


昆虫社会の進化[2J
チビアシナガパチの社会

ラカてベンドラ・ガヲ刀-)レ
訳/伊藤嘉昭
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樫鮒…シナガ/~チ

私は社会性の狩りパチを研究しています。

おもな材料は.2種のチピアシナガパチ，

マルジナータチピアシナガパチRopalidia

marginala (写真 2)とシャチフォーミス

チピアシナガパチ Ropalidiacyaihifonnis 

(写真3)です。 これらは，央官苦で「紙パチj

paper waspsと呼ばれるとおり，植物な

どからとったセJレローズ繊維で作った紙で

巣を作ります。巣に六角形の房室がある点

はミツパチの巣と似ていますが，大きさは

ずっと小さししたがって巣上のハチの数

も少しです。だから全部のハチにマークを

つけ，ある個体の行動，他個体との関係，

コロニーの発展への寄与の程度などをくわ

しく観察できます。

これらのハチと，もっと発展した社会を

作るアリやミツパチのあいだには，多くの

興味深い違いがあります。アリやミツパチ

と遭って，チピアシナガパチのコロニーは

明瞭な女王をもっていません。コロニーに

いるどのハチも見たところ似ています。し

かし，ある時点には，マルジナータチピア

シナガパチでは 1個体， シャチフォーミス

チピアシナガパチでは少数のメス個体が機

能的な女王(産卵者)になっています。つま

り，コロニーの中のハチたちはたがいに闘

い，勝者がコロニーの次の女王になるのが

ふつうなのですが，この個体もやがて巣上
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の他のメス個体に攻撃されて追い出され，

女王の座を奪い取られるからです。

女王以外の個体は働きパチの行動をとり

ます。すなわち産卵をしないで，tilを作り ，

食物を集め，幼虫の世話をするのです。

上記2種のアシナガパチでは，新しい巣

はl匹か数匹の雌パチにより創設されます。

巣が l匹の創設メスで始められたとき(単

雌巣)は，創設メスはまず女王と働きパチ

の二役をせねばなりません。最初の子パチ

が羽化するまで，彼女が子の世話をするの

です。何匹かのメスによる創設の場合(多

雌巣)には，創設メスのうち l院が女王の

役をし，他は働きパチの役をします。女王

が産卵し，卵が帯化すると，.$雌コロニー

では女王自身，多雌コロニーでは働きパチ



が，クモやアプラムシや芋虫，ときには蜜

を取ってきて幼虫に与えます。

しかしr どの働きパチも同じくらい働く

わけでも，同じものを取ってくるわけでも

ないし，何か起こったときなど，行動はず

いぶん異なります。ふつう，働きパチのう

ち一部が外役(食べものや巣の材料を集め

に行くこと)の大部分をつとめます。これ

らを外役パチforagerと呼びましょう。他

のハチは巣に残り，巣上で働き，また幼虫

のために働きます。そのうちの一部の個体

は，コロニーの他のメンパーをよく攻撃し

ます。これらを攻撃パチfighterと呼びま

す。さらにまた，大体巣上にいるが，労働

は少ししかせず，じっとしているか，自分

の体を掃除(グルーミング)している個体

がいます。これは静止パチsitterです(図

6 )。

幼虫は成長すると，そのまま房室内で踊

になり，成虫へと変態します。卵から成虫

羽化までは約 2ヵ月かかります。

羽化したハチがオスだと，マJレジナータ

チビアシナガパチの場合， 1週間ぐらいし

か巣におらず，その後は放浪生活に入り，

外役中の雌ノfチと交尾し，死にます。しか

しシャチフォーミスチピアシナガパチでは，

オスは全生涯をコロニーの中ですごし，と

きどき外に出て他の巣のメスと交尾します。

巣上で交尾することはありません。どちら

の種でも，オスは外役も子の世話も巣作り

もせず，社会生活に参加しないといってよ

いでしょう。ミツバチ，アリと同様，チピ

アシナガパチの社会はメスの社会，女系国

家なのです。

羽化したハチがメスだと，彼女はいくつ

もの可能性をもっています。新しく巣を作

るために，単独で，あるいは他のメスと一

緒に生まれた巣を離れることもあります。

また，他のコロニーのメスと一緒に新巣を

作ることもありますし，生まれたコロニー

にとどまって働きパチ役をすることもあり

ます。場合によっては，生まれた巣に残つ

である期間働きパチ役をしてから女王を追

い出し，自分が女王になることもあります。

もちろん新巣を作った場合でも，何匹か創

除、
主
成
分
E

双竜匝パチ

静止パチ 外役パチ

主成分l

図6ーーマルジナ司タチピアシナガバチのあるコロニーにおける行動的カスト

各個体の行動を時間の点から数.lIt化し，そのデータを統計学の主成分分析法にか
砂，第l主成分を検事由，第2主成分を縦紬に取ると三つのまとまりができる
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少ない熱得環境では.1年のうちいつ羽化した個体払分散して単独創設するか.
集団創設するか，巣に残って働くか，-JJr働きはするがついで次の女王になるか，
という四つの選択が可能である
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設メスがいれば闘争が起こり， 1匹だけが

女王となります(図7)。

ところで，なぜこれらを 「原始社会性J
というのでしょう? アリ，ミツパチ，狩

りパチは単独性の祖先から進化してきまし

た。単独性から社会性への変化のあいだに

次のようなことが起こったと考えられます。

(a)何匹も一緒に営巣する(相互関係はわず

か)0 (b)一緒に営巣した個体聞に相互作用

があり，いくらか分業が始まる。 (c)1匹か

数匹の形態的に特殊化した女王が他のコロ

ニーメンパーの繁殖を完全に抑える。
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マルジナータチピアシナガパチとシャチ

フォーミスチビアシナガパチでは，ハチた

ちは一緒に営巣し，巣作りと子の世話で協

力します。若干の分業はありますが，形態

的に違っていて絶対働きパチになれない女

王(ミツバチやアリの女王)はいませんし，

大部分の働きパチは条件さえあれば女王に

なることができます。またどのメスも，社

会生活に参加せず，彼女 1匹だけで巣を創

設し，子を育てることができます。アリや

ミツパチと比べると，両種の社会はあまり

発達してない，より原始的な昆虫社会なの

です。

字E予シナガパチの働きパチは
なぜ荊j他行為をするのか?

発達したアリやミツパチの社会では，働

きパチや働きアリは仕事以外の行動を選ぶ

ことができません。巣を創設することも，

交尾することも，女王のように子を産むこ

とも，特別の場合を除いてできません。自

分に選択の自由がないという意味で，働き

パチや働きアリは利他的にふるまっている

といえます。

しかしマルジナータチピアシナガパチと

シャチフォーミスチピアシナガノTチでは，

生まれた巣で働く以外に，自分のコロニー

を作ることも，交尾することも，女王を追

い出して自分が女王になることもできるの

ですから，大部分の働きパチには行動の選

択があるのです。もちろん，多数のハチが

つねに女王の座を狙っているのですから，

女王を追い出してその地位を奪うことは容

易ではありません。では，自分一人で巣を

作って自分の予を育てられるのに，なぜ巣

にとどまって女王の子を世話するのでしょ

う? 利己的でいられるのに利他行為をす

るのはなぜでしょう?

まず私は，膜麹目では姉妹聞の血縁度の

方が親子間の血縁度より高いので，働きパ

チになった方が適応度が大きいから利他行

動をとるのだと考えました。でも，それに

は彼女らが同父母の妹を養うことが必要で

す。そうでしょうか? それともさらに，

異父姉妹ゃいとこなど，血縁の離れた個体

まで養っていたりするのでしょうか?
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体と もいう

|女王は樹似た婚する
一一号気泳動計コカったこと

私たちはハチのコロニーのメンパー聞の

遺伝的近縁性(血縁度)を測定しました。女

王が 1匹だけのオスと交尾するか，.ミツパ

チのように十数匹ものオスと交尾するかと

いうのが最初の問題です。これを知るため

に私たちはエステラーゼという酵素を調べ

ました。酵紫はアミノ酸の連鎖から成って

おり，アミノ酸の構造は遺伝子上のDNA

によって決まります。酵素上には電荷が存

在するので，それを調べれば遺伝的多型を

把握することができます。そこで私は，ハ

チをすりつヂした試料をゲノレ上に置き，電

圧をかけて電気泳動の挙動を調べました。

電場に対するエステラーゼの移動の距離は，

分子の電荷の状態によって異なります。そ

の距離によって，エステラーゼ分子を早型

と遅型に分けることができます。

さて，私たちはマルジナ}タチピアシナ

ガパチのコロニーにおける母と娘のもつエ

ステラーゼ分子の種類を調べました(母が

1匹で，巣にはその娘以外の個体はいない

ことが確かめてあります)。一つの実験で

は，母と 7匹の娘が早型のエステラーゼだ

けをもっていま したが，彼女の 4匹の娘は

早型 ・遅型両方のエステラーゼをも ってい

ました。どの個体も各遺伝子のコピーをニ

つもっているのですから，母と 7匹の娘は

早型を二つもっているわけで，同型接合

homozygousです。どの娘も母から一つ，

父から一つの遺伝子のコピーをもらいます

から，この 7匹のそれぞれの父は，母同様

早型遺伝子をも っていたわけです。

しかし他の 4匹の娘は早型 ・遅型の両遺

伝子をもっていました。母が早型しかもっ

ていなかった以上，父から遅型をもらって

いなければなりません。膜姐自のオスは単

数体‘ですから，オスは l種の遺伝子(早

型か遅型のどちらか)しかもっていません。

したがってこの母は少なくとも 2匹のオス

(一方は早型，他方は遅型をもっ)と交尾し

ています。

との方法で私たちは，マノレジナータチピ

アシナガパチの女王は最低 1匹から 3匹の



オスと交尾し，典なったオスから来た精子

を同時に使い， ミツパチもそうであるよう

に，同父姉妹と異父姉妹を産んでいると結

論しました。

電気泳動結果からコロニー内の姉妹の平

均血縁度を計算したところ，0.53という値

を得ました。これでは自分の子どもに対す

る血縁度0.5とほとんど変わりません。ミ

ツパチでもそうであるように，働きパチは

子を産まないで妹たちを育てても，それほ

どは得をしないのです。妹と弟の両方育て

ることを考えると，自分の子を産んで育て

るよりずっと不利です・。しかも，ミツパ

チとは違って，マノレジナーグチピアシナガ

パチの働きパチは，巣を離れて自分の子を

育てるという利己的行為が選択肢 として残

っているのです。

戸蚕ゐ系図

働きパチと彼女が縫う幼虫とのあいだの

血縁度が理論予想値(0.75)よりも低い理由

は，女王の複数回交尾以外にもう一つあり

ます。あるハチはしばらく働いた後に女王

を追い出してその位躍を奪うのですから，

コロニーにいるハチたちは父が違うだけで

なく ，母も遭う可能性があります。

私たちはほぼ一日程きに巣のマップ(ど

の房室に何が入っているかを記入した図)

を書き，卵，幼虫，蝋の位置を記入しまし

た。これらは動けないのですから，その房

室は各個体の住所となり ，いつ産まれた卵

がどう育ったかを知ることができます。成

虫が羽化したらマークを します。私たちは

どの日にどのメスが女王でいたかを観察で

知っているのですから，すべての卵， 幼虫，

踊， 成虫がどの女王から産まれたのかがわ

かります。すなわちコロニーの全メンパー

のあいだの遺伝的関係がわかるのです。と

のデータから私たちは，たぶん昆虫で初め

ての女王の系岡を作成しました(図8)。

四つのコロニーの系図から，新女王たち

は彼女らのすぐ前の女王の娘，姉妹，姪あ

るいはいとこのどれかであることがわかり

ました。働きパチの中には長生きする個体

がおり ，女王である母が死んだ後も，産ま

内
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図8-ー バンガロールでの長期観療によって得たマルジナータチピアシナガパチ

の女主の系図の一例 かっこ内の倣宇は各女王の伝位期間(日数)と羽化した子

の数{たとえばQ11ま在位期間45日.予の数81匹)
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。ffspれ"9produced by eoth queen. in thot order 
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自では弟l;t血縁

1ft.が妹より低い

れた子どもを世訴する個体がいるので，こ

の働きパチと育てる個体のあいだの血縁度

はさらに低くなります。私たちは，巣にい

る子どもたちが働きパチにとって，姉妹，

兄弟，姪，甥，いとこ，いとこの子，母の

いとこ，母のいとこの子，さらに母のいと

この孫だった例まで見つけました。だから

このハチは，インドの大家族のように複雑

な大家族の中で暮らしているのです。働き

パチは最初考えたように兄弟姉妹を養って

いるのではないのでした。計算によると働

きパチと養う個体との血縁度は，0.2から

0.38のあいだにありました。単独営巣のと

きの0.5よりずっと低かったのです。なぜ

働きパチが利他行為をするかという疑問は

ますます大きくなってきました。

i利他行為における「縁者びいきJ以外の利益

質問はこうなります。なぜ働きパチは子

ども より血縁度の低い個体を喪うのか?

回答は，縁者ひ.いき以外の利益を考えない

と無理です。ここで働きパチの包括適応度

比単独で巣を作るハチのそれよりも絶対

に高くなくてはならない，そうでないとダ

ーウィン説をいくら拡張しでも説明できな

いことを念頭に置きましょう。働きパチの

包括適応度は，彼女らが単独嘗巣者よりも

血縁度の低いものたちを養っているのに，

なにか損失 ・利益のパランスがあって，そ

れにより高くなっているのです。なぜ，マ

インtz?~リヲム1蜘似 1131 21 1 



Jレジナータチピアシナガアパチにとっての

利他行為による損失(利他行為のコスト)は，

女王と女王の予を利することの利益よりも，

自然淘汰で有利になるほど小さいのでしょ

うか? 養う相手の血縁度が低いというの

にいったいなぜでしょう? まだ私たちは

マJレジナータチピアシナガパチの利他行為

のパラドックスを完全に解いたとはいえま

せんが，次の三つの可能性が考えられます。

|舵/てチの酬能力l掛拙賭に劣ってい「

第一の可能性は，ハチたちがすべて平等

な生まれではないということです。あるメ

スはよく産卵でき，単独で巣を創設するこ

とを選ぴ，他のメスはちゃんと働くことは

できるが産卵能力が低<，働きパチになる

ことを選ぶという考えです。この場合，働

きパチにと ってのコス トは，彼女が単独で

営巣したとしたら産む卵の数(少ない)にす

ぎないのに，彼女が費える女王の子の数，

つまり利益は大きいのです。この考えの正

否をためす方法はあるでしょうか?

多くのハチ学者は，ハチたちは多少とも

平等に生まれているのだが，優位な女王が

働きパチの産卵を阻止していると考えてい

ます。私たちは，たくさんのハチを羽化直

後，まだ蛇l宝にいるうちに別々のケージに

隔離し，順位の高いハチによって抑圧され

幼虫期の栄雪量条件 喧

~ 
~ 

遣い産卵者 早期産卵者

図9-一 羽化したてのメスを飼育箱に隅隠し.充分な鰐と造
嫌物質を与えたとき，約50%のメスしか胤を作って卵を産む
ことをせず.他の半分はそれなしに死ぬ.私たちは，栄養状
態の恵かった幼虫が非麗卵者になり.栄建状耳障のよかった幼
虫が溢卵者になると結愉した.幼虫時代の栄費量によって後者
はさらに阜潮騒卵者と遣い車卵場に分かれる
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ないようにしてみました。これらのハチに

は充分な食物と巣造り材料を与え，単独営

巣者になりやすくしてやりました。もしハ

チたちが平等に生まれているなら，どの個

体も巣を作り卵を産めると考えたgつです。
ハチたちが平等に生まれてないとすれば，

他個体による抑圧を免れ，餌や巣材料を与

えられたとしても，中には巣を作れない個

体や，産卵しない個体がいるはずです。実

験の結果，驚くべきことに，たった半分の

ハチしか巣を作り産卵することができませ

んでした。半分のハチは充分長〈生きたの

に，産卵せずに死にました。

抑圧されなくても産卵できない個体がい

ただけでなく ，巣造り ・産卵をした個体の

中には，羽化してすぐ活動を始めたものと

だいぶ後に始めたものがいました。」手期産

卵者，遅い産卵者，非産卵者の3種額がい

たのです(図9)。非産卵者や遅い産卵者に

とって繁殖をあきらめることのコストは小

さし早期産卵者にとっては非常に大きい

のですから，自然淘汰は前2者を働きパチ

に，後者を単独創設メスにするように働く

でしょう。遅い産卵者は彼女の卵巣が発達

するまで長いこと待ち，さらに彼女の子が

羽化するまで生きていてやらねばなりませ

んが，彼女が働きパチになる方を選べば，

羽化後すぐ女王の子のために働くことがで

きます。マノレジナータチピアシナガパチの

あるメスが利他者となり，女王の子を養う

理由の一つは，この産卵能力の不足にある

のでしょう。

|問踏をとる働きパチ

働きパチすべてが働きパチのまま死ぬ運

命にあるのではありません。ある{同体は女

王を追いだし，白ら女王になります。創設

メスたちのグループが一緒に多雌巣を作っ

たとき，働きパチになる個体も，働きパチ

になると決めて来たのではなく ，女王にな

る望みをもって来たのです。働きパチは女

王になりうるハチでしょうか? 彼女らは

死ぬ前に女王になれるかも知れないという

ことに賭けているのでしょうか?

簡単な例で考えてみましょう。単独の創



設メスが10匹の子を作るとします。 2匹一

緒に営巣するときは， 10+ 10=20匹ではな

く， 21匹@子を作るとしましょう。ただし

この21匹の子はマ/レジナータチビアシナガ

パチの場合，2匹のうちの 1匹だけが産ん

だものです。ではどちらが幸運な産卵メス

になるか? 偶然によって決まるとしまし

ょう。ハチがコインを投げて，表が出たら

女王になるとしてもよい。どのハチも女王

になる50%のチャンスをもっています。平

均2固に l回女王になるということです。

すると，とのチャンスに賭けをしたときの

平均的な勝算は，21の半分，すなわち10.5

匹です。しかし，平均的な単独創設メスは

10匹しか作れません。賭け師の方がよいの

です。自然淘汰では賭け師が残るでしょう。

実際に巣を観察すると，働きパチが多数

を占めています，これらの個体は賭けに負

けた個体にすぎません。しかしこの賭けは

悪くない賭砂です。マルジナータチピアシ

ナガパチの場合，単独創設メスの多くは 1

匹の子も育て上げられずに死にます。うま

くいったとしても， 1匹か2匹の子を育て

るだけです・。一方，多雌巣の女王は平均

78匹も子を作ります。だから女王になれる

チャンスカ材担当f~ くても ， そのチャンスに

賭ける価値はあります。

|能パチl撒ら の 蛸 への駆りを
確信している

働きパチが行なっているような共同生活

の利益は奇妙なものです。単独創設メスは

彼女の子が独立するまで生きていなければ

なりません。マルジナータチピアシナガパ

チではこの期聞は62日間です。単独創設メ

スがなんとか61日目まで生きていたとして

も，結局そこで死んでしまえば，寄生者と

捕食者が創設メスのいない巣を襲い，子を

殺してしまい，創設メスの努力は完全に無

駄になってしまいます。

働きパチはこういう厳しい問題に直面し

ていません。彼女が自分の世話している子

の独立前に死んでも，同巣の他の働きパチ

が仕事を続げ，子どもたちは生きていくで

しょう。このハチが常に61日以内，たとえ

ば31日固に死ぬとしましょう。この場合，

事訳注一一創設

メスの留守中に

よ起が捕食者に襲

われたり.創設

メスが外役中に

死亡したりする

ため

**訳M;-働
きパチが1匹だ

けの場合はあて

はまらないが，

原文のままと し

た

単独創設メスは l匹も子を残せませんが，

働きパチが時間的に分業するなら，2匹の

働きパチによって 1匹の子を成虫まで育て

ることができます。働きパチの方が単独創

設メスより労働支出への見返りをよく期待

できるわけですo だから単独創設メスにと

っての不利益の度合いは，彼女が62日以前

に死ぬ確率によって違います"。

私はふつうのハチが61日以前に死ぬ確率

を推定するため，ある大きな個体群につい

て生存曲線を作りました。これは生命保険

会社のやりかたと閉じです。働きパチの場

合，どの個体がどのくらい生きるかで保険

金(適応度)を変えました。その結果，単独

創設メスは働きパチに比べて3.6倍の不利

益があることがわかりました。他の条件が

等しければ，働きパチは彼女らが養う相手

の血縁度が，単独創設メスとその子の血縁

度の3.6倍低くてもその道を選ぶでしょう。

単独創設メスと娘や息子の血縁度は0.5で

すから，働きパチはo. 5/3 . 6 = 0 . 14の血縁

度の子でも養った方が得になります。すで

に見たように，働きパチと子たちの血縁度

は0.2から0.38のあいだにありましたから，

マlレジナータチピアシナガパチの働きパチ

にとって適応度への見返りは充分です。

結論 :以上の議論を通じて，マルジナー

タチピアシナガパチの働きパチには，利他

行為をしても損をしない理由がいくつもあ

ることがわかりました。これが，血縁度が

低いのにこのハチに社会性が維持されてい

る理由だと私たちは考えています。(了)

〔著者 :インド生態学研究センター所長・準教綬 Ph.D.)

(訳者 :沖縄大学教養科教授理博)
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