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西田利貞さんを悼む
河合 雅雄
京都大学名誉教授

西田さんの訃報を聞いて、「惜しい人物を亡くした」と
痛恨の想いに沈んだ。「惜しい」には二重の意味をこめ
ての想いがある。一つは、西田さん自身が、自分の死を
いたく惜しんだに違いないと察するからである。 50 年間
心血を注いで研究してきたチンパンジーに関する膨大な
データから、独創的ないくつかの論文が構想され、また、
今までの研究成果の集大成の大著を英文単行本での出
版などが用意されていたと聞く。それらの実現を夢見た
まま、死出の旅路につかねばならない口惜しさは察する
に余りがある。ただ、ガンの苦痛と戦いながら完成した 
“Chimpanzees of the Lakeshore: Natural History and 
Culture at Mahale” がケンブリッジ大学出版局から来年
2 月に出版される予定であることが、せめてもの餞となっ
た。

もう一つは、日本はもちろんのこと世界の霊長類学に
とって、惜しんでも惜しみきれない損失だということで
ある。彼は野生チンパンジー研究のパイオニアである。 
1965 年以来、タンザニアのマハレに研究拠点をおき、
ゴンベにおけるＪ．グドールグループのチンパンジー研究
と相競いあいながら、独自の研究成果をあげてきた。と
くに、チンパンジー社会は父系だとする社会構造論、雄
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どうしの政治的駆け引き、新しい文化行動の発見とその
体系化など、多くのすぐれた論文を発表した。リーキー賞、
国際霊長類学会生涯功労賞の栄誉を受け、また、国際
霊長類学会会長就任は、彼の国際的評価の高さを物語っ
ている。

2004 年、（財）日本モンキーセンター所長に就任し
た。日本モンキーセンター（JMC）は、日本の霊長類学
の出発の拠点であり、シンボル的存在である。私はここ
の所長には西田さんが最適任者として強く推薦した経緯
がある。JMC は世界サル類動物園を経営し、社会教育、
資料の収集保存、研究、霊長類の保護、国際学術誌
Primates の発行などの博物館活動を行っている。かねて
から霊長類学の普及にも熱心な西田さんは、水をえた魚
のように精力的な活動を開始した。とくに、環境省によ
る大型類人猿保全研究のプロジェクトの推進、国際連合
による大型類人猿保全計画 (GRASP-Japan）の日本委員
会の事務局を JMC に設置するなどの国際活動を熱心に
推進し、JMC の国際的活動を高めた功績は大きい。

病魔と戦いながら、JMC の所長としての職責を果たし、
国際的な活動を行い、本の執筆も精力的に敢行した強
靭な精神力には、満腔の称讃と敬意を表わしたいと思う。
西田さんは多くのすぐれた弟子を育てた。その人たちが
結束してマハレのチンパンジー研究基地を守り、故人の
遺志を継承し、大きく発展させていくことを期待したい。
ご冥福を祈る。

編集部より
この Pan Africa News 特別号は、2011 年 6 月にお亡くなりになった西田利

貞先生の追悼特集号です。ご周知のとおり、西田先生は、PAN の初代編集
長であり、その半生を野生チンパンジーの研究と保全に捧げた方です。西田
先生のことをよく知る内外の研究者仲間、友人、先輩、後輩、そして西田
先生が育てたマハレの若手研究者たちに、それぞれが持つ西田先生の思い
出をご寄稿頂きました。

人生をかけてチンパンジーを追い続けた男を脇で見る機会に恵まれた私た
ちは、楽しかったり、感心したり、戸惑ったり、笑ったりしながら、野生チ
ンパンジーの魅力を知ることができました。西田先生が多くの人に残してく
れたものをここに共有して、今後のチンパンジーの研究保全活動の糧にしていきたいと思います。

なお、通常 PAN は英語での発行ですが、本号では特別に日本語版も用意しました。海外からの
寄稿者の英語原稿の翻訳には、多くのマハレの中堅・若手研究者たちのご協力を頂きました。こ
こに深く感謝致します。
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西田教授への弔詞
バーノン・レイノルズ
オックスフォード大学／
ブドンゴ保護フィールドステーション

初めて西田教授（「トシ」という愛称で呼ばれていた）
に出会ったのは、私が 1970 年代後半にマハレを訪れた
ときのことでした。私は同僚研究者の杉山幸丸さんとダ
ルエスサラームで合流し、一緒にタンザニアを横断して
キゴマまで行きました。そこから私たちはマハレ調査隊
のボートでタンガニイカ湖を南下してマハレに入ることに
なっていました。しかしそのとき、ボートの船外機が故障
しており、そのため、私たちはキゴマで数日間とどまるこ
とになりました。その間にトシと出会い、しばらく時間を
共にし、彼の仕事やマハレのチンパンジーについて話を
しました。結局その後マハレに入り、調査隊の人々やチン
パンジーにも出会うことができました。そのときは気づい
ていなかったのですが、私は甲状腺機能低下症に罹って
いました。日本人研究者たちは、私にひどく体力がない
のに驚いて、ゆっくり歩いて、気配りの利く調査助手を私
に付けてくれました。この旅行中にトシに会ったのは一度
きりだったと思いますが、その甲状腺の問題があったた
めあまりよく覚えていません。

年を経て、日本やいろんな場所でおこなわれた会議で、
私はトシと何度も再会する機会を得ました。そのたびに、
彼の深い友情や、チンパンジーのためにすべてを捧げた
姿勢に、強く印象づけられました。私はマハレのチンパ
ンジーについての彼の本を読みましたが、実はそれは日
本で開催された国際霊長類学会大会で私たちに贈ってく
れたものでした。

私が鮮明に覚えている彼との思い出は、パリのユネス
コ本部で、数々のチンパンジープロジェクトのリーダーが
一堂に会し、「世界遺産種」という新しいカテゴリーを
作って、類人猿をそのカテゴリーの最初の種にしようと試
みたときのことです。トシが指導的な役割を果たす中で、
私たちは有益な議論をすることができました。その間に
訪れたパリの小さなレストランで、彼と共に過ごした時間
も忘れがたい思い出です。

何よりも、彼が開始して、現在も成功を続けている調
査地であるマハレ山塊のチンパンジーに関する彼の業績
とともに、彼の名はこれからも記憶されることでしょう。
フィールド調査地を開設した人だけが知る多くの苦労が
ありますが、トシは彼の学生にとって最高の基準となるよ
うな、疲れ知らずのフィールドワーカーでした。彼は、洞
察力のあるフィールドワーカーにとって不可欠な鋭い観察
眼を備えた人物でした。また目標への断固たる姿勢と人
なつこい性格や態度を兼ね備えた人物として、私には思
い起こされます。

私たちブドンゴの研究者は皆、彼を亡くして残念に思っ
ています。

ご家族の方々に心からお悔やみを申し上げます。
（翻訳：西江 仁徳）

学生時代の想い出
伊沢 紘生
宮城教育大学名誉教授

1961 年に京都大学理学部動物学教室への配属が決っ
てから、‘68 年に同大学院理学研究科博士課程を退学す
るまでの７年間、西田さんとはずっと同期で同じ釜の飯
を食べてきました。その間、公私にわたるどの局面でも、
西田さんはいつも私の何歩も先を歩いていて、いつしか
その後を追うのが私の生き方そのもののようになりました。
西田さんは敬愛してやまない親友でした。

同期にはもう一人、加納隆至さんがいましたが、サルを
やり始めた当初の頃、指導教官の伊谷純一郎先生が私た
ち３人をこんな風に評していたと、当時研究室の助手だっ
た葉山杉夫さんから酒の席で聞いたことがあります。「あ
のな葉山、３人だけど、西田はせっかちな学究肌、加納
はひょうきんな天才肌、伊沢は体力にものをいわせた意
地っ張り、そう思わんか」と。なかなかに的を射ていると、
私はその時思ったものでした。

‘62 年の卒業研究で西田さんは、日本モンキーセンター
が三河湾に浮かぶ無人の小島、野島に放飼中のタイワ
ンザルを対象に選びました。すでに多くの研究がなされ
ていたニホンザルとの比較がテーマでした。台風が続け
て二つ通過した９月上旬の２週間、私は手伝いで彼と孤
島暮しをしました。宿舎はサルの糞がびっしり敷き詰め
られた小さな倉庫、明りはローソク、補給の船が着岸で
きず食事はカサガイとカメノテのスープでした。そんな夜、
彼は両種のオスの行動の違いを丹念に説明してくれまし
た。まだニホンザルを調査したことが全くないのに大変
に詳しく、私は多くの文献を読み込んだ彼の豊富な知識
に驚愕したのを、糞の臭さとともに鮮明に覚えています。

そのオスの問題が、西田さんの修士論文として結実し
たのは御承知の通りです。当時もう終ったと言われていた
ニホンザル社会構造論に果敢に挑み、村八分ザルとかボ
ス争いの敗者と考えられていたハナレザルがじつはオスの
正常な存在様式であること、すなわち群れは閉鎖社会で
はないことを初めて明らかにしました。私が西田さんのこ
の画期的な研究の後を追って、ニホンザル社会構造論に
私なりに一矢を報いるのは１０年以上後の事です。

大学４年の、卒論発表が終った ‘63 年３月、西田さん
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と私が中心になって３週間、NHK テレビ「日本の自然」
の撮影協力兼調査で、当時は幻に近い存在だった “ 北限
のサル ” を下北半島南西部で追いました。撮影、調査と
も首尾良くいって、終了後に伊谷先生から、報告書をま
とめ、文化庁に天然記念物申請をするよう言われました。
頑張って報告書を完成させ、やれやれと私が夜毎酔い潰
れている間に、当時まだ酒をたしなまなかった西田さん
は、日本のすべての天然記念物について指定された経緯
を調べ上げ、天然記念物に係わる法律や政令までチェッ
クし諳んじていました。ですから、対応した文化庁の担
当官がたじたじになるほど説得力があった事もよく覚えて
います。この記憶が、私が後にニホンザルの保護や猿害
対策に取り組む出発点になったのは間違いありません。

‘65 年からの博士課程では共に東アフリカでチンパン
ジーの調査をしましたが、西田さんは難攻不落だったチ
ンパンジーの餌づけに成功し、道具使用など知的行動を
いくつも明らかにしました。その成果は驚嘆に値するもの
で、その後追いのいくばくかを私ができたのはずっと後
“ 南米のチンパンジー ” フサオマキザルの餌づけと知的行
動の発見でした。

また西田さんは日常的に離合集散するチンパンジーに
も明確な単位集団があり、しかも父系社会である事を初
めて明らかにしたのですが、同様の社会構造を持つクモ
ザルの調査を私が実施できたのは、フサオマキザル調査
よりさらに後でした。

このような話は尽きませんが、私にとって西田さんは冒
頭で述べたように、否応無く後を追わしめる存在であっ
たわけです。

そのことは就職についても同じです。野島でタイワン
ザルの調査をしながら彼は就職についても真剣に考えて
いて、実際に朝日新聞社の入社試験を受けてもいました。
彼の記者になりたいという才能は “ 北限のサル ” を天然
記念物にするための文化庁との交渉準備に存分に生かさ
れていたと私は思ったものでした。もちろん実際に就職し
たのも私より先で、彼の東京大学への就職が決って、学
生気分の全然抜けない私にあせりの気持が出たことを今
は懐しく思い出します。

結婚についてもしかりです。‘63 年の修士１年の夏、立
教大学や東京女子大学等との合同で古代遺跡発掘という
博物館実習が青森県三沢市の郊外で１週間実施され、私
たちも指導教官の池田次郎先生に連れられて参加しまし
た。私は立教大の艶かな女子学生たちと自由時間にはわ
いわいと賑やかに遊んでいましたが、西田さんは知的で
物静かで芯の強そうな東京女子大の学生たちの中に意に
叶う理想の女性を見染め、彼女との結婚を実習終了直後
から強く意識していましたし、アフリカにいる間もずっと
そうでした。西田さんは彼女への愛を貫き、帰国後その
女性北山晴子さんと晴れて結婚されるのですが、結婚に
ついてもまた、私は彼の後を追う事になったわけです。

ただ一つ、私は日本でもアフリカでもアマゾンでも、彼
と違ってかなりはちゃめちゃな暴飲暴食の生活を懲りず
に続けてきましたから、あの世へだけは私が先だと漠然
とながら思っていました。しかしそれさえ、彼に先んじら
れてしまいました。

私にとっては掛替の無い本当にすごい親友でした。
御冥福を心よりお祈りします。

追悼―西田利貞教授
ウィリアム・C・マックグルー
ケンブリッジ大学

多くの方々が、彼の数々の貴重な科学的・学術的業績
について書くことでしょう。マハレ国立公園、そこに生息
するチンパンジー、そしてその保護・保全への彼の深い
献身についても書くことでしょう。でも私はここで、彼と
の付き合いや友情について楽しかったことを、いくつかの
個人的なできごとのなかで思い出したいと思います。

ウェンナー・グレン基金による 2 つの大型類人猿の会
議（1974 年のオーストリア・ブルクヴァルテンシュタイン
と 1994 年のメキシコ・カボサンルーカス）の両方に参
加した霊長類学者は、ジェーン・クドール教授、西田教
授と私の 3 人しかいません。彼と私は、74 年の会議で
は最若手の参加者でしたが、94 年の会議ではほぼ最長
老であったと言ってよいでしょう。私たちは、折に触れて、
ともにお祝いのお酒を楽しんだものです。ローリー・オビ
ンクが、カボサンルーカスでの最初の夜の夕食のあとの
できごとを私に思い出させてくれました。西田教授は彼女
に礼儀正しく頭をさげ、「どこかもう少しお酒を飲める所
はありませんか？」と尋ねました。彼女はその願いを聞き
入れ、私たちは一度ならず乾杯をしました。

シカゴで「アンダスタンディング・チンパンジー」会議
のひとつが開催されている間に、リグリー球場でのシカ
ゴカブスの試合観戦に彼を連れて行ったことがあります。
彼は、じつはそんなに野球ファンではないと認めながら
も、父親が野球の試合に連れて行ってくれたことを思い
出していました。彼はその試合に集中し、球場の昔なが
らの素敵な雰囲気を楽しんでいましたが、少しそわそわ
しているようでした。彼が本当に望んでいたことは、野球
帽やペナントなど、とくに当時有名であったカブスのホー
ムランヒッター、サミー・ソーサ関連のお土産を買い込む
ことだったのです。私たちは、両腕いっぱいにお土産を
抱えて帰りました。

こうしたささやかな思い出は、決して色あせることはな
いでしょう。

（翻訳：花村 俊吉）
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追憶―
東京大学在任中の西田さん

大塚 柳太郎
自然環境研究センター

西田利貞さんに私が初めてお会いしたのは、1969 年
の晩秋だったと思います。西田さんが、東大理学部人類
学教室の助手に採用されることになり、生態人類学グルー
プの部屋を様子見に来られた時でした。西田さんはその
年の 12 月に着任、その後、講師そして助教授に昇進し、
1988 年 3 月まで在籍されました。私も今になって驚いて
いるのですが、東大での教員歴は 18 年余と、京大の教
員歴より長かったのです。

西田さんは着任されると、生態人類学グループの部屋
に机を置くことになりました。この部屋に常在していた
のは、博士課程の原子令三さん（故人）、修士課程の私
と武田淳さんで、ほかに研究生や学部学生が出入りして
いただけでした。生態人類学グループが産声をあげたば
かりだったのです。私たちは漁村の調査やマタギの調査
をしており、サルを研究する者はいませんでした。なお、
西田さんが来られた翌年の４月に、私は東大医学部人類
生態学教室の助手になったので、西田さんと人類学教室
で一緒だったのは 4 カ月間だけでした。しかし、建物も
すぐ近くでしたし頻繁に顔を合わせていました。

生態人類学グループの部屋頭のような存在だったのが
原子さんです。原子さんは外科医だったのですが、ピグミー
に惚れ込み人類学を志した方で、30 歳を既に超えていま
した。彼は人を惹きつけるキャラクターの持ち主で、西
田さんも原子さんから影響を受けることになりました。そ
の１つは、酒を酌み交わしながら議論することです。西田
さんは、私たちが毎日のように飲みに行くのを不思議がっ
ていたようでしたが、徐々に付き合ってくれる頻度が増し
たように思います。もっとも、西田さんは酒より食べ物に
関心が強かったようです。ともかく、彼はよく食べました。
もう１つは、原子さんから囲碁の手ほどきを受けたことで
す。西田さんもはまりこんだ囲碁については改めて触れる
ことにします。なお、原子さんは 1970 年８月から８年間
近く、京大自然人類学研究室の助手をされています。

西田さんは、大学院生や学部学生を連れて千葉県・房
総半島の高宕山に出掛け、餌づけをやめたニホンザルの
群れを観察することがよくありました。私もときどきお供
しましたが、西田さんが東京にいるときとは違い溌剌と
動き回っていたこと、とくに山歩きのスピードが速かった
ことを覚えています。西田さんが着任してしばらくすると、
生態人類学を専攻する大学院生が増え、高宕山の調査
でも、岩野泰三さんや長谷川（旧姓、平岩）真理子さん
らが活躍するようになりました。

時間が少し逆戻りしますが、1972 年末から、西田さん
と私が本の執筆で共同作業することになりました。共立
出版の『生態学講座』25 巻「人類の生態」の執筆（田
中二郎さんを含む３名の共著）と、築地書館の『生態学
辞典』（沼田真編）の中で「動物社会学・動物地理学・
人間生態学」の項目の選定と執筆でした。『生態学辞典』
の執筆者は、伊谷純一郎先生（故人）を筆頭に西田さん
と私の３名でしたが、もっぱら私たち２名が書く破目になっ

たのです。西田さんと２人で、碁盤のないところで合宿し
執筆に専念したこともありました。

このころ、西田さんから教えられたことがいろいろあり
ます。その１つは、オリジナリティの高い研究をするのは
当然としても、その成果を論文だけでなく単行本としても
著すことです。東大では論文だけに価値を置く雰囲気が
強かったのが、私だけでなく多くの人びとが学術書の出
版に積極的になったのは、西田さんの影響が大きかった
と思います。もう１つは、研究とは分かりにくいことを分
かりやすくするという発想です。この点も、ある意味では
京大と東大の学風の違いが関係していたかもしれません。
少なくとも私は、調査データの収集や分析をするときこの
指摘を大事にしてきました。

西田さんが講師と助教授のとき、1970 年代半ばから
1980 年代半ばにかけて、京大自然人類学研究室出身の
丹野正さん、佐藤俊さん、宝来聡さん（故人）が東大人
類学教室に助手として在籍されました。原子さんが京大
に移られたこともありましたし、京大自然人類学研究室
と、東大の人類学教室と私が所属していた人類生態学教
室は、親密な関係をもつようになりました。特に生態学
を専攻するメンバーが、生態人類学研究会（現在の生態
人類学会）を活発化させるなど盛り上がったのは、西田
さんが東大で苦労しながら教員をつづけてくれたおかげ
と思っています。

最後に、1988 年２月 22 日、森亘総長や有馬朗人特
別補佐なども出席して開かれた、第 11 回東京大学教官
懇話会のことを紹介します。テーマは「海外学術調査」
で、西田さんがアフリカでの野生チンパンジー調査、私
がパプアニューギニアでの人類生態学調査、文学部の青
柳正規さんがローマ時代の建築址の発掘を題材に話題
提供しました。西田さんの話はユーモアを交え好評だっ
たと、当時の学内広報に記載されています。東大でも海
外学術調査を発展させようというメッセージが、３月に東
大を去った西田さんの置土産になったのです。

追憶の最後は、西田さんが東大時代からはまった囲碁
にまつわることです。京大と東大で生態人類学を専攻す
るメンバーには、囲碁好きが多くいます。今でも年に２
回、このメンバーが中心になり伊谷先生と原子さんを偲
ぶ囲碁会を開いています。西田さんは、もちろんその重
鎮でした。碁打ちは誰も負けず嫌いでないと困るのです
が、西田さんの負けず嫌いも相当なものでした。その西
田さんと盤で向い合えなくなったことが、私たちにとって
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残念の極みです。今年７月９日、名古屋で「西田利貞先
生を偲ぶ囲碁会」を開き、長年のお付き合いに感謝し哀
悼の意を表した次第です。

西田さんに、東大時代そしてそれ以降も親しくしていた
だいた先輩・同僚・後輩、そして囲碁仲間を代表し、改
めて心から感謝しつつ筆をおきます。

西田利貞教授を偲ぶことば
ホセア・カユンボ
ダルエスサラーム大学

ダルエスサラーム大学の野生動物保護・動物学教室の
生徒や関係スタッフは、西田教授のことをいつまでも忘
れないでしょう。彼はマハレに行く途中によく研究室を訪
ねてくれました。とても気さくに生徒やスタッフたちと言
葉を交わし、講義をしたりセミナーを開いたりしてくれま
した。しかし、彼の貢献は、そうしたよき指導者としての
役割だけに留まりません。

西田教授は、穏やかで温かく、深い洞察力と非常に正
確な知識を備えた人でした。彼の生涯をかけたアフリカ
でのチンパンジー調査は、当然ながら人々への興味にそ
の根を持っていました。彼は、とくにトングウェら現地人
が研究に関わることを強く望んでいました。彼は現地で
も大変好かれていて、彼がやってきたというニュースは国
立公園の周辺に住む人々にあっという間に広まっていまし
た。西田教授は、彼の不在中に代わりにマハレでデータ
を取り続けた現地スタッフに、時計や T シャツ、写真や
教科書など多くのプレゼントを贈っていました。

マハレの民族出身であるタンビラ教授と私が西田教授
と一緒にマハレに入った 2001 年夏のこと。ある日の午後
に、現地のフィールドワーカーと近隣村落の人々が私たち
のためにンゴマ（現地のお祭り）を開いてくれました。彼
らは西田教授の到着を祝って、食べて飲んで踊りました。
自分たちと同じ民族であるタンビラ教授がンゴマに参加
し、驚くべき軽快さで踊り、彼らの歌を合唱してくれたの
で、現地の人々も日本人研究者も大興奮でした。

西田教授は、チンパンジーとその生息地はもちろんのこ
と、公園の周囲に住む人々の貧困についてもとても心配し
ていました。そこで西田教授と私は、現地の人々の苦境

を少しでも解消すべく、2000 年カトゥンビ村に小学校を
設立することにしました。その資金は、日本政府とマハレ
を想う人々の寄附によって賄われました。工事は 32,757
ドルをかけて村の人々らの手でおこない、2001 年の 1 月
に始まり、2002 年の 5 月に完成しました。現在、中学
校も造って「トシサダ・ニシダ中学校」という名にしよう
という提案がなされています。かつて彼は私にこう打ち明
けてくれたことがあります。「カユンボさん、マハレにはや
ることがたくさんあるのに、それをやる人の数は少ないし、
時間もまったく足りないんですよ。」

タンザニアで仕事を続けて40 年以上も経つと、タンザ
ニアの現地紙がたまにマハレの保全や研究活動に関して
正確ではない報道をすることもありました。しかし、良
識や科学的誠実さを踏み越えることがない限り、西田教
授がそれらを気にされることはありませんでした。

（翻訳：清野（布施） 未恵子）

西田さんとトングウェ
掛谷 誠
京都大学名誉教授

2011 年。未曾有の大震災・原発事故にみまわれた年に、
私たちは西田さんを失ってしまった。西田さんは、自然
破壊を憂え、類人猿の保護にも心血を注いでおられたが、
それらの状況が悪化していく過程は、原発の数が増えて
いく過程でもあった。1971 年に伊谷先生や西田さんと
トングウェの村々を初めて訪ねたサファリを私は思いだし、
丁度その頃が、時代の分岐点であったことに考えが至る。
当時、伊谷さんは45歳、西田さんは 30 歳、私は 26 歳だっ
た。その 40 年後、変質しながら積み重ねられてきた日
本の現代文明化への営為が根底で破綻しはじめたときに、
西田さんは逝ってしまわれたのである。

1971 年に私たちは 2 回のサファリをともにした。1 度
目は、マハレの主峰のひとつであるシサガ山に登頂し、
トングウェの地の南西部に位置するニェンダ・プラトーの
村々を調査する旅だった。2 度目は、ンクングウェ湾の奥
からルエゲーレ川沿いに東に入ったミバンガ村に向かった。
私はミバンガ村に残って周辺の村々の調査を続けた。伊
谷・西田のお二人は、さらに東部奥地のイプンバ山を目
指し、大型獣の狩猟に依存するブスングウェ村を訪ねら
れた。ブスングウェ村の生活は、原野の奥のトングウェ
の本来の生き方を彷彿とさせたと、伊谷・西田のお二人
は興奮した口調で語っておられた。（後に私もブスングウェ
村を訪問し、その生活を再確認した。）いずれも、変化
に富み、充実したサファリだった。

1 度目は、伊谷さんの方針にしたがったサファリだっ
た。伊谷さんは、食料も切り詰めて可能なかぎり荷物を
少なくし、軽快な足取りで原野をすすむサファリを好まれ
た。2 度目は、西田さんが主として食料計画を担当された。
日数も人数も多いサファリだったことも関わっていたのだ
ろうが、西田流は 2 羽のニワトリを含めた十分な食材を
持参するサファリだった。伊谷さんは自らの「最少主義」
と対比して、西田流を「豪華主義」と揶揄されていたが、
考えてみれば、西田流は奥地の村々にできるだけ食料の
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迷惑をかけないよう配慮したスタイルだったのかもしれな
い。

伊谷・西田のお二人のスワヒリ語も対照的だった。伊
谷さんのスワヒリ語は、多いとはいえない語彙を自在に
駆使して、いかにも楽しげに聞き取り調査や会話をすす
めるやり方だった。西田さんは、それまでの長期の滞在
経験と語学の才を生かした流暢なスワヒリ語で、多くの
情報を的確に収集しておられるように見えた。

個性豊かな 2 人の先人の薫陶を得て、私はトングウェ
調査を何とかやり遂げることができたのだと、しみじみ
思うのである。トングウェはチンパンジーの調査を支え、
マハレの動植物についての多彩な民俗知識を私たちに教
えてくれた。調査がすすむにつれて、原野に埋もれるよ
うにして暮らすトングウェの生活の知恵や文化・社会の特
性も徐々に明らかになった。私たちはトングウェに魅了さ
れ、彼らへの敬愛の念が深まっていった。この敬愛の念
が、私たち 3 人をつなぐ絆になった。

40 年間の時代の経緯を思い起こしつつ、西田さんの
霊に心から哀悼の意を表したい。

追悼
クリストフ・ボッシュ
マックスプランク研究所

西田利貞教授がお亡くなりなったという知らせを大変
な悲しみをもって受け取りました。1999 年に彼とマハレ
で過ごした日々を思い出しました。私は、タイのチンパン
ジーの狩猟行動と、マハレのそれとの比較研究のためマ
ハレに行きました。フィールドで 2 ヶ月間をともに過ごし、
晩ご飯をご一緒させていただきました。しかし、この滞在
をあんなにも特別なものにしたのは、来る日も来る日もお
こなった、チンパンジーについての議論でした。二つの
集団の行動の違いについて私は大変な興味を抱き、それ
を理解したいと、リーフグルーミング、道具使用、社会的
地位、そして狩猟戦略について、彼とともに情熱的に何
時間もにわたって議論しました。夜ごと、情熱的な二人
がぶつけあった情熱的な議論の長かったこと！

（翻訳：伊藤 詞子）

追悼
リンダ・F・マーシャント
マイアミ大学

西田利貞教授のマハレ山塊（タンザニア）におけるチン
パンジー研究に私が初めて触れたのは、1974 年のウェ
ンナー・グレン会議をもとに編纂された、『大型類人猿』

（1979）の中の一章でした。彼の章の質と深さは、チン
パンジー（Pan troglodytes）の社会構造に関するパイオ
ニア的洞察を含んでいました。その時には、この本の続
編となる『大型類人猿の社会』（1996）で、一緒に仕事
ができる幸運に巡り会えるとは思ってもいないことでした。

『大型類人猿の社会』は、1994 年に別のウェンナー・グ

レン会議を西田教授とウィリアム・マックグルー教授が開
催し、この会議をもとに刊行されることになったものです。
これらの 2 つの会議の間の 20 年間と、その後の 17 年
の間に、トシは、有能なフィールドワーカーの証しとなる、
多数の論文を発表しました。 

晩年の数年間は、長期にわたる病気との格闘を続けな
がら、それに屈することなく、今年の終わりに刊行予定の、

『湖岸のチンパンジー：マハレの自然史と文化』（ケンブリッ
ジ大学出版局）を完成させました。私はこの本のいくつ
かの章を読む機会に恵まれました。そして、メールでの
何度かのやり取りの中で、次のようにコメントしました。
「トシ、読ませてもらった章は本当に楽しくて、私は幾

度となく、まるで自分が今マハレにいて、『あなたの』チ
ンパンジーたちの生活を観察しているような気分になりま
した。特に家族の話は気に入りました。チンパンジー家
族の一員であるということがどんなものか、あなたが本当
に上手に捉えているところでは声を出して笑ってしまいま
した。」

2011 年の 2 月 23 日に来た彼からの返事には、「…あ
なたの言葉には、とても勇気づけられます」、とありまし
た。彼はこの本の完成のために、時間との闘いに挑んで
いました。寂しくなります。しかし、彼は我 と々共にある
ことでしょう。彼が最後の努力で残してくれた、彼の生涯
をかけたマハレ山塊のチンパンジーに関する知識と、チ
ンパンジーたちへの愛とともに…。

写真のトシは、彼のお気に入りの二人の「アルファ雄」
と一緒にいます―フランス・ドゥヴァールとビル・マックグ
ルーです！これは、「HOPE-GM 講座　霊長類の心と社会」
の助成を受けて、松沢哲郎教授の下で霊長類研究所が
2010 年3月に開催した、国際シンポジウムの時のものです。

（翻訳：伊藤 詞子）

追悼
リチャード・W・バーン
セントアンドリュース大学

1980 年にセントアンドリュースでスコットランド霊長類
研究グループの集会が行われた際、ちょうど西田利貞先
生は、当時スターリングにいたビル・マックグルーのとこ
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ろを訪れていました。自然とお二人を招待することになり、
その後の夕食会は私の家で行うことになりました。私は
西田先生とお会いできて興奮していたのですが、自己紹
介の後あまり会話が弾まなかったのは少し残念でした。

（私は当時、伝統的な日本のエチケットについてあまり知
らなかったので。）

そのような次第だったので、我々二人とも参加した次の
国際会議のとき、私は少々驚いてしまいました。西田先
生は私の興味と関連する論文の束を持って現れ、セント
アンドリュースでの私の歓待にお礼をしてくれたのです！
そのときの会話の中で、私は先生にマハレ山塊国立公園
を訪問することは可能かと非常におずおずと尋ねたので
すが、どうも部分的に誤解されたらしく、トシはなんとマ
ハレでの調査許可をくださったのです！

今思うに、私は相当びっくりしましたが、とても嬉し
かったのです。当時、私は一度も野生の類人猿を見たこ
とがなく、一種の霊長類を研究した経験があるだけでし
た。その後アイデアを見つけるために二年間勤勉に勉強
し、1984 年には妻のジェンとともにマハレでチンパンジー
の発声行動について調査をすることができました。それ
はあまり成功したプロジェクトとはいえないかもしれませ
んが、その後の私の類人猿研究のキャリアに繋がってい
ます。その意味で、トシにはとても感謝しています。もは
やトシがあのときの誤解に気づいているのか知ることもで
きませんが、私たちは会議では頻繁に会い、そして良き
友人であり続けました。彼の死は悲しい損失です。

（翻訳：浅井 健一郎）

西田さんとの思い出
ジョン・C・ミタニ
ミシガン大学

「私が直してみましょう。」そう言って私がカンシアナキャ
ンプでホンダの発電機を分解し始めるのを、トシは怪訝
そうにそしてとても用心深く見ていました。私はボルネオ
で同様の発電機を長年使用していたので、その修理方法
を知っていました。私は素早く汚れを取り除き、直しまし
た。後に、濱井美弥さんが教えてくれたのですが、私が
想像していた以上に西田さんは心配されていたようです。
どうやら、今西先生のグループがタンガニイカ湖畔にお
いて最初に野生チンパンジーの研究を行なったことで有
名なカボコで、発電機が故障した際に伊谷先生が大変お
困りになったという昔話があったようです。

おそらく、私が最初のマハレでの調査の際に発電機を
直せたことで、トシは私を気に入ってくれたのだと思いま
す。しかし、私は他にも理由があったと思っています。私
たちはフィールドワークに対する変わることのない情熱を
持っていて、お互いそのことを尊敬しあうようになってい
ました。そして、彼が私を信用するようになったのと同時
に、私も彼を無条件に信用していました。振り返ってみる
と、中には信用すべきでないものもあったのかもしれませ
ん。彼が調査地で生のニワトリを食べると説得したとき
がそうでした。彼は大丈夫だと保障してくれましたが、日
本で生食されるニワトリは特別に衛生的な方法で育てら

れています。しかし、私たちがその晩カンシアナで食べ
たニワトリが、日本と同じような方法でカシハの村で育て
られたとは思えません！

結局のところ、私たちの友情は素晴らしいものでした。
それは、トシが亡くなる前に私に送ってくれたメールの中
にあった最後の言葉でした。そのときは、それが最後の
やり取りになるとは思ってもいませんでしたが…。トシは、
いつも弱みを見せることを嫌い、どれだけ苦しんでいるか
を、決して私には見せませんでした。トシの強靱な性格、
そして信用とお互いへの尊敬や賞賛の上に成り立っていた
トシとの強い友情を、私は決して忘れません。トシを失
い悲しみでいっぱいです。

（翻訳：井上 英治）

西田利貞氏の思い出
クレイグ・スタンフォード
南カリフォルニア大学

はじめて西田利貞氏に会ったのは 1991 年 10 月のこと
で、私がマハレ国立公園の調査キャンプを訪れた時の
ことでした。私たちは連絡を取り合って数ヶ月というころ
で、私がまだチンパンジー研究の世界では比較的新しい
人間だったにも関わらず、彼は丁重に私を迎え入れてくれ
ました。こうして私は、ゴンベでの調査後の休暇を、彼
とともに一週間ほど過ごしたのでした。フィールドでの
彼を知り、彼が長年訓練してきたアシスタントや学生と
一緒に日々マハレのチンパンジーを追う彼について回る
ことは、本当に畏敬の念を起させる経験でした。ある雨
の日に、土砂降りの中でチンパンジーたちがレイン・ダ
ンスするのを座って見ていたのを思い出します。それは
とても強い雨で、私たちが腰を下ろしている斜面が洗い
流されてしまうのではないかと思うほどでした。西田博
士がこの天候ではこれ以上観察できないと判断して、よ
うやく私たちがキャンプに帰ることになったころには、川
は増水し、渡る際に脚が押し流されそうになっていました。
彼とフィールドを共にする中で、私は彼が霊長類学を超
えて様々な知識を持っていることを知りました。どのキノ
コがおいしくてどのキノコに毒があるのか、そして寿司に
するにはタンガニイカ湖のどの魚がいいのか…。

2010 年の IPS 京都大会でも西田博士にご挨拶する機
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会がありました。その時はご病気であることを知りません
でしたが。しかし、私の中でもっとも鮮明に思い出される
のは、2004 年に京都で開催された、彼の退官のときの
最終講義とその後の祝賀会でした。幸いにも私は、海外
から招待されたチンパンジー学者たちの一人でした。私
たちはすばらしい歓迎を受けました。圧巻は何と言っても、
なんとも多くの大学の学徒・同僚らが、西田博士に対し
て尊敬の念を向けていることでした。

私たちはこの学問分野の中でもっとも偉大な霊長類学
者の一人を失いました。日本と西洋双方の次世代の動物
行動学者たちに彼が果たした多大な貢献、そして彼が残
した遺産に、私たちは感謝せずにはいられません。

（翻訳：坂巻 哲也）

西田さんの背中
五百部 裕
椙山女学園大学

今、9 年ぶりにマハレに来ている。私が最初にマハレ
に来たのは 1995 年。その時、西田さんと数か月をとも
にした。私は幸運なことに、3 人の優れたフィールドワー
カーと調査をともにすることができた。学部学生時代に
は、トカラ列島の口之島で野生化ウシの調査を行い、伊
谷さんの背中を見て歩くことができた。大学院生時代に
は、旧ザイール共和国のワンバで、ピグミーチンパンジー
を追って加納さんと一緒に森を歩いた。そして、マハレ
では西田さんと過ごした。3 人はそれぞれ違ったやり方で
フィールドワークを行っていた。伊谷さんは調査中に俳句
を作り、それを私に披露してくれた。加納さんは黙々と
森を歩き、私はただ黙って彼の後姿を見ながら歩いてい
た。そして西田さんは、チンパンジーの食べ物を味見し
ては、それを記録していた。伊谷さんと加納さんがジェ
ネラリストだったのに対して、西田さんはスペシャリスト
だったように思う。西田さんの関心は常にチンパンジーに
向いていた。彼は、チンパンジーの目を通して彼らの住
む環境を理解しようとしていたのではないだろうか。しか
し、3 人に共通する点もある。それは彼らがフィールドで
はあまり語らず、私は彼らのあとをただ歩くだけでフィー
ルド調査のなんたるかを学ばなければならなかったこと
だ。彼らの後姿を見ながら歩き、彼らのやり方を見て、
フィールドで必要なことを感じていた。西田さんの後姿
を追いかけることができたからこそ、マハレにおいて重要
なことを理解することができたのだ。また一人、こうした
フィールドワーカーがいなくなってしまった。これは当然
のことながら日本の霊長類学にとって大きな損失だ。も
し可能なら今一度西田さんの後姿を見ながら、マハレを
歩きたかった。まだまだ西田さんから学ばなければなら
ないことはたくさんあるのだから。しかしそれも叶わぬ夢
となってしまった。たぶん西田さんに対する供養として私
ができることは、こうしたフィールドワーカーに私が一歩
でも近づくことだろう。とても西田さんの域に達すること
はできないだろうが。

追悼文
中村 美穂
アニカプロダクション／京都大学野生動物研究センター

初めてお目にかかったのは大学 3 年の霊長類学の講義。
早口についていくのが大変でした。志賀高原のニホンザ
ル実習でフィールドワークの楽しさを教えていただきまし
た。マハレでチンパンジーを探して道なき山を登った時、
群れには会えませんでしたが先生は満足そうでした。初
めての場所、新しい科学的知見、今までにない考え。い
つも目を輝かせる永遠の青年でした。

ンクングウェの威容に
見送られて

保坂 和彦
鎌倉女子大学

早いもので、大学院に進学した 1991 年の 8 月、西田
さんに連れられて、マハレ山塊を訪れてから 20 年もの歳
月が経過しました。

私のチンパンジー調査人生は、西田さんに金魚の糞の
ようについて歩いた 10 日間に始まりました。一人で個体
追跡するようになってからも、追跡対象のオトナ雄同士
が一緒に歩くことが多いため、結局、彼の背後に付き従
うはめになりました。当時、私には親子ほど離れた彼に
遠慮があり、緊張していました。おまけにあの早口に合
わせて喋ろうにも舌の回転が追いつかず、苦労しました。
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しかし、私がチンパンジーの社会関係の面白さにすっか
りはまると、彼は指導教官というより虫捕り仲間のような
振る舞いを見せるようになりました。たとえば、3 頭のオ
トナ雄が一列縦隊で歩きながらパントフートを唱和したと
き、全頭揃って片足を上げたまま凝固したことがありまし
た。遠方からの返答に耳を澄ます反応です。彼はこの瞬
間が面白くてたまらないという様子で、私を振り返り、チ
ンパンジーを指さしました。その無邪気な表情がまた面
白く、今でもよく思い出します。

当時のマハレ M 集団はまさに歴史の転換点でした。有
名なアルファ雄ントロギが失脚して追放状態にあったので
す。クーデターの主役カルンデは、同盟者であり互いにラ
イバルでもあるベータ雄のシケ、ガンマ雄のンサバとの三
者間関係を巧妙に操作しながら、新アルファ雄としての
地位を保つとともにントロギの復帰を許さない状況をつ
くっていました。

ところが、西田さんが帰国の途についてまもなく情勢
が変わりました。シケが病気で姿を消し、三者間関係の
一角が崩れたのです。カルンデは、10 歳若いンサバの挑
戦をまともに受けるようになり、やがて失脚して一人歩き
を始めました。ここで、カルンデは融通無碍なチンパン
ジーらしさを発揮しました。彼は自分が追放したントロギ
を連れて群れに戻ったのです。カルンデの支持を得たン
トロギはアルファ雄として復帰しました。この連立政権に
ンサバは何もできず、ベータ雄の地位に甘んじました。

ソ連崩壊と同時に進行した一連の出来事を私は事細か
に手紙にしたため西田さんに報告しました。それは彼が
手紙をむさぼり読んでくれることが容易に想像できたとい
うこともありますが、これを観察しているのは私です、と
いうメッセージを伝える意味もありました。彼は、必ずす
ぐに返事を寄越し、情勢の推移に大いに興奮しているこ
とを伝えてくれました。帰国直後の電話で、彼は「いやー
君の手紙、じつに面白かった！」と言ったかと思うと、三
秒ほど間をおいて「よくできました！」と小学生を褒める
かのような台詞を発せられました。そして、東京、お茶
の水駅で落ちあうと、本郷の天麩羅屋に私を連れて行き、
彼の好物、海老天丼をご馳走してくれました。

2007 年 2 月、大腸癌の手術をされてまもない西田さ
んと、講演準備の手伝いのため、東京のアニカプロダク
ションにてお会いしました。1989 ～ 1995 年頃のビデオ
を見ているとき、「思えばこの頃がいちばん楽しかったな
あ」と呟かれました。M 集団のチンパンジーが十分観察
しやすくなったことに加え、まだ観光客も少ない時期に、
オトナ雄たちが立ち回りを演じてくれたことが痛快だった
ようです。いずれにせよ、そういう時期に彼に同行する機
会を得た私は幸運でした。

2009 年 8 月、西田さんは 2 年ぶりのマハレ調査旅行
を敢行しました。たまたま私と出発日程が重なり、往路
の行程からマハレでの彼の 2 週間の滞在まで一緒に行動
することになりました。私にはこれが西田さんの最後の
調査となる予感がしました。しかし、本人は特別な感傷
を漂わすことは一度もなく、いつも通り昂揚した様子でマ
ハレまでの旅行を楽しまれていました。

マハレに着いた最初の数日間こそ、西田さんはせい
ぜい 2㎞南のンタレ川に着くだけで疲れた様子でしたが、
日々調子を上げ、10 日目には 4 キロ以上南のルブルング

川を渡るチンパンジーを観察しました。
チンパンジー調査の今回のテーマは子どもの遊びでし

たが、いつもながら好奇心全開で何でも楽しんでおられ
ました。彼が本誌に最後に報告した「パッフィー（9 歳雌）
の乳首いじり（1990 年代に発見された新奇行動の一つ）
の仕方は父親と推定されるアロフと同じだった」という観
察は、偉大なチンパンジー学者の最後を飾るには小さす
ぎる発見ですが、『大型類人猿の権利宣言』（1993）に「チ
ンパンジーはいつも新しい！」という名文句を残した彼ら
しい観察でした。

ある日、二人で公園北に隣接するカトゥンビとブヒン
グを回りました。すでに駐タンザニア日本大使館が検討
を始めていたカトゥンビの簡易診療所建設計画のために
現地住民の意見聴取と建設予定地視察をする目的でし
た。やはり大使館の草の根無償資金協力により建設した
カトゥンビ小学校も訪問し、子どもたちの元気な様子を
見ることができました。が、800 人超の生徒に対し教師
4 名という深刻な教師不足、机の不足、床の劣化など学
校の窮状を目の当たりにし、真剣な表情で写真に収めて
いました。

カンシアナ滞在中、西田さんは終始機嫌よく、夜は少
しのビールとタンガニイカ湖の魚、固い鶏肉あるいはヤ
ギ肉などを楽しみました。食後はもちろん、恒例のヒトと
チンパンジーの噂話です。たとえば、アルファ雄が肉分
配や交尾の際に見せる個性的な行動について互いの観察
を報告しあい、ときに爆笑しながら楽しく過ごしました。
長い歳月は、私から遠慮を消し去っていたようです。

西田さんがマハレを発った 8 月 27 日の朝、カシハの浜
で彼を見送ったのは私一人でした。かつてはカシハに滞
在する大勢の人たちが、帰途につく研究者との別れを惜
しむ光景がありましたが、公園当局が人の往来を厳しく
管理するようになった今、それはありません。大勢のエ
コツアー客を乗せたボートは彼を拾うと、北に針路をと
り、あっという間に小さくなりました。湖上の彼の視線の
先にはカソゲの森林とその背後に聳えるマハレの連山が
ありました。46 年前と変わらない、その威容を見つめる
彼の脳裏にかつてのカソゲが去来したか、来年の再訪を
思ったか、今は知る由もありません。

西田さんとの最後の日
中村 美知夫
京都大学

2011 年 5 月 27 日、お亡くなりになる10 日ほど前に西
田さんのお宅を伺った。いくつか引き継いでおきたいこ
とがあるから、という連絡をもらって伺ったのだが、結局
それが西田さんにお会いした最後になってしまった。

4 月、5 月は私も新入院生向けの講義や実習などの担
当が多く、それにかまけて一月ほどお見舞いに行っていな
かった。一ヶ月ぶりにお会いした西田さんは、前よりもさ
らに痩せ、小さく見えた。私が行くとまずベッドに寝たま
ま迎える非礼を詫びられた。「耳が片方聞こえなくてね」
とおっしゃっていたが、やり取り自体は非常にはっきりし
ておられた。
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ときに沈黙して、一つ一つ思い出すように、引き継ぐ内
容をお伝えになった。マハレの古くからのデータのこと、
入力したけれどまだ論文にしていないデータのこと、そし
て西田さんの最後の仕事となった英語の本のこと…。最
後の最後まで研究のことを考えておられたわけだ。

最後に気にかけていたのは、マハレの調査助手たちの
ことだった。定年を迎えて引退した古株の調査助手たち
が老後に困らないようになんとか考えてくれまいか、と頼
まれた。40 年以上に渡るマハレでの研究へのトングウェ
の人たちの貢献に対して、一番感謝していたのは西田さん
だったのだと改めて思った。

西田先生とントロギ
伊藤 詞子
京都大学

1995 年、私の初めてのマハレ調査の時に起こった、ン
トロギというあるオトナオスのチンパンジーの死は、先生
と、先生のチンパンジーとの深い関わりと、その関係を
深く理解する周囲の人々、という鮮烈な印象とともに深く
心に刻まれています。先生は瀕死のントロギへの、その
場に唯一いた別のオトナオスの接近に対して、躊躇なく間
に入って身を挺していました。亡くなったその朝には、必
要な資料の記録をとり、その時はどれほど悲しんでいる
のか気づきませんでした。しかし全部済んでみると、すっ
かり落ち込み、もうチンパンジーを見に行く気力がなく
なったと漏らしていました。かける言葉も見つかりません
でした。午前三時頃のントロギの最後の異変に気づいた
のは先生の奥さんで、一晩中気にかけておられたのだと
思われます。さらに、アシスタントの奥さん達が皆でキャ
ンプに先生と奥さんにお悔やみを言いに訪れました。後
にも先にもこのようなことは見たことも聞いたこともありま
せん。先生の個々のチンパンジーとの関係に対する、こ
のような深い周囲の理解は、相手の区別なく楽しそうに
次から次へとチンパンジーとの思い出を語る先生のお人
柄があってのことですが、先生の数々の業績を支えてき
た大きな力でもあったと思います。時に大笑いするような
先生のチンパンジー談義を、こんなに急に聞けなくなる
とは思ってもみませんでした。このントロギの話にも、実
は笑い話があるのですが、それはまた別の機会にしたい
と思います。

心よりご冥福をお祈りいたします。

西田先生とチンパンジーの
ビデオ

座馬 耕一郎
（株）林原生物化学研究所類人猿研究センター

今、マハレでこの文章を書いている。西田先生はもうこ
こにはいないが、西田先生が築き上げてこられた調査基
地や、人に慣れたチンパンジーたちは、今も息づいている。

1999 年 8 月は、西田先生が私をマハレへ野生チンパ
ンジー調査に連れて行ってくださった年である。またこの
年は、西田先生がご自身のフィールドワークにデジタルビ
デオカメラを用いた最初の年でもある。以来、ビデオは
西田先生の調査に欠かせないツールとなったようである。
私もビデオを用いており、調査のメインテーマであった毛
づくろいを中心に撮影していたが、西田先生はマハレの
チンパンジーのすべてを記録しようとしているように見受
けられた。先生は片時もビデオを手放さず、チンパンジー
の採食、ディスプレイ、狩猟、歩行、遊びなどを撮影さ
れていた。そしてそのビデオには、必ず西田先生のコメ
ントが入っており、ときにはくすくす笑いをもらしながら、
チンパンジーの行動を記録されていた。

西田先生がビデオを用いはじめたきっかけは、チンパ
ンジーの地域間比較をするためであったと思われる。そ
の後先生の興味は、チンパンジーの遊びや新奇行動に
移り、ビデオ映像を効果的に用いて研究を推し進められ
た。こうして蓄積されたビデオ記録は、松阪崇久さんや
私の映像とあわせて、チンパンジーの映像行動目録とし
て、2004 年の西田先生退官記念行事にて紹介された。
これを公開してはどうかと西田先生に伺ったところ了承さ
れ、Crickette Sanz さんや David Morgan さん、大橋岳
さんから他地域のチンパンジーの貴重な映像を提供いた
だ き、2010 年 に “Chimpanzee Behavior in the Wild: 
An Audio-Visual Encyclopedia”として出版された。

この本についている DVD の映像の中に西田先生のくす
くす笑いが聞こえてくると、西田先生がマハレのフィール
ドワークを楽しんでいた姿や、チンパンジーに対する愛
着が思い出される。

マハレのチンパンジーを撮影する西田先生
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追悼文
坂巻哲也
京都大学

「食べ物だけはけちるな。」これは私が西田さんのもと
でチンパンジー調査を始めたころに学んだ一つの教訓で
ある。このことを西田さんが直接私に話されたのか、西
田さんと一緒に過ごしている中で私が勝手にそう学びとっ
たのか、よく覚えていない。しかし、どちらであれ、私
はその後自らのフィールドを新しい地域へ広げていくにつ
れ、この教訓の重要性はますます増しつつあるように思
う。フィールドで手に入れることができるご馳走、あるい
はご馳走を手に入れようとする努力が、どんなに測り知
れない喜びを私たちに与えてくれることか。そのことを西
田さんは教えられたのだと思う。

西田さんを偲ぶ
松阪崇久
関西大学

癌であることを告げられたのは５年ほど前のことだった
か。その時にも大変ショックを受けたのであったが、そ
の後も勢いの衰えることなく研究に邁進される西田さん
の姿には圧倒され続けた。休むことなく第一線で論文や
著書を執筆され、マハレでの現地調査も続けられ、最後
の最後まで現役の研究者として研究の道をひた走られた。
そのような姿を見ていて、西田さんはこの勢いで病気にも
打ち勝たれるのではないかと思うようになっていたくらい
だった。

学部生の時に受けた西田さんの「人類学」の講義は、
大学で受けた中で僕が一番おもしろいと感じたもので
あった。西田さんの話はときどき大きく「脱線」をしたが、
それがまたいつも興味深い内容だった。大学院に進学後
は、何から何までお世話になった。調査隊の一員として
マハレに連れて行っていただき、学位論文のご指導もい
ただいた。大学院修了後には、（財）日本モンキーセンター
での研究員の職もご紹介いただいた。また、チンパンジー
の文化的行動について共同研究をさせてもらったことや、

映像エソグラムの作成で協力させてもらったことを大変光
栄なことと思っている。

西田さんとはマハレでも何度かご一緒させてもらった。
森を一緒に歩いたこともある。初めてのマハレ滞在の時
には、チンパンジーの行動をビデオで記録する西田さん
の後を追いながら、チンパンジーのことや観察の仕方を
学んだ。カンシアナ・キャンプでその日に観察したことを
話す時間はとても楽しいものだった。僕が観察したこと
を話すと、西田さんはいつも熱心に聞いてくださった。西
田さんの豊富な観察経験から、類似の観察事例について
教えてくださることもあった。「それは是非論文にすべき
だ」と背中を押していただいたこともある。カンシアナで
の夕食も忘れられない思い出である。タンガニイカ湖で
捕れた「クーへ」の刺身・りゅうきゅうや、すき焼き。西
田さんは、ビールを少しでも冷やすために瓶に濡れタオ
ルを巻いて置いておくのを忘れなかった。魚のさばき方
も西田さんから教わった。そのおかげで、マハレで寿司
を楽しむこともできるようになった。食事の席では西田さ
んはいつもジョークを言って場を楽しい雰囲気にしてくだ
さった。西田さんの笑顔が懐かしく、そして寂しく思い出
される。

お葬式のお別れの際には、お花を西田さんの足元に入
れさせてもらった。この足で森や山を歩き回り、数多く
の貴重な発見を積み重ねてこられたのだということを想
いながら。そして、きっとまたマハレの森を歩かれるの
ではないかとも想像した。ひょっとすると今ごろ、トング
ウェの古い友人たちや、ントロギ、カメマンフ、チャウシク、
マスディといったチンパンジーたちとの再会を楽しんでお
られるかもしれないとも思う。

追悼文
井上英治
京都大学

京都大学の学部生の頃、西田さんの人類学の授業を受
講しました。授業で何度かマハレのチンパンジーの映像
を見せて下さり、とても楽しそうにチンパンジーの話をし
ていたのを覚えています。初めてお話したのは卒業研究
の相談に伺ったときで、授業を受けていた私のことを覚
えていて下さったことに驚きました。私が卒業研究でニ
ホンザルを対象に DNA による父子判定を行いたいと話す
と、当時研究室では DNA の実験ができる環境になかっ
たので、霊長類の父子判定研究のパイオニアの 1 人であ
る故竹中修教授（霊長類研究所）を紹介して下さりました。
彼らのおかげで、私は現在行動データと DNA データをも
とに野生動物の研究を行なえています。

ニホンザルの父子判定の研究を終えた後、西田さんが
マハレでのチンパンジーの研究に誘って下さりました。私
はとくにアフリカでの研究に対する強い憧れはありません
でしたが、マハレで研究を行なうことを決めました。西田
さんの誘いがなかったら、私がアフリカで研究すること
はなかったと思います。また、私が初めてマハレのチンパ
ンジーを見た際も、西田さんと一緒でした。西田さんは
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次 と々そこにいたチンパンジーの名前やチンパンジーの食
べる植物について教えて下さりました。その姿はまるで自
分の家族を紹介するようであり、西田さんのマハレのチン
パンジーに対する愛情を感じました。

数年前に今マハレで調査をしている学生の松本さんを
西田さんに紹介したときのことも印象深く覚えております。
西田さんは、チンパンジーの研究の魅力について熱く語
り、自分自身も研究したいと思われているトピックのいく
つかを紹介して下さりました。多くのことを成し遂げてな
お研究に対する意欲を失っていないことに驚嘆しました。
西田さんは尽きることのない興味深い研究への情熱をお
持ちでした。西田さんがチンパンジーの研究について楽
しそうに話す姿が今でも目に浮かびます。私も西田さん
の研究への意欲を見習い、多くのアドバイスを胸に刻み、
研究を続けて行こうと思います。

改めてご冥福をお祈りいたします。

西田さんとのタンザニアでの
ふたつの思い出

花村俊吉
京都大学

2005 年 10 月15 日、私は念願のマハレに向けてタン
ザニア・ダルエスサラームへ飛んだ。初の海外旅行で単
身だったため、興奮と緊張で発熱。そうしたなか、マハ
レから帰る途中の西田さんと落ち合い、西田さんお気
に入りの「ニューアフリカホテル」にてご馳走をいただく。
西田さん特有の軽快なテンポで、今回見てきたチンパン
ジーたちのドラマ仕立ての面白話がひたすら続き、別れ
を告げる頃には旅の緊張感もすっかり解消していた。

2006 年 7 月 31日、西田さんが再びマハレに到着する
予定。私はすっかり現地にも慣れ、どっぷりとチンパンジー
調査にのめり込んでいた。カンアナ・キャンプの地震で
倒壊した私たちの調査小屋の再建もこの日に間に合うよ
う進め、西田さんとカソゲの森を歩くのを楽しみに待っ
ていた。しかし、体調を崩され急遽来られなくなったと
の連絡を、その翌日の朝に受け取る。今思えば、それが、
この年の 10 月に発覚する癌の始まりだったのかもしれな
い。当時、Ｍ集団のチンパンジーたちは分散気味だったが、
その二日ほど前から集合し始めた。ところが、31 日を境
に再び分散し始め、ほとんど観察できない日々が続くこ
とになる。「チンパンジーたちはムゼー西田を出迎えるた
めに集まったが、居なかったのでがっかりして分散したの
だ。」調査助手たちは、口々にそう言った。

急峻な観察路を駆け抜けて
稲葉あぐみ

（財）日本モンキーセンター

西田先生には、2001 年にアルバイトに雇っていただ
いて以来 10 年間、ひとかたならぬお世話になりました。

2006 年 7 月のウガンダ出張中に体調を崩され、10 月に
直腸癌が見つかりました。先生はその兆候を初期に見逃
したことを大変悔いておられました。この年の 6 月には、
マハレの花村さんから、病気流行によりチンパンジーが
多数死亡したとの知らせが届いていました。「チャウシク
が（ライオンに喰われて）いなくなったときは（僕は）ま
だ若かったが、今回のオパール、ミヤ、ピンキーの消失
はショックでやる気をなくしてしまった」と沈まれました。
翌 2007 年 8 月にはマハレでご一緒する恩恵に与りました。
年末に手術されたとは思えないほどお元気で、急峻な観
察路をチンパンジーたちと一緒に砂埃をあげながら駆け
下り、私たちはあっという間に置いていかれました。ふも
とで「（チンパンジーに）少しも遅れを取らなかった！」と
誇らしげにおっしゃり、体力に自信を取り戻されたように
見えました。ところが、翌年には病気が進行し、つらい
抗ガン剤治療が始まりました。体調がよいときは仕事に
没頭され、遺作となる“Chimpanzees of the Lakeshore”
は McGrew 先生たちの献身的な協力も得て完成しました。
原稿の最終チェックのため、入院先やご自宅へ頻繁に伺
いましたが、亡くなる 2 週間前に電話でお声を聞いたの
が最後になってしまいました。西田先生、長い間本当に
ありがとうございました。

チンパンジーを待ちながら（2007 年 8 月）


