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採集す るか (
あるいはしないか) という戦略を
論 じている.実験結果を示す 27の図の うち 26
までが自分 自身 (
あるいは共同)の実験によっ
ている. 6章以後 もこの戦略的な見方か ら,花

コ‑ネル大学 の シー リィ教授 の 15年余 りに

塞,花粉,水の採集,巣の建造などについて論

わたる研究の成果が綴 られている. タイ トルが

じてお り,一つの理論がいくつにも応用 される

易 しそうなので, もっと軽 いエ ッセイかと思 っ

状況 が示 されて いる.引用文献 リス トによれ

て手 にす ると,歯応えを感 じる本である.

ば,シー リィ自身 は年 に 1編程度の論文数で,

四半世紀前 に出発 した社会生物学が概論部分

決 して多作ではないが,本書のように結実 して

を終え,新 しい レベルに入 ったことを感 じさせ

みると,み ごとな構想力 に裏打 ちされた研究実

る意欲作である.すなわち,超個体 ともみなせ

践であることに感服 させ られる.個々の論文で

る ミツバチコロニーを対象に,一歩踏み込んで

語 りきれない思いを, このような本にまとめた

社会生理学を組立てようとしている.

のである.

導入 に 3章,結論 に 2章,中の 6章が実験的

1985年の 『ミツバチの生態学』(
大谷訳,文

な解析 という 3部建てになってお り,中で も圧

一総合出版) もなかなか説得力を感 じたものだ

巻 は第 5章で, ミツパテが餌をみつけ,それを

ったが,その後の研究の厚みに圧倒 される感 じ

なかまに伝え, コロニーとしていかに効率 よく

がす る.

(
松香光夫)

ポ リネー クーの利 用
松香光夫:昆虫利用科学シリーズ(
診,ポリネ一夕ーの
利用.サイエンス‑ウス,東京.pp.153.1996.
1
,
800円. I
SBN 4‑91
5572‑70‑5.

この本 は,農業従事者 は元より一般の人々に

るのか等の素朴な疑問にわか りやす く答えてい
る. また,世界の養蜂の現状 もとらえ,今後の
日本の養蜂の在 り方の指針 も示 していて興味は
つきない.実際の農業 における世界 と日本の ミ

も是非読んで戴 きたい,花粉媒介 に付 いて分か

ツバチの花粉媒介 も詳 しく書かれてお り,その

りやす く書かれた良書である.根底には筆者の

haあたり 2.
5群の ミツパ
適用作物や,例えば 1

自然に対す る限 りない愛情 とそれに係わる小 さ

テを導入すべき根拠 に付 いて も書かれており大

な昆虫達への,尽 きない興味が感 じられる｡

いに参考 になりそうである.

前半 は花粉の送粉や共進化 という言葉を取 り

第 4章 か らはマルハナバ チと‑ リナ シバチ

入れなが ら,花の立場,虫の立場か ら見た花粉

を利用 した特 に トマ トやホワイ トクローバーの

媒介,そ して‑チの仲間以外の生 き物 による花

花粉媒介についての紹介があり,ニュージーラ

粉媒介者の紹介を,国内のみにとどまらず世界

ンドの例なども取 り入れ外国種の導入のその有

中の顕著な例を取 り入れ興味を持たせる内容に

用性 と危険性 に付いて も書かれている.後半 は

なっている.第 2章か らは, ミツバチと養蜂 と

有名なマメコバチやその他の蜂の仲間の働 きに

いう項 目になり,花粉を採集す る為の ミツバチ

も触れてお り, ここでのポ レンビーの提言 もお

の体の構造や生態を中心 に,良 く疑問に持たれ

もしろい.最後の章では具体的な数字 も取 り入

る, どうや って,何で花粉を集 めて くるのか,

れて各作物や意義 について も書かれており良 く

どうして純粋な単品の花 の‑チ ミツが採集でき

まとまった,役 にたっ書である｡

(
下鳥大作)
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近年,社会性 カ リパテとりわけスズメバチ類

付録 の日本産社会性 カ リパテの検索表および各
種の概説 ともあいまって学術書 と して も香 り高

について関心 を示す人が急増 している.毎年夏

い.既刊 ｢スズメバチ類の比較行動学｣(
本誌 5

か ら秋 にか けて数十人 が彼 らの毒針 の前 に倒

巻 4号 に紹介) とあわせ持てば,室内にいて彼

れ,社会問題化 している. その敵を詳 しく知 り

らの全貌 をほぼ見渡す ことがで きる. さらに,

たいが怖 くて近づけないとい うのが常人であろ

近年 日本で もポ リネータ‑と して脚光を浴 びて

う. そのような方 々にとって 日本産 の社会性 カ

いるマル‑ナバチ も日本産 の全種が写真で紹介

リバチ全種 とそれに関連す る多様 な生物 を写真

されているの も嬉 しい.本書 の出版 は,文部省

であます ところな く紹介 した本書 の刊行 は明報

科研費 ｢
研究成果公開促進費｣の助成 を受 け,

020枚 も
である｡彼 らの生態を鮮明 に綴 った 1,

それにより松浦教授 の持っ学術的に貴重 な写真

の見事 なカラー写真が本書 の命であ り,蜂 と聞

の恐 らく数%であろうが公開 され,幅広 く活用

いただけで尻込 みを して しまう人でさえ も,一

され る機会が生 まれた ことは誠 に意義深 い.わ

度開 けば彼 らと生活を共 にす るが如 くさせて し

が国 において世界的に見て も類例 のない大作が

まう. 構成 は, 第 1章社会性‑チの分類 と系

出版 されたことを祝 うとともに, この試みが十

疏,第 2章生活史 と気候適応,第 3章営巣習性

二分 に生かされることを期待 したい.

と巣の構造,第 4章社会構造 と分業,第 5章採

(
小野正人)

キ ラー ビーと共 に:アフ リカ蜂化 ミツバ チ侵入 の物語
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物 に新 たに加わ ったアフ リカ蜂化 ミツバチの衝
撃 とその対応 について述べている. 1956年 に
南 アフ リカ産 の 46個体 とタンザニア産 の 1個
体 の女王蜂 が ブラジルの リオ クラロに導入 さ

1990年 10月,人や動物 を襲 うとい う衝撃的

れ,翌年 の 1957年 にその内の 26の コロニー

な報道 でキラー ビーとして知 られているアフ リ

が逃亡 した経緯,南米か ら中米 と拡散 していっ

カ蜂化 ミツバチが メキ シコ国境 を越 えて,米国

た状況がわか りやす く解説 されている.米国農

に侵入 し, 1993年 7月上旬 には南 ア リゾナま

務省がメキ シコで展開 したアフ リカバチ侵入 に

で到達 した.著者 の Gr
eg Fl
akus は, Voi
ce

対す る防壁戦略, アフ リカ蜂化女王 の更新法,

ofAmer
i
ca r
adi
o の記者 であ り,中央 アメ リ

雄蜂 の過剰供給法の内容がまとめ られている.

カの コスタ リカでの勤務中 に,養蜂家 と同様 に

最後 にハチに対す る警戒法,刺 された時の処置

凶暴的な‑チ達 の強烈 な体験 を目の当た りに し

汰, アフ リカバチ侵入 までの歴史が見やす く掲

た. その間, ラテ ンアメ リカでのアフ リカ蜂化

載 されて いる. アフ リカ蜂化 ミツバチの問題を

ミツバチの出来事 を 4年間 にわた って放送 し,

セ ンセー ショナルな扱 いで はな く, これまでの

さらに本書 を執筆 した.

研究者 による正確 なデータを もとに展開 してい

本書 はアフ リカか ら持 ち込 まれた ミツバチが
35年 に及ぶ生存 と拡散 の歴史 や米国 にいる生

るため読みやす く, キラー ビーの全貌を見渡せ
る一冊である.

(
吉 田忠晴)

