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はしがき

アリやシロアリなどの社会性昆虫に見られる不妊カース トは,ダーウィン以来

の進化生物学上の難題である.Hamiltonの血縁淘汰理論がこの現象に明解な

説明を与えて以来,昆虫の社会生物学では,血縁関係と社会行動に焦点を当て

た研究が爆発的に進んだ.しかし,血縁淘汰だけで社会性昆虫の多様で複雑な

社会システムの進化を全て理解するには限界があった.このような中で,近年

登場したのが ｢赤の女王説｣である.これは,極論すればこれまで社会生物学

で度々議論されてきた社会性昆虫の形質,たとえば,女王数,女王の交尾回数,

分業,性比などの進化は,すべて,これまでほとんど注目されなかった病原微

生物との相互作用で説明できるとするものである.社会性昆虫は,数の力によ

り自分より大きな捕食者の攻撃に対しては比類無い防衛力を発揮する.その一

方で,自分より小さな生物の攻撃,伝染病は恐らく最大の潜在的脅威であろう.

一般に高湿で温度が管理された巣は,まさに菌や細菌の天然の培養器である.

さらに血縁関係にある個体が集団で暮らすということは,病原体にとってほと

りもなおおさず,一旦コロニーに感染 ･侵入すれば,そこには遺伝的に与し易

い寄主が多数存在することを意味するからである.このような理論的背景から,

社会性昆虫と病気の関係は,現在進化生態学で大いに注目されている.1998

年にはPaulSchmid-HempelによるParasitesinSocialInsects(Princetoll

Univ.Press)という著書さえ出版された.しかしまだ分野全体が萌芽的であ

5.上の著書も含む議論の大半が理論的な可能性を示唆する段階で,具体例は

ミツバチの研究と Schmid-Hempel自身によるセイヨウオオマルハナバチの

研究など少数あるだけで (両種ともいわゆる家畜),完全な野生種ではほとん

ど成果が得られていないのが実情である.理由は,野生種で,操作実験が可能

で,かつ病原体が特定されているモデル生物,すなわち具体的な研究材料が見

つかっていないからだ.これはミツバチを除き社会性昆虫の病理学の応用的意

義が低いことも原因だろう.しかし,我々は予備的研究で トビイロケアリなど

のアリ類に寄生する糸状菌類を幾つか発見してる.トビイロケアリは普通種で,

ハナバチに比べれば飼育も極めて容易である.また菌も分離されており,室内

や野外で実験に供することもできる.本研究で,我々はこれらの利点を生かし,

アリをモデル生物に使い,社会性昆虫の赤の女王説の理論体系の妥当性を実証

的に検討した.
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