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心身二元論に基づく 20 世紀の近代西洋医学は、心を脳という臓器に還
元することで人間を機械的に理解してきた。しかし 21 世紀となった現在、
脳科学の発達と同時に、心が脳だけではなく身体や周囲の環境をも包括し
た非局在的な存在であるという新しい考え方が提唱されるようになってき
た。特集では、従来の人間個人の身体に限定した医学・医療から、地球上
の総ての生物との共存関係の中で存在している人類という視点から心の意
味を問い直し、21 世紀の新しい医療パラダイムを提言する。
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Editorial

フィールドから発信する高度文明社会への警告
－西田利貞編集顧問を追悼して－


山岸秀夫＊
わが国でルーヴル美術館や大英博物館など海外の有名なコレクションの特別展が開催さ

れると、多くの人が集まり、会場は身動きのできないほどの盛況で、鑑賞どころでない。
海外まで出かけることを考えると、絶好の機会を見逃すまいと、つい見たくなるのであろ
う。多くの場合特別展のコレクションは不似合いな置物の様で、実際には現地の美術館や
博物館の中でこそ、その地の文化に溶け込んだ風格を示すものである。同様なことは、動
物園や植物園についても言えるようである。そこでは世界各地の珍しい動物や植物を見る
ことができる。しかしそこで一般人がその現地の姿を想像することはかなわない。
西田利貞さんは、大変惜しまれながら、本年 6 月 7 日に他界されたが、当時（財）日
本モンキーセンターの所長であった同氏のご案内で、京都の名誉教授のサロンであるイメ
リタスクラブの会員が、2007 年秋に犬山市の同センターを訪問した。その際、種々の
類人猿の檻の最後に開放された空の檻があり、その説明版に、「ヒト：未来を予測する能
力があるが、地球上最も危険な動物」とあった。例え檻の中に実際に誰かが入っていたと
しても、現実の高度文明社会の人間がどのように危険なのかは想像しようもない。その意
味では動物園の個々の動物の説明版をいくら読んでも、その動物の自然の姿は浮かんでこ
ない。
西田さんは、京大動物学教室自然人類学講座の今西錦司先生の最後の弟子として、
1965 年に「チンパンジーの社会構造の解明」を目的として、アフリカ中部のタンガニ
イカ湖畔に送り込まれて以来、チンパンジーの自然の姿を解析し続け、ゴリラよりもヒト
に近い父系社会を発見し、やがて DNA 分子の解析による分子系統学の成果によって裏付
けられた。その動物行動学の成果が文化人類学としても評価されて、1990 年にジェー
ン・グドール賞、2008 年には日本人初めてのリーキー賞を受賞された。この賞は人類
起源研究の分野での最高の賞である。
西田さんは 2004 年 3 月に京大を停年退職されたが、その直前の 2 月に「健康指標
プロジェクト」の例会で、「人類の起源」をテーマに「人間性はどこから来たか」と題し
公益財団法人体質研究会主任研究員、京都大学名誉教授（分子遺伝学、免疫学）

＊
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て講演され、本誌 18 巻 3 号（2005 年）に掲載された。同年に発足した「いのちの科
学プロジェクト」には早速委員として参加頂き、本誌 19 巻（2006 年）よりは編集顧
問として査読とご寄稿をお願いしてきた。また同プロジェクトの出版事業としてのシリー
ズ「いのちの科学を語る」では、闘病中にもかかわらず、文章師の萬野裕彦氏を同伴した
私との 5 回のインタビューに応じて頂き、2008 年 9 月に「チンパンジーの社会」と題
して、東方出版より刊行された。本誌でも早速 Books 談義に取り上げ、21 巻（2008
年）4 号から 22 巻（2009 年）1、2 号まで、書評を兼ねた誌上談義に 9 人のコメン
トが寄せられた。西田さんから提出されたインタビューの最初のシナリオには、「反文明
の時代」と題して、（1）少子高齢化歓迎、（2）発展途上国を犠牲にする飽食日本、（3）亡
国の発明：シュレッダーとウオッシュレットなど、かなり過激な現代文明批判が盛り込ま
れていた。いずれも 40 数年間に亘って、文明と未開を往復する中で気づかれた高度文
明社会の問題点であった。地球の生物多様性を犠牲にして、リスクと共存する右肩上がり
の経済成長への警告は、喫緊の原子力エネルギー問題にも通じるものである。インタ
ビューの最後に、コンセンサスの得られる人生観として西田さんが挙げられたのは、「他
人に迷惑をかけない範囲で楽しく生きること」であった。なお 2007 年からは、前述し
た大学名誉教授の知恵のリサイクルの場としてのイメリタスクラブに正会員として加入さ
れ、その会報「百万遍通信」108 号（2007 年 7 月 31 日発行）に「研究事始めの頃」
と題して、ほぼ 40 数年前、初めてのアフリカへの出国前後のエピソードを紹介された。
その最後に、「ヒトはゴリラよりもチンパンジーに近い」との動物行動学の発見から、「外
見だけでモノを決めてはいけない」との教訓を学んだと記されている。
1950 年代に、日本の霊長類研究の創始者としての今西先生を中心に始まった京大
「サル学」のフィールド研究は、世界的にも珍しい「オンリーワン」の独創的研究であり、
その後徐々に国際的評価を高めてきた。しかしその多くは和文で書かれた論文が多く、海
外の研究者たちは、その一部の英文訳から全貌を垣間見てきた。そこで西田さんは、停年
退職後しばらく学術振興会主任研究員を務められた後、病を押して、日本霊長類学の全貌
を海外に紹介する英文モノグラフの完成に意欲を燃やされ執筆されたが、その道半ばにし
て止むことになったのは誠に残念なことである。今後そのご遺志を引き継ぐ若者の活躍に
期待したい。
異界での西田利貞さんのお名前は、「帰新元

利学正猿居士」とあった。やっとヒトと

チンパンジーとの共通祖先としての正猿に戻られた西田利貞さんのご冥福をお祈りする。
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Editorial：山岸 秀夫（やまぎし ひでお）：公益財団法人体質研究会主任研究員、京都大学名誉
教授（分子遺伝学、免疫学）。詳細は本誌 24 巻 1 号 10 ページに紹介済み。

特集：中井

吉英（なかい よしひで）：洛西ニュータウン病院名誉院長・心療内科部長、関西医
科大学名誉教授（心身医学）。詳細は本誌 24 巻 1 号 9 ページに紹介済み。
エリック・ペッパー（Erik Peper）
ホリスティックヘルス、ストレスマネジメント、バイオフィードバックにおける国際的研究者。
1968 年ハーバード大学卒業。1975 年ユニオン研究所で心理学博士号を取得。1976 年からサン
フランシスコ州立大学で教鞭をとり、ホリスティックヘルス研究所を設立。米国公立大学で初めてホ
リスティックヘルスのプログラムを設けた。欧州バイオフィードバック財団会長、米国応用精神生理
学＆バイオフィードバック学会及びカリフォルニアバイオフィードバック学会会長を歴任。バイオ
フィードバック臨床に従事する一方、体操米国オリンピック代表チームの専属スポーツ心理トレー
ナーとしても活躍。2004 年カリフォルニア州知事賞（産業衛生功労賞）受賞。ストレスマネジメ
ント、労働衛生の専門家として ABCNew’s.com、GQ、Glamour、Men’s Health, Reader’s Digest、the San Francisco Chronicle、Shape、Women’s Health に取り上げられた。現在、世
界中で講演及び教育をおこなっている。2004 年から Psychophysiology today の編集委員歴任。
塩谷サルフィ・マクスーダ（しおたに）
インド、ジャモ、カシミール州、スリナガル出身。カシミール大学卒業、同大学大学院博士課程修了、
1980−82 年、モンゴル国立大学留学、専攻は中央アジア史、1999 年文学博士取得。母国カシ
ミール大学中央アジア研究センターに在籍し、研究プロジェクトを行うなど、日本とインドを行き来
する生活を送っている。著書に「ターラ、日本文化に生きるインド女性の物語」（能登印刷出版、
2000 年）、Japan from the eyes of an Indian girl（B. R. Publishing Co-operation, 2004）、
「カシミールの民話」（アサヒヤ印刷、2004 年）、「サリーの魅力」（北国新聞出版、2008 年）な
どがある。
河野 哲也（こうの てつや）
1963 年生。立教大学文学部教授。慶應義塾大学文学研究科後期博士課程修了、博士（哲学）。専門
は哲学・倫理学。日本哲学会委員、日本現象学会委員、日仏哲学会理事など。「メルロ＝ポンティの
意味論」（創文社）、「エコロジカルな心の哲学」「環境に拡がる心」（ともに勁草書房）、「〈心〉はから
だの外にある」（NHK ブックス）、「暴走する脳科学」（光文社）、「エコロジカル・セルフ」（ナカニ
シヤ書店）、「意識は実在しない」（講談社メチエ）など。
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生田 哲（いくた さとし）
1955 年、北海道に生まれる。薬学博士。がん、糖尿病、遺伝子研究で有名なシティ・オブ・ホー
プ研究所、カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）、カリフォルニア大学サンディエゴ校
（UCSD）などの博士研究員を経て、イリノイ工科大学助教授（化学科）として遺伝子の構造やド
ラッグデザインをテーマに研究生活を送る。帰国後は、生化学、医学、薬学などライフサイエンスを
中心とする執筆活動を行っている。参考文献の他に、「脳地図を書き換える」（東洋経済新報社）、「心
の病は食事で治す」、「食べ物を変えれば脳が変わる」、（以上、PHP 新書）、最新刊「ボケずに健康
長寿を楽しむコツ 60」（角川 one テーマ新書）など多数の著書あり。
跡見 順子（あとみ よりこ）：東京大学名誉教授、東京大学アイソトープ総合センター特任研究員
（運動生命科学）。詳細は本誌 24 巻 2 号 147 ページに紹介済み。
竹森 重（たけもり しげる）
1960 年生まれ。東京慈恵会医科大学医学部卒業、博士（医学）。東京慈恵会医科大学・分子生理学
講座・教授。専門は筋肉生理学。物理化学から医学の架け橋をかける教育課程として「自然と生命の
理」を医学科で担当。
辻本 雅史（つじもと まさし）
1949 年生まれ。京都大学文学部史学科卒業、京都大学大学院教育学研究科博士課程退学。文学博
士（大阪大学）。光華女子大学、甲南女子大学教授を経て、現在、京都大学教授（教育学研究科）、教
育学研究科長・教育学部長。専門は日本思想史、教育史。主要著書「近世教育思想史の研究」思文閣
出版（1990）、『「学び」の復権』角川書店（1999）、「思想と教育のメディア史－近世日本の知の
伝達－」ぺりかん社（2011）

いのちの科学プロジェクトシリーズ：伊東

隆夫（いとう たかお）
1942 年生まれ。京都大学大学院農学研究科修士課程修了。京都大学木材研究所、同木質科学研究
所、同生存圏研究所教授。専門は木材組織・形成学。現在、京都大学名誉教授、独立行政法人国立文
化財機構・奈良文化財研究所客員研究員、中国南京林業大学特任教授。著書に「図説 木材組織」
（共著、地球社）、「日本の遺跡出土木製品総覧」（共著、雄山閣）、「広葉樹材の識別、IAWA による
光学顕微鏡的特徴リスト」（共著、海青社）、「針葉樹材の識別、IAWA による光学顕微鏡的特徴リス
ト」（共著、海青社）、「木の文化と科学」（海青社）、「カラー版：日本有用樹木誌」（共著、海青社）
ほか。

連載講座：篠山

重威（ささやま しげたけ）：同志社大学教授、大寿会病院理事、京都大学名誉
教授（循環器内科学）。詳細は本誌 24 巻 1 号 10 ページに紹介済み。
今西 二郎（いまにし じろう）：明治国際医療大学教授（統合医療学）、京都府立医科大学名誉教授。
詳細は本誌 24 巻 1 号 8 ページに紹介済み。

コラム：本庄

巖（ほんじょう
1 号 8 ページに紹介済み。

いわお）：京都大学名誉教授（耳鼻咽喉科学）。詳細は本誌 24 巻

随想：秋山

麗子（あきやま れいこ）
1966 年、東京海上（株）自主退職後勉学のため渡米。ユニオンバンク（米銀）国際部リサーチ・
アナリスト、近鉄 USA 人事部門特別顧問を経て 2001 年退職。爾後、日系企業人事問題コンサル
タント。短歌を趣味とし、著書に「二重奏－ A Poem Duet：English Poems Transformed into
Tanka」（三樹書房、2003）などがある。

オピニオン：萬野 裕彦（まんの やすひこ）：医学部受験専門予備校講師（文章師）。詳細は本
誌 24 巻 2 号 148 ページに紹介済み。
サロン談義：中井

吉英（なかい よしひで）：洛西ニュータウン病院名誉院長・心療内科部長、
関西医科大学名誉教授（心身医学）。詳細は本誌 24 巻 1 号 9 ページに紹介済み。
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特集“ガイア・メディスン－自然と人とのつながりの
医療をめざして”にあたって

中井吉英＊

財団法人 慢性疾患・リハビリテイション研究振興財団（現：公益財団法人ひと・健
康・未来研究財団）の理事長であった菅原 努先生が、平成 22 年 10 月 1 日に逝去され
た。「いのちの科学プロジェクト」委員会のリーダーであった先生の強い影響を受け、私
たちはこのプロジェクトを続けてきた。平成 23 年 2 月 5 日が先生の 90 歳のお誕生日
であった。先生の卒寿のお祝いを兼ねて、第 19 回いのちの科学フォーラムと、引続き
3 日間に亘り京都国際会議場で行われた「門田国際フォーラム 2011」（2011/2/11
〜13）の開催を、私たちはもちろん、菅原先生が最も楽しみにしておられたはずであ
る。
フォーラムの「ガイア・メディスンーからだ・こころ・自然とのつながりをめざす医
療」は、先生が常々語っておられた現代医療のあり方や批判が、最も反映されたタイトル
洛西ニュータウン病院名誉院長・心療内科部長、関西医科大学名誉教授（心身医学）
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ではなかったかと自負している。さて、「ガイア（Gaia）」とはどのような意味なのであ
ろう。ガイアとはギリシャ神話の大地の女神のことを言い、カオス（混沌）から生まれ、
ウラノス（天空）を生んだ女神である。また、巨大な生態系としての “ 地球 ” という意味
がある。ノーベル賞作家のウイリアム・ゴ―ルディングが地球を指してガイアと呼んだこ
とから、ガイア = 地球という解釈が定着している。その後、大気圏学者のジェームズ・
ラブロックが「ガイア理論」を提唱した（1960 年代）。地球と生物が相互に関係し合い
環境を作り上げているという、地球をある種の「巨大な生命体」と見なす仮説である。
医療に関してはどうだろうか。医療は「疾病中心」から「人間中心」の視座に移りつつ
あるが、まだまだ道遠しである。医療には相変わらず効率性、合理性、機能性、採算性が
求められている。このような時代に、人間中心からさらに数歩進んで、地球環境や他の生
態系との調和と健康を含めた地球生命環境中心（ガイア・メディスン）に視座をシフトす
るのであるから、あまりにも先を見過ぎていることになる。菅原先生は、“ 社会に受け入
れられるためには、二歩、三歩先ではなく半歩先ぐらいがちょうど良いのだ ” とよく話し
ておられた。今回の特集が読者の皆さんに理解してもらえるのかどうか菅原先生も天国で
楽しみにしておられるものと思う。


（イラスト：中井英之）

特集 / ガイア・メディスン－自然と人とのつながりの医療をめざして

303

