い仮説を

直な気持ちが目に表れる
のです。

人間の集団規模とコミュニケーション
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デジタル社会で問われる
ゴリラに学ぶ共感力

トップリーダーと学ぶワークショップ
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ー 講演タイトル ーゴリラに学んだチャレンジする心

研究やビジネスの最前線を走る“現代の偉人”を講師に迎える「トップリーダーと学ぶ
ワークショップ」。今回は第26代京都大学総長を務め、現在は総合地球環境学研究所

で所長を務める山極壽一先生をお招きして「ゴリラに学んだチャレンジする心」をテーマ
に、コミュニケーションをめぐる人の進化やリーダーに求められるチャレンジ精神などにつ
いて講演いただいた。

Profile 京都大学理学部卒、同大学院理学研究科博士後期課程単位取得退学。理学博士。ルワンダ共和国カリソケ
研究センター客員研究員、日本モンキーセンター研究員、京都大学霊長類研究所助手、京都大学大学院理学研究科助
教授、同教授、同研究科長・理学部長を経て、2020年まで第26代京都大学総長、現職にいたる。人類進化論専攻。

なぜ人間は共感力を高
膨大なエネルギーを与え

そのためには赤ちゃんに

共感力から言葉が
生まれた
める必要があったのか。
る必要があります。

この人間特有の現象「思
春期スパート」は、心身
の成長のバランスが崩れ
るため、子どもにとって
危ない時期です。
かえる一方で、感情は情
前提であり、個性が違う

とり、個性の異なるのが

して、どんな自分を表現

ます。三つの自由を駆使

由、対話する自由があり

サル化するな 。 挫折、孤独、直観を信じろ
言葉は、人間に数多く
からこそ複数の人間が集

が生じました。そこで複 （資料３）。物語を作って

ために共同保育の必要性
ものまで見せてくれます
かげでバーチャルの世界

私たちは、科学技術のお

築することによって共感

調整し、自分の位置を構

で他者と自分との関係を

まれるのです。社会の中

ブルのある場所でこそ自

のチャンスであり、トラ

した。挫折はチャレンジ

次のようなことを学びま

まると、新しい何かが生

報にならないため使う機

た。言葉には重さがなく、 会が失われています。

のものを与えてくれまし
持ち運び可能で見えない

四年以上に及ぶ離乳期
と合わせて、思春期とい

持っている体脂肪を使う
に半身を入れてしまって

力も育まれます。共感能

デジタル社会に暮らす

う危ない時期を生き抜く

ことで、赤ちゃんの脳は
共有し、想像して創造す
いる。デジタル社会では

そこで生まれながらに

その理由は子育てです。
富な熱帯雨林から、危険
一年で２倍になります。
からこそ育まれたのです。 人も物も情報化され、均

コミュニティが育まれて、 る能力も、言葉があった

人間は、安全で食物も豊
の多いサバンナに出てい
ゴリラの脳は４歳で成人

やがて相手の気持ちや考

社会性が芽生えました。
文字ができた。１５０年

生まれ、５０００年前に

その言葉は７万年前に

できなくて、バーチャル

間の頭が現実世界に対応

質化されていきます。人

ないでしょう。

れば、信頼関係も生まれ

力を働かせる必要がなけ

会であり、直観を信じる。

独は自分を見つめ直す機

分の力を発揮できる。孤

私はゴリラと歩いて、

きました。そのため初期
の大きさに達するけれど、 動物にはない人間だけの

できるのか。

には多くの人が、それも

えを読むようになり、認

数の家族を含む共同体、

特に幼児や乳児が肉食動
人間は 歳から
にエネルギーを回すため

これに対抗するためには、 人の大きさに達する。脳

歳で成

物に襲われたはずです。
一度にたくさんの子ども
前に電話が発明され、

ら必要なリーダーシップ

りません。さらにこれか

材になどなれるはずもあ

これではグローバル人

界を超えてほしい。ただ

チャレンジし、自分の限

皆さんもぜひ冒険に

タッグを組むなどです。

自分と合わない人とも

た社会では、リアルな仲

件を、松下幸之助さんは

す。リーダーシップの条

のです。そんな生き方を

分の冒険を誰かに伝える

し、必ず戻ってきて、自

そして今はＳＮＳの時代
体は、科学技術の急激な

間を信じずに、バーチャ

うになり始めている。
こうした状況を私は

も育めない怖れがありま

年前にインターネット、

呼んでいます。サル化し

です。けれども我々の身 「サル化する人間社会」と
進歩についていけている

ルなシステムやルールを 「愛嬌がある、運が良さそ

つが分かちがたく結びつ

情）と知能（知識）の二

フィクションに生き始め

今、私たちは現実よりも

信じて将来に投資する。

がすべてゴリラに当ては

と説きました。実はこれ

うに見える、背中で語る」 目指してください。

本来、脳では意識（感

のでしょうか。

き、人間らしい判断力を

▼

▪️架空なものを描く能力

な単純世界に対応するよ

知能力が育まれて言葉が

▪️想像し、
創造する能力

に身体の成長が遅れ、そ

▪️物語を作り、
共有する能力

の後急速に体が成長する。 生まれたのです。

▪️違うものを一緒にする

を産むか、毎年子どもを
となると人間は毎年子
どもを産むしかないため、
赤ちゃんを母親のおっぱ
いから早く引き離さなけ
ればならない。しかも直
立二足歩行するように
なった人間は、骨盤の形
がお皿状になったため、

まります。

ワークショプテーマ

頭の小さな赤ちゃんしか

ている。これはまずいの

さらに人間の社会には、

与えてくれます。ところ

豊かさにはバリエーションがあります。第一には自由であること、第
二は自分の尺度や価値観があることです。これらを踏まえると、豊か
さにおいて大切なのは、余裕や視野の広さだと考えました。つまり主
観的に物事を狭く捉えるのではなく、客観的な広い視野で相手の立場
で見る姿勢が大切だと思います。自分とは合わない人、だからこそ得
られる新しい視野や世界もあるわけです。幅広い視野を共有し共感す
ることが、豊かさの共有につながるのではないかと考えました。

移動する自由、集まる自

Zoomで
実施！
人間にとって豊かさとはなにか

本来なら人間は一人ひ

今日の講義で重視したのは共感力です。今の
社会をつくっているさまざまな概念は共感を前
提としている。ところが最近のシステムでは共
感が薄れているのに、それにみんなが従ってい
る。原理原則としての共感の重要性について、
改めて考えてくれた点を評価しました。

ではないか。

山極先生 からのコメント

が現在は知識が情報と

ワ ー ク ショッ プ
講演後はチームで答えを導く

▪️名前をつけて分類する
メスはオスの２分の1の体重しかありません。人間よりも男女
の体格差は大きいけれど、メスはオスに負けていない。相手が気
に入らなければさっさと別のオスのところに行ってしまう。だか
らオスの方は出ていかれないよう、いつも気を遣っています。子
どもが金切り声をあげたときも、まずオスがすっ飛んでいきます。
子どもを保護できないオスは、メスから信頼されないのです。離
乳をしたら母親は子どもを置いて、自由に集団を渡り歩くことが
できる。娘は必ず父母の元を離れて、パートナーを見つけるな
ど、メスはとにかく自由です。

産めません。だから生ま

ゴリラのオスとメスの力関係は？

４０

今の社会は、ねじれていると思います。SNSを通じて世界
中のあらゆるものを手に入れられる。世界は開けていると同時
に、閉じているともいえる。閉じている地球から脱出するため
には、宇宙に行く方法がある。一方には地球の環境をより良く
しようと考える人たちもいる。環境の改善には方法が二つあ
り、技術の改善が一つ、もう一つは人間の暮らしの改善です。
ほかにもいろいろ立て直し方はあるはずですから、皆さんにも
考えてもらいたい課題です。
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16

▪️重さがなく、
持ち運び可能

産む必要があります。

12

言葉が
もたらしたもの
資料

私は「共助」
、お互いに協力し合う関係を根本に据えた付き合
いが必要だと思います。よく「人の迷惑にならなければ」とい
うけれど、実はこれは逆で、人に迷惑をかけたほうが共助の状
態を作りやすい。ときには迷惑をかけられたほうが嬉しいとき
だってある。子どもを育てている親は、もっと助けを求めていい
し、助けを求められたらみんなが協力してほしいと思います。

なってそこら中にあふれ

閉鎖的な現代社会、作り直す方法は？

3

人間の子育てでも
他者の手助けを借りるべき？

1

▪️見えないものを見せる

2

れてから急速に脳を成長

山 極 先 生 に聞く

研 究 のヒント

させなければならない。

優勝したチームのプレゼン内容
▼
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