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養蜂業 を営 む著者が,昆虫 と して ミツパテを
捉 え ることに飽 きた らず,蜂 を巡 る古今東西 の
文学作品 を中心 とす る言説 を収集 し,文化史的
な視点 か ら検討す るとい うユニークな形 で苫 か
れているのが本書 である. それに して も, その
よ うな試 みを可能 と した古来か らの人間 と ミツ
バチ との関わ りの深 さと, それ らを記録 した文
献 を丹念 に収集 した著者 の執念 には驚か され る
ミツパテの生態が,人間の社会 さなが らの分
業化 された営為 の うちに繰 り広 げ られているこ
とは知 られていよ う.故 に古来,人間 は単 な る
身近 な昆 虫 と して だ けで はな く,言 わ ば その
時 々の人間の生 き様 を映 し出すための鏡 と して
その営 みを眺めて きたで あろ うとい う考 えは,
すんな り納得で さなが らも, それを証 明す ると
な ると首 をひね らざるを得 まい.本署 の意義 の
一つ は, その点 を豊富 な資料 か ら歴史的事実 と
して証明 して見せた ところにあろ う.著者 は,
翻訳 された小説 の諸場面 中の長年 の生業 の場 に

おける著者 の経験 と矛盾す る部分 を,原典 に当
た りなが ら実状 に即 した ものに解釈 し直 した上
で実証 的に考 えを進 めてい こうとす る. その姿
勢 は正 しく歴史研究家のそれであ り, そ うした
態度が全編 に二
賢かれて いる点 に,単 な る好事家
の著作 に留 ま らな い本書 の説 得 力 が生 じて い
る.

しか し, その こと以上 に注 目 したいのは, ミ
ツバ チの営為 を眺め る人 間の目に反映 した当代
の文化的 コンテクス トや作家 の思想 を,鋭 い洞
察力 を持 ってえ ぐり出 し, それを相対化 してい
ることである. その点,本書 は ミツパ テと人間
との交渉 を綿密 にたどった歴史書であると同時
に,現代 を相対化す る視点 を内包 した一種 の文
化論 ともな り得ている. ミツパテの専門家 には
養蜂 の歴史 を視野 に納 めた見地 か ら有益 な知識
を与 えて くれ るであろ う. と同時 に,私 のよ う
な畑違 いの素人 に も, その真聾 で学究的な態度
によ って啓発 され るところの多 い好著である.
玉川学園女子短期大学 波追正彦

(
評者は日本近代文学の研究者)

ニュース ･玉川大学 ミツバチ科学研究施設 か ら
パ ラグアイか ら研修生
国際協力事業団の依頼 で,パ ラグアイ国農牧
省養蜂部農業技師, ペ ドロ ･プラデ ィ ミル ･ベ
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が 5月 19 日に来所. 6月 6日まで女王蜂 の人
工授精法を中心 に研修が実施 された.

研修中のペ ドロ氏

編集後記
88‑はちはち) 記念号
岡田一次博士の米寿 (
として多 くの方か ら祝辞や先生にまつわるエピ
ソー ドをいただき,誌面が不足 してページを追
加するという=
l
i
態になった.それでもあれこれ
も書 き足 りないことばか りだろう.先生 自身に
もますますお元気で,これからも業紙袋にまだ
まだ追加するものを増や していただけるように
と願いたい.
鷺谷博士の論文は 1月の研究会の試演を土台
に省 き下ろしていただいた.
ニホンミツバチの飼育法について吉田教授の
適職の他に山中氏か らも原稿をいただいた.ま
だこれでなければならないというような飼育方
法が完成 しているわけではない.読者が創意工
孤)
夫の中でこれらを参考にして欲 しい.(

