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昆虫社会の進化山
なぜ進化てきたか?

ラカてベンドラ・ガヲ万一yレ

訳/伊藤嘉昭
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|人を刺す虫→ とjゆい

私たちを刺す虫はいろいろいますが，

番話題にのぼるのはカとハチではないでし

ょう か? ところがカの方は社会的ではな

しいってみれば個人主義者ですが，ミツ

パチは社会生活者です。

カは卵をよどんだ水の中に産みます。幼

虫はそれぞれが勝手に水中の微生物を食べ

たり，肉食性の種の場合は他のカのボウフ

ラを含む小昆虫を食べたりして，やがて水

中で踊になります。羽化した成虫もまった

くばらばらな生活をし，交尾のためのわず

かな時聞を除いて，成虫聞の働き合いとい

うことはありません。オスは蜜をなめ，メ

スは産卵のために少なくとも一回は動物の

血液を吸うのがふつうです。

ミツパチはどうでしょう? ミツ欠チが

血を吸わないのはもちろんですが，本種は

単独で生きるということができません。巣

へ帰ることができなくなったミツパチは，

数時間で死にます。ミツパチは世界に(分

類学者によって意見が違うこともあります

が)少なくとも 5種います。アフリカとヨ

ーロッパにいるセイヨウミツパチ Aρis

?世tell的問そしてアジア産の 4種，すなわ

ち，ニホンミツバチA.cerana， オオミツ

バチA.dorsatGゐヒマラヤオ.:tミツノTチ

A. laboriosa，およびコミツパチ A.

/lorea (写真 1)です。
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どの種も蝋でできた巣に住み，巣には六

角形の房室があります。房室は子どもを育

てるだけでなく ，食物貯蔵用にも使われま

す。ミツバチの食物は，働きパチが苦労し

て集めてきた花粉と蜜です。ミ九パチの 1

コロニーには数万匹のハチ(成虫)がいます

が，そのうち女王は 1匹だけです。他のメ

スパチはすべて働きパチで，女王よりから

だが小さく ，餌や巣の材料を集めるのに適

した特別な形態をもっています(図 1)。季

節によっては少数(せいせ.い数百匹)の雄

パチがいるとともあります。雄ノTチは英語

でdroneと呼ばれますが，これは「怠け者」

という意味で，オスは何も働かないのでこ

う呼ばれたのです。

これに対し，女王は事実上産卵機械です

し，巣の建設，子どもたちの世話，外敵か

らの巣の防衛，外役(餌や巣材の収集)とい

う仕事はすべて働きパチの仕事です。女王

が死んだときのような特別の場合に未受精

卵(雄パチになる)を産むことを除いて，働

きパチは彼女ら自身が繁殖するという選択

b 

e 
図lーーミツバチの巣の一部 a ;.女王 b ;緩パチ c 働きパチ d;働き

パチがE置を交換していると ころ e ; 8の字ダンス f;回転ダンス eとfは

癒漉iを他の働きパチに教えるための身ぶりである

A portion 01 0 b..hive n..1 ond (0) qυeen. (b) drone. (ε) worker. 
(d) workers .xch。 暗 { 時 間clor. (e) woggle don問。nd(1) round donce 



をすることができません。だから働きパチ

は彼女らの全生涯を労働と女王の子どもた

ちの世話に費やすのです。破格の犠牲的行

為といえましょう。これを利他行為Altru-

ismといいます。

どんなに犠牲的か，考えてみましょう。

働きパチの針には小さな逆向きの トグがつ

いています(図2)。ハチが何かを刺すとこ

の トグがひっかかつて抜けなく なります。

ハチが刺した後で飛び去ろ うとすると，針

と毒腺と，それに消化管の一部までが腹か

ら取れてしまい，刺されたものの身体に残

ります。これはたくさんの惑を敵に注入す

るにはとてもよい方法です。なせ.かという

と，抜け落ちた毒腺は，ハチが飛び去った

後も30秒から60秒のあいだ， 部を送る作用

を続けるからです。しかし，刺したハチに

とって，この行為はコロニーを守るための

自殺的行為です。

|ダーゥィンの f克服できない糊j

以上の説明でおわか りのように，不妊の

働きパチは女王の子たちを養い，ふつう自

分では子を作らずに死にます。さらに，働

きパチはこの利他行為を実行するためのみ

ごとな適応のすがたを見せます。彼女たち

は腹部に蝋腺を，後脚に花粉貯蔵用の毛の

束(花粉パスケット)をもち，また仲間を新

しい蜜甑に導くためのすばらしいダンス言

葉を表現する能力をも っています。女王に

はこうした能力がそなわっていません。

では，子どもも残せない不妊の働きパチ

が，どうやって自然淘汰(自然選択)のなか

で進化してきたのでしょう ? よりよい花

粉パスケッ トをもっ働きパチが，貧弱な花

粉パスケットをもっ働きパチより多くの子

孫を残し，次第にこれが主流を占めるよう

になった，というふつうの自然淘汰の説明

は不可能です。 女王だけが繁殖するのです

から，自然淘汰は女王に しかかからないの

です。

天才ダーウィンもこれには困って しまっ

たのでした。 彼の著書『種の起原j(八杉

竜一訳，岩波文庫第 7章「本能J)で彼は

こういっています。 1[働きパチというもの

図2ーーよ。 働きパチの刺す器官 下左 :1針音量E大したとこ
ろ 下右.針についた逆さのトゲを拡大したところ
Workor bo山討川宮吋。pprotus(top). enlargement 01 th. 
.ting (bottom 10ft) ond lurther enlorgement 01 0 .inglo borb 
(bottom right) 

は]ただ一つの特殊な難題で...それはは

じめ私にはとても克服できないもので，実

際に私の全学説にとって致命的なものであ

ると思われた」。

どんなとき，きみは子どものために
危険をおかす?ーィトルデーン旬発想

J. B. S.ホ-}レデーンHaldane(図 3) 

という人を知っていますか? じつに偉大

な人物です。 はじめ彼の学生で，また共同

研究者でもあった J.メイナード ・スミス

Maynard Smithは，愛情をこめて次のよ

うに普いています。

図3一一J.B. S.ホールデーン(絵 ・プレ7

.アイヤ)

Portroit 01 J. B. S. Hald。崎 (Drawingbγ 
F附問 Iyer)

「ホールデーンとい

う人物は，もちろんそ

の進化学説でもって記

憶されているだろうが，

. .彼を一つの分野に

位置づけてしまうのは

難しい。彼は一人の自

由 ・個人主義者であり，

共産党の指導者の一人

で，デイリー ・ワーカ

ー [イギリス共産党機

関紙]に毎週論説を寄

稿していた人でもあっ

た。オックスフォード

大学における古典学と

イン的世リワムl蜘 03 臨 I5 I 



写真トーコミツバチ Apis1I0reoの典型的な巣 (イン ド，

バンガロールにて) 巣絞と房獲が見えるようにハチは少し
取り除いた{録影 :R.ガダカール)

A Iypicol ne針。fthe Asion dwol"f bee Apis floreo in 

Bongolore. IndjQ. Some of the bees hove been removed 

$0 thot the comb ond cells moy be exposed 

(Phologroph : Roghovendro Godogkor) 

数学の第一人者であり，さらに生化学者，

遺伝学者としても有名だ。第一次世界大戦

中は陸軍大尉として積極的につとめを巣た

したが，その後はインドに住み，非暴力擁

護を訴えるための執筆活動に余生を捧げ

た。J
1953年，ホーノレデーンは雑誌fペンギン・

ニューバイオロジーJ(現在は廃刊)に出し

た目立たない著述で，ダーウィンの 「克服

できない難問Jに対して納得のいく解決の

種をまいたのでした。私がホールデーンの

著作を原著で読む前，次のような話を聞い

たことがあります。

「あるとき，ホールデーンは友達と川の

そばを歩いていました。よくそうするんで

すが，彼は急に立ち止まり，手のひらに計

算を始めたんです。そしてこういいました。

“この川で私の兄弟 1人か 2人がおぼれて

いても，私は命をかけてまで彼らを救おう

などという危険は犯さないよ。しかし 3人

以上の兄弟がおぼれていたら，私も危険を

犯さなくてはならない"oJ
もちろんこれは後から誰かが作った fお

話Jでしょうが，ダーウィンの難問がどう
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解かれたかを学生に教えるにはとても便利

な話です。

実際，このお話はホールデーンの嘗いた

ことを忠実に反映しています。ホーノレデー

ンはこう書きました。

「君がまれな遺伝子をもっているとしよ

う。そして，その遺伝子の命令にしたがっ

て， 子どもを救うために濁流に飛び込むと

しよう。ただし10固に1回はその君自身が

おぽれてしまうとする。...もしおぼれて

いる子どもが君の子か兄弟か姉妹だとする

と，その子も同じくまれな遺伝子をもって

いる確率は50%だ。その結果，大人一人の

死に対して， 10人の子どもが救われ，五つ

分の遺伝子が救われる計算となる。だが救

うのが孫か甥だったら， 1回の死に対して

救われる遺伝子の数は2.5だけだ。救うの

がいとこなら効果はもっと小さい。さらに，

いとこの子どもを救う行動を起こすような

貴重な遺伝子はもはや個体群中に増えるこ

とはありえず，やがて失われることとなろ

う。J

戸郡度叩4 ミルトン明

利他行為を説明するためにダーウィンの

説を綿密に押し進め，展開したのがW.D.

ハミルトンI-Iamilton(図 4)でした。自然

淘汰は造伝子(対立遺伝子)の相対頻度の変

化に依存しており，その変化がどの経路を

通じて起こったかとは関係ないという こと

函4一一W. D. ハミルトン (絵 ;プレマ ・
アイヤ)
p。州出 01W . O. Homilton (Orowing by 

Premo Iyer) 

を理解するなら，利他

行為はパラドックスで

もなんでもない，と主

張しました。

子どもを産むという

ことは，産むものがも

っている遺伝子を個体

群中で増加させる方法

の一つに過ぎないので

す。行為者のもつ遺伝

子のコピーをもってい

る遺伝的な近親者を助

けることも，遺伝子増

加のまっとうな方法と

なります。もっとはっ



利己的行為 利他的行為

、 兄弟3人

隠5ーーホールデーンの考えたこと おぼれている兄弟と甥の場合
A cortoon iIIustroting Holdone's story ond its obvioυs extropolotion From 
drowning brothers to drowing nephews ! 

きりいえば，自分が不妊になって，しかも

適応度を失わないでいることができるので

す。

しかし，どうやって不妊個体は子どもを

作れる個体よりも適応度が大きいと判断で

きるでしょう? 2匹の子を作る個体が 1

匹の子しか作らない個体より適応度が大き

い，これはあたりまえです。しかし， 1匹

の子を作る個体と，子を作らないで一人の

弟， 3人のいとこ，あるいは 5人の甥の世

話をする個体の適応度は，どうやって比較

したらよいのでしょう?

ホールデーンの理論に立ち戻りましょう

(図 5)。われわれは，平均すると，自分の

もつ遺伝子の半分を自分の子または同父母

兄弟姉妹と共有しています。孫や姪 ・甥の

場合は 4分のしいとこなら 8分の 1を共

有することになります。だから，進化的観

点から見ると， 1人の子を残すことと，同

父母兄弟姉妹のうち 1人の面倒を見ること

は閉じことですし， 2人の孫， 2人の甥，

4人のいと この場合も， 1人の子を世話す

るのと同じ意義をもつのです。遺伝的には，

われわれはどんな血縁者も自分の子の何分

のーかという相対量で示すことができ，子

どもの養育と血縁者の世話のどちらを選択

したら適応度が高いかを考えることができ

るのです。

ハミノレトンはさらに進んで，すべてをゲ

ノム(1個体の全遺伝的素材)に対する割合

に換算しました。この値は，自分の子ども

または同父母兄弟姉妹の場合，人数XO.5，

孫、や姪・甥の場合は人数XO.25，いとこは

人数XO.125となります。こうして得た血

縁者ごとの数値をもとに，行為者の適応度

に反映される値を総計したものが包括適応

度Inclusivefitnessです。さあ，ホールデ

ーンが 1人か 2人の兄弟を救うためには命

をかけるのをいやがり， 3人か4人の兄弟

ならいやがらないといったことが，これか

ら理解できるでしょう。彼自身の1.0とい

う値とくらべるなら，彼は 3人かそれ以上

の兄弟 (0.5X3 =1.5)を救わないと，自

分の全ゲノムの損失を補填することができ

ないのです。

同臓と社会都度一 関臓のE耐

私は，社会的には原始的といえるハチ，

マJレジナータチピアシナガパチ Ropalidia

ma培仇ataを研究してきました。このハチ

は，繁殖しない働きパチと繁殖する女王と

からなる社会的コロニーを作ります。しか

し，ミツパチとは違って，女王と働きパチ

を形態で区別することはできません。ある

個体が将来女王になるか働きパチになるか

は，羽化前には確定してないのです。ハチ

が女王になるか働きパチになるかは機会に

よります。

私は，最初は自分の母のために働き，も

っと子どもを作るように手助けしていた働

きパチが，後には自分の母を追いだしてそ

のコロニーの女王になった例を見てきまし

た。こういう，いくつかの戦略を使い分け

る個体の包括適応度はどうやって計算する

のでしょうか? じつは簡単です。すべて

ゲノムに対応する値として換算するのです

から，子どもを通じて得られる適応度と血

縁者を経由して得られる適応度を足せばよ

いのです。だから，包括適応度というのは

こつの成分，すなわち自分の子どもの生産

(これは利他行為でなく利己的行為)から得

られる直接適応度または個体適応度と，遺

伝的近親者の利他的養育を通じて得られる

社会適応度からなります。片方の成分がゼ

ロになっても，合計はいぜん相当大きいこ

とが起こりうるのです。そしてこれがミツ

インt!?タりつムl蜘 03 凶717 1 



パチにおける不妊働きパチの進化を成功さ

せた秘密なのです。

注意じてほしいのは，自然淘汰が包括適

応、度を直接適応度と社会適応度に分割する

わけではない点です。自然淘汰自身は両者

を区別などしないので，適応度すべてが直

接成分(つまり子の生産)であるような個

体じすべてが社会成分であるような個体

(子を産まない)とは，包括適応度が同じ値

なら，自然淘汰の白から見れば両方は等価

です。

では，なぜ直接適応度と社会適応度を分

ける必要があるのでしょうか? それは，

実際の動物の包括適応度を計測するために

は，両者を分けて考えるのが便利ですし，

また，どうしてもその必要があるからです。

直接適応度を上昇させるための条件や戦略

は，社会適応度を得るための条件 ・戦略と

違うことが多いのです。

また，社会適応度の場合には，行為者と

受益者聞の遺伝的近縁度のレベルに注意す

る必要がありますが，直接適応度の場合，

親子関係ですから，多くの場合0.5に決ま

っています。自然淘汰の対象となるある行

動が，完全にまたは基本的に，包括適応度

中の社会適応度によって利益を受ける場合，

その行動は血縁淘汰Kinselectionにより

進化したといいます。

|川トン棚

こうしてわれわれは，ハミル卜 ンの規則

Hamilton's ruleと呼ばれる進化生物学の

一つの基本的規則に到達しました。ハミル

トンの規則を，もっと学問的 ・教科書的い

いかたで説明しましょう。

ハミルトンの規則の骨子は次のとおりで

す。 「ある利他的形質は，利益を受けた個

体の数に，利他者と受益者の遺伝的近縁度

(血縁度)をかけた値が，利他行為をとった

ために作ることができなかった個体の数に

利他者とそれら個体の血縁度をかけた値よ

り大きければ進化する。J
ホールデーンが自分の命を捨てて 3人の

兄弟を救ったとき，r救われた人数Jx rホ
ーノレデーンと救われた兄弟のあいだの血縁

I 8 I蜘 インセヲヲリワム問 6.03

度jは 3xO.5=1.5であり， r死んだ人の

数(ホーlレデーンだけだから l)Jx r本人

の血縁度(l.O)J(l x1.0=1.0)よりも

大きいのです。

こうして，自分の命をかけて誰かを救う

という利他的性質は，自然淘汰を通じて進

化しうるのです。もちろん問題の行動が遺

伝的に受け継がれること，すなわち，遺伝

的行動であることが前提となります。

ハチクイという鳥がいて，その巣には自

分で繁殖しないへルパーがいることがあり

ますが，この個体が自分の雛を 2羽作るか

わりに，利他行為として弟か妹3羽を育て

上げるなら，へルパーの包括適応度は育て

られた個体数かける血縁度，すなわち 3x

0.5=1.5です。もしへ/レバーが利他行為を

しないで 2羽の子を作ったなら，包括適応

度は 2xO.5=1.0です。こうしてこの個

体は，みずから繁殖するよりもへルパーに

なった方が包括適応度が大きくなり，ハミ

ル トンの規則が満足され，ヘルプという利

他行動が進化できます。

ただし，進化できる(can)だけであって，

きっと進化する(will)ではないことに注

意してください。問題の形質は，他の条件，

たとえばそれが遺伝的形質であることなど

が満足されたときだけ進化できるのです。

だから研究者としてわれわれは，なにが進

化できるのか，なにが実際に進化したのか

を知らねばなりません。もし進化できる性

質が実際進化したならば，われわれは理論

構築上，正しい道を進んできたと考えてよ

いでしょう。進化できないと思った形質が

進化し，その逆が進化できなかったなら，

学説を検討しなおす必要があります。

あたりまえといわれそうですが，ハミル

トンの規則は利他行為の進化のための学説

だけにかかわるものではありません。それ

は同時に，また自動的に，利己的行為の進

化も説明するのです。兄弟 1人がおぽれて

いるときに，ホーlレデーンが自分の命をか

けてまで救おうとしなかったのは，も し川

に飛びこんで自分が死ねば，包括適応度は

lXO.5となり，飛び込まなかった場合のl

X1.0=1.0より小さくなるからです。



もし 1羽のハチクイが繁殖を見合わせて

へJレパーになったとしても， その行為によ

ってよ民主った雛の数が 1羽 しか増えなかっ

たなら，利他行為は損になってしまいます。

こういう条件下では利他行為よりも利己的

行為が進化するでし ょう。また，協力行為

も，当然ノ、ミノレト ンの規則によ って説明が

可能です。なぜなら，協力行為にあっては，

とくにコス トが生じることなく行為者の包

括適応度が増加し，行為者にとっても，協

力相手にとっても，利益を得ることができ

るからです。(つづく)

{著者 : インド生懸学研究センター所長 ・ 準教~ Ph.D.) 

(訳者 :沖縄大学教養科教授理博)
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学会(IUSSI)1窓口回国際会議ではプレナリー講演

を行なったばかりか，アメリカ， ドイツ，イタリ

ー..:<tーストラリアなどに招待され，研究やシン

ポジウム駒証iiを行なってきました(日本には1987

年の特定研究「生物の社会構造と適応戦略圃際シ
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もちろんインドには多くの世界的な科学者がい

ます.独立前，バンガロールに大きなインド科学
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た。しかし，世界的なインド人研究者の大部分は

イギリスやアメリカの大学院を出ています。ガダ

カール氏のようにインドのみで教育を受けて世界

的になった人はごく少ない(ラマンはこの希少な

例外にあたります)。この点で氏はインドの生態

学，行動学，昆虫学のホープといえます。

氏は分子生物学の大学院に受録してからガドギ

ル教綬(ハーバード大学助教授を経て知|五|した理

論生態学者で.インドではじめて今11につらなる

ハチの社会進化研究を開始した)と会い，子ども

のころから好きだったチピアシナガパチを使った

学!日Hこ「社会行動の進化jという面白い分野があ

るのを知りましたが，制度上変誕ができず，分子
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今年の来日では京都と福岡で小国際シンポジウ
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の軽量会にはもちろん白本の学者と活発な討論があ

りましたが.東南アジアからの留学生にも強い感

動を与えています。氏はインドの白然保護と熱稽

林の1洋m研究にも関わっており ，M'縦ではオキナ

ワチピアシナガパチの生活を見たほか，本島北部

(ゃんばる)の自然とその破綾状況も貌妓しまし

た。 (伊藤ilr昭〕

イン宮ヲタリウム1996ω ・細 川




