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はじめに�

� 当協会が行っている途上国支援のための基礎的情報整備事業の本年度調査研究では、

アフリカにおける養蜂の可能性を探ることとしました。国内検討、現地調査を通じて得

られた知見を報告書に取りまとめることができたのでここに報告する次第です。

� 養蜂というと私達は「ハチミツ」を思い浮かべますが、それはミツバチの作りだす大

きな可能性の一部でしかありません。

� ミツバチは他の農林業と競合することなく、ハチミツをはじめとする貴重な生産物を

生み出します。また、花粉媒介を効率的に行う昆虫として野菜、果実や樹木の受粉／交

配を行い、農林業の振興に重要な役割を担っています。

� 養蜂が貧困削減、そして森林保全を始めとする環境保全に資する大きな可能性を持っ

ていることを、本報告書を読み進むうちに理解していただけることでしょう。

本報告書の取りまとめに当たっては、幸いにして我が国のみならず、ケニアの研究者

から実務家まで、多数の人々の知見を頂くことができました。このために、重複や異な

る考察が記載されています。読者には戸惑う部分もあろうかと存じますが、それぞれの

筆者の立場の違いからくるものです。この報告書では、敢えてその考察の違いを統一し

ておりません。それは読者が現実に開発に係わる時、より効果的な取組をする為の選択

肢として複数の視点を提供しておくことが良いとの判断からです。

� ただ、本調査研究の一つの結論として、蜂ろうの可能性を取り上げておりますので、

参考としていただければ幸いに存じます。

� 本報告書が、途上国での農業・農村地域振興を目指す多くの人々に活用され、現地の

人々の生活向上に貢献できること希求してやみません。

報告書執筆にご協力いただいた各位、現地調査にご協力いただいたケニア国関係者お

よび関係機関ならびに在外公館、JICA本部およびケニア事務所、独立行政法人日本貿

易振興機構ナイロビ事務所等の関係各位に厚く御礼申し上げます。

� 終わりに、本報告書は当協会の責任において作成したものであり、農林水産省あるい

は日本政府の見解を代表するものではないことをお断りいたします。
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表 3-1-8のように、平均的世帯は、牛 7.6頭、山羊 16.0頭、羊 5.1頭を所有している。表 3-1-

９のように、農作物の販売額はわずかなのに比して、家畜の販売額が 1664 シリングと大きい

ことがわかる。特に旱魃時にはその家畜を売却して現金化し、不足する生計費を補っており、

家畜は文字通り、資産として重要な役割を果たしていることがわかる。旱魃により農産物の生

産が大きく左右されることから、半乾燥地帯では、非農業部門からの現金収入の依存度が 1万

1471 シリングと現金収入の約 80%と大きいシェアを占めている。これらは、統計上、農業副

業と考えられるサイザル麻から作ったロープやバスケット、樹木の苗、木炭、薪、養蜂などの

販売による収入も含むが、多くは、農閑期の賃労働、子供たちからの送金、出稼ぎからの収入

など、農業とは関係のない経済行為によって得られた収入である。農地において食料を自給消

費しながら、現金が必要なため、農閑期の賃労働、子供たちからの送金、出稼ぎからの収入な

ど、農業とは直接関係のない収入を得ることによって、何とか生計を成り立たせているという

厳しい状態が浮かび上がってくる。

表 ������ クワボンザ村の家畜の所有状況� �����年、����年	�

家畜を所有する世帯の割合（％） 世帯当り平均頭数（頭）
調査年

牛 山羊 羊 ロバ 牛 山羊 羊 ロバ

1988年 73 88 46 80 7.4 15.4 5.5 1.6 

1991年 81 84 42 0 7.6 16.0 5.1 0 

 (出所)� Noda N. et al: Sustainable Tree-Growing in Drought-Prone Areas of Kenya, p.21. 

表 ������ クワボンザ村農民の収入と支出� （����年）�

   （単位：ケニア・シリング）

1世帯当りの平均収入 1世帯当りの平均支出

�

農作物�

販売

家畜�

販売

非農業 �

部門から
合計 食料 教育 衣服 住宅 その他 合計

収支

金額 56 1,664 11,471 13,191 5,667 1,446 1,097 2,978 1,009 12,197 994 

割合 0.4 12.6 87 100 46.5 11.9 9.0 24.4 8.2 100 �

(出所)� Noda N. et al: Sustainable Tree-Growing in Drought-Prone Areas in Kenya, p.24. 

これらのデータからまとめると、半乾燥地域の人々は、１世帯に 7～9人の家族数で 4～8ha

の土地を所有しており、トウモロコシ、豆類、カウピー、ピジョンピー、グリーングラム、ソ

ルガム、ミレットなどの作物を主に自給用に栽培し、さらに、牛、山羊、羊などを緊急時の資

産として飼養している。しかしながら、現金収入が少ないため、サイザル麻から作ったロープ

やバスケット、樹木の苗、木炭、薪、養蜂などを販売して、身近な資源を有効利用し現金化し

ようとしているものの、現金収入は十分ではない。このため、現金収入の 80%を農閑期の賃労
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付属資料１� 養蜂用語集�

A

�

Abdomen� ［腹部］ ミツバチの体の３番目の部位。働き蜂では、腹面にろう腺を有し、

内部には蜜胃、消化管、毒腺と刺針、卵巣を内蔵。

Absconding� ［逃去］ 環境の悪化によって蜂群全体が巣を捨てて移動すること。

Acarapis woodi�

� � ［アカリンダニ］

ミツバチ成虫の気管内で増殖する吸血ダニの学名。ダニそのものの

影響は小さく、成虫寿命にある程度短縮の影響が出るといわれてい

る。しかし、ダニが吸血する際にウイルスを媒介する可能性がある。

Adulterated honey�

� � ［偽和ハチミツ］

「ハチミツ」、「純粋ハチミツ」と表示していながら、ハチミツ以

外の成分を含み、それをラベルに表記していない製品。異性化糖に

よる偽和が問題となりやすい。

After swarm�

� � ［二次分蜂］

旧女王が分蜂したあとに、同一シーズン内で未交尾女王が分蜂する

こと。

Africanized honey bee 

� � ［アフリカ蜂化ミツバチ］

ブラジルに試験導入されたアフリカミツバチ Apis mellifera 

scutellataが野外に逃げ出し他のミツバチと交雑して生まれた防御

性が高い系統で、現在、南北アメリカに広く分布している。AHB

と略される。

Alarm pheromone�

� � ［警報フェロモン］

働き蜂の刺針付近から分泌される化学物質で、巣仲間に防衛行動を

誘発する。

Alighting board� ［着陸板］ Landing board参照

American foulbrood�

� � ［アメリカ腐蛆病］

芽胞形成菌であるアメリカ腐蛆病菌 Paenibacillus larvae larvae

により発生する蜂児の感染症。1～2齢幼虫で感染し、発症は前蛹以

降（蓋掛けされてから死亡）。蜂児が死亡すると蜂児巣房の蓋が張

りを失って凹み、働き蜂がその後小孔をあける。このような状態の

蜂児はマッチの軸などを差し込むと、粘りの強い糸を引く（ヨーロ

ッパ腐蛆病では糸は引かない）。最終的には蓋は取り除かれ、硬化

した死体（スケール）が巣房の下面に残る。感染して蜂児が死に始

めると異臭が漂うので、巣箱を空けたときに強い刺激臭を感じた場

合には、発症を疑う。芽胞に対しては抗生物質も効果がないため薬

剤の使用はかえって病気を見えにくくし、感染拡大を招く危険があ

る。

Anaphylactic shock� ［アナフ

ィラキシ－ショック］

蜂毒や食物、薬物等が原因で起こる、急性アレルギー反応。じんま

しんや紅潮（皮膚が赤くなること）等の皮膚症状や、ときに呼吸困

難、めまい、意識障害等の症状を伴うことがあり、血圧低下等の血

液循環の異常が急激にあらわれるとショック症状を引き起こし、生

命をおびやかすような危険な状態に陥ることがある。

Apiary (pl.-ies)� ［蜂場］ ミツバチを飼養管理するために蜂群、巣箱、その他器具などを揃え

た場所。

Apiculture� ［養蜂］ ミツバチを飼養管理する技術と科学。
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Apis mellifera�

� � ［セイヨウミツバチ］

セイヨウミツバチはヨーロッパ原産のミツバチで、現在、養蜂の目

的で、全世界で飼育されている。よく知られた亜種には、 A. m. 

ligustica (イタリアン)、 A. m. caucasia (コーカシアン)、 A. m. 

carnica (カーニオラン) 、 A. m. mellifera (ドイツ黒蜂)などがあ

る。アフリカミツバチも生物学的な分類上はこの亜種群を指し、A. 

m. scutellataや A. m. capensisなどがよく知られている。

Artificial swarm� ［人工分蜂］ 繁殖期に、新しい女王蜂の誕生を待たずに、王台のうちに母群から

働き蜂を伴った状態で分けて、蜂群を分割する方法。増群のもっと

も基本的な方法として広く行われる。自然分蜂による蜂群の損失を

防ぐ意味も大きい。

B

�

Balling� ［ボーリング］ 働き蜂は異群の女王蜂に対して、これを囲み、肢や翅を引く、刺す、

押しつぶす、などして殺そうとする。この際、働き蜂が球状の小さ

な塊になっている状態。

Bee bread� ［蜂パン］ 集めてきた花粉をハチミツと混ぜて巣房に貯えた状態のもの。

Bee brush� ［蜂ブラシ］ 巣板上の蜂を払いのける柔らかいブラシ。

Bee space� ［ビー・スペース］ ミツバチが巣を作るときに保つ巣板と巣板の間隔（実際にミツバチ

が行き来する空間の幅）。可動式巣枠を用いる巣箱を製作する場合、

これを勘案する必要がある。

Bee suit� ［防護服］ 作業中に蜂に刺されたり、汚れたりするのを防ぐためのつなぎ服で

白色が多い。頭部の覆いと面布まで一体になるタイプもある。

Bee veil� ［面布］ 蜂に頭部や首を刺されないよう保護する、細かいチュールや金網製

の防護用具。

Bee venom� ［蜂毒］ 蜂の刺針に付属する毒腺から分泌される毒。ミツバチの生産物の 1

つでもある。

Beeswax�

� �［1. 蜂ろう／2. みつろう］

１. 働き蜂の腹部にある 4対のろう腺から分泌される蝋。働き蜂は

これを材料として巣作りを行う。

２. ミツバチの巣を融解して得られるろうで、工業原料として多用

途に用いられる。

Bottom board� ［底板］ 巣箱の底部で、特に掃除しやすいように胴部とは別部品になってい

るもの。

Brace comb� ［ムダ巣］ ２枚の巣板の間を繋いだり、巣板と壁面、トップバーと蓋の内面な

どの隙間につくられた小面積の不定形の巣板。Buff combとも呼ぶ。

Braula coeca� ［ハチジラミ］ ミツバチの巣に寄生する翅のないハエ（古い教科書には必ず出てく

る）。英名は Bee louse。

Brood� ［蜂児］ 巣房から出るまでの成育段階（卵、幼虫、蛹）のミツバチの総称。

出房後の成虫 adultの対語。

Brood chamber� ［育児箱］ 多段式巣箱で、主に女王蜂に産卵させて蜂児が成育する段。下側の

1～2段を当てることが多い。貯蜜箱 Honey chamberの対語。
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C

�

Candy� ［王籠キャンディー］ 粉糖を転化糖液とよく混ぜ合わせ、かたいアイシングにしたもの。

蜂の体に粘りつかないので交尾箱内や王籠内の餌として使う。

Capping� ［貯蜜巣蓋］ 熟成したハチミツの貯まっている巣房にミツバチがかけた薄い蝋

の蓋。

Caste� ［カースト］ ミツバチの社会を構成する階層で、女王蜂、雄蜂、働き蜂の 3種が

ある。

Cell� ［巣房］ ミツバチの巣板を構成する六角形の小部屋で働き蜂用と雄蜂用が

ある。女王蜂の育つ巣房は王台 queen cellと呼ぶ。

Chalkbrood� ［チョーク病］ 真菌のハチノスカビ Ascosphaera apisが原因となるミツバチの蜂

児病で、体内に入った胞子が蛹の全体に菌糸を伸ばし、白いチョー

ク状の塊mummyとなる。発症には低温への暴露が必要で、巣内が

30�以下の温度になると、発症率が高くなる。一般的に一過性で自

然治癒しやすいが、蜂場の環境や、設置状態が悪いなど、飼育管理

の問題があると長期化することがある。

Cluster� ［蜂球］ 分蜂時に形成される塊状の集団など、多数のミツバチが集団を作っ

た状態を指す。

Colony� ［コロニー、蜂群］ ミツバチの社会を数える単位。養蜂の現場では巣箱 hive数で代用

することがある。

Comb� ［巣板］ 開口部が六角形をした巣房が、底面をあわせた状態で両面に大量に

整列したもので、ミツバチは育児と食糧の貯蔵に使用する。

Comb honey� ［コムハニー］ 有蓋の貯蜜巣板を切り出すなどして整形したハチミツ。製作用の専

用キットもある。

Creamed honey�

� � ［クリームハチミツ］

一定の条件下で人工的に微小結晶化させたハチミツ。口当たりがよ

く、扱いやすい。

Cross-pollination�

� � ［他家受粉］

同種の別の株の花同士の交配。作物などでは、結実のために他家受

粉が必要な場合にミツバチが花粉媒介者として多用される。

Crystaｌization[結晶化] ハチミツが低温下などで結晶すること。

D

�

Dearth� ［欠乏期］ 一般に、冬期以外の季節で、天候（降雨、干ばつ）条件によってミ

ツバチの餌となる植物の開花が乏しい時期。

Decoy hive� ［待ち受け巣箱］ 分蜂群を誘引すべく置かれた巣箱。Bait hive、Swarm catcherな

どの呼称がある。

Dividing� ［分割］ 強群を２群あるいはそれ以上の群に分けること。繁殖期には人工分

蜂 artificial swarmと呼ばれる方法で分割を行う。

Division board feeder�

� � ［給餌枠］

給餌用糖液を入れた木製、プラスチック製容器で、巣箱内に巣枠と

同様に吊して使用。

Drifting bees� ［迷い蜂］ 同一蜂場内の別の巣箱に入ってしまう蜂。
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Drone� ［雄蜂］ ミツバチの雄蜂のこと。雄蜂は未受精卵から発生する半数体で、繁

殖期に女王蜂が産む以外に、女王蜂を失った蜂群で卵巣の発達した

働き蜂が産むこともある。 蜂群中では繁殖期にのみ見られ、働き

蜂数の約 10％程度に達する。

Drone laying queen�

� � ［雄蜂産卵女王蜂］

未受精卵だけを産卵する女王蜂。加齢や交尾の不全によって受精の

ために充分な精子がないことが原因。

Dwindling� ［蜂減り］ 蜂群を構成する働き蜂数の減少。例えば早春には、越冬した古い働

き蜂が急速に消耗して蜂群が縮小しやすい。

Dysentery� ［下痢病］ 激しい下痢を伴う成蜂の病気。原因は劣悪な食餌、多湿な環境、ノ

ゼマ病感染など。

E

�

Egg� ［卵］ ミツバチの成育段階の最初。全てのカーストで卵期は 3日間。

Entrance reducer�

� � ［巣門縮小器］

巣箱の巣門の大きさを調節する、刻みを入れた木製の器具。

European foulbrood�

� � ［ヨーロッパ腐蛆病］

ヨーロッパ腐蛆病菌 Melissococcus plutoniusにより発病する蜂児

感染症。アメリカ腐蛆病よりも発症、死亡時期が早く、一般に蓋を

される前に死ぬので、幼虫の死体によって区別する。また死体は糸

を引かない。芽胞形成菌ではないが、再発性が高いといわれる。一

般的な生理死（換気不足や餓死）などでも同じような見かけになる

ので、診断には注意が必要（生理的な死の場合はより小さな幼虫も

蛹も死んでいることが多い）。

Extractor� ［分離器］ 巣板からハチミツを取り出すための遠心分離器。蜂場で利用する１

～10枚程度の巣板を入れられるものから、採蜜工場で利用するより

大型のものまである。

Extracted honey�

� � ［抽出されたハチミツ］

遠心分離器で巣板から抽出したハチミツ。

F

�

Feeders� ［給餌器］ 花蜜が不足している蜂群に糖液などを人工的に給餌する器具。巣門

に取り付けるもの、巣枠と同じサイズで巣箱に入れて使うもの、巣

の蓋の内側に入れて使うものなどがある。

Fermenting honey�

� � ［発酵したハチミツ］

ハチミツ中の水分濃度が高いと(20%以上)、天然の耐糖性酵母が糖

分を分解し、二酸化炭素とアルコールが成される。水分が多いとよ

り発酵の危険性が増す。

Fertilized egg� ［有精卵］ 一般には女王蜂が巣房に産んだ将来雌になる卵のこと。働き蜂巣房

や王椀に産卵する際、女王蜂は腹部にある貯精嚢 spermathecaに

貯められた精子をその都度かけて卵を受精させている。

Field bee� ［外勤蜂］ 3 週齢以上の働き蜂で、巣外に出て花蜜、花粉、水、およびプロポ

リスを集める。内勤蜂 house beeの対語。

Follower board� ［分割板］ 蜂量が少なく、巣板が少ないときに巣箱内を仕切って容積を制限す

るための巣板と同じ大きさをした薄い板。Dummy board、Division 

boardなどの別称がある。
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Food chamber� ［貯蜜箱］  多段式巣箱で越冬用の貯蜜を入れるための段。 

Forage� ［食糧、採餌源］  野生植物や作物から集めるミツバチの食糧（花蜜と花粉）。 

 

Forager[採餌蜂]  通常、3週齢以上の働き蜂で、巣外で、花蜜、花粉、水、および樹

脂を集める。 

 

Foundation� ［巣礎］  蜂ろうの薄いシートに働き蜂巣房底部の型を両面に型押ししたも

の。これを巣枠に貼り付けて、造巣を促す。正式には Comb 

foundation、一部で Starterとも呼ばれる。 

 

Frame� ［巣枠］  巣板を保持するための長方形木枠、部材はトップ・バーtop bar、エ

ンド・バーend bar、ボトム・バーbottom barとよぶ。 ビー・スペ

ース bee spaceを確保する工夫もされる。 

 

Fructose� ［果糖］  ハチミツの 2大糖成分の一つで、多くのハチミツで最も多く含まれ

る(35～42%)。単糖で結晶しにくい。もう 1つはブドウ糖 glucose。 

 

G

 �  

Glucose� ［ブドウ糖］  花蜜に多いショ糖がミツバチの分泌する α－グルコシダーゼ

α-glucosidaseにより分解されて、果糖とともにつくられる単糖で

結晶する。  

 

Glucose oxydase� ［グルコー

スオキシダーゼ］

 ミツバチが分泌する酵素で、ハチミツ中のブドウ糖を酸化してグル

コン酸 gluconic acidを成し、同時に過酸化水素 hydrogen peroxide

を発生させる。 

 

Grafting� ［移虫］  働き蜂幼虫をその巣房から女王蜂養成用の人工王椀に移すこと。 

 

Grafting tool� ［移虫ピン］  女王蜂を養成する際、働き蜂巣房から若い幼虫を取り出して人工王

椀に移すための探針状の器具。  

 

Granulated honey�

� � ［結晶ハチミツ］

 ハチミツが自然に結晶したもの、または人工的に結晶化させたも

の。 

Guard bee� ［門番（蜂）］  約 3週齢の働き蜂は体内に最大量の警戒フェロモンと、蜂毒を貯え

る。巣門付近で巣に入ろうとするミツバチや他の侵入者を阻止す

る。 

 

H

 �  

Head� ［頭部］  複眼や触角、口器などを有するミツバチの体の最前部で、内部に脳

のほか、唾液腺から派生した数種の分泌腺を持つ。 

 

Hive� ［巣箱］  人が用意したミツバチの営巣場所。近代養蜂で広く使われている巣

箱は底板、胴、蓋、巣枠などからなる。伝統的には丸太巣箱 log hive、

箱形巣箱 box hiveなどがある。所有する蜂群数を数える時の単位と

しても使用する。 

 

Hive bee� ［内勤蜂］  巣箱内で主に働いている働き蜂。外勤蜂 field beeの対語。 

 

Hive body� ［巣箱本体（胴）］  巣枠を収める木製の箱。 

 

Hive inspection� ［内検］  巣箱の蓋を開け、巣板を取り出して状態をみること。近代的巣箱は

蜂群の様子を詳しく調べ管理できるように工夫されている。 
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Hive stand� ［巣箱台］  巣箱を載せて保持する台。底板を湿った地面から離し、腐るのを予

防したり、アリの加害から守る台。 

 

Hive tool� ［ハイブツール］  平たい金属性器具で片端は削り落とし用に曲げてあり、もう片端は

刃のように薄くしてある。巣箱を開ける、巣板を動かす、巣箱内に

ミツバチがつけたワックスやプロポリスを削り落とすなど多彩に

活用できる。 

 

Hydroxymethylfurfural

� � ［ヒドロキシメチルフルフ

ラール］

 ハチミツの国際規格の一項目で、加熱や経時の指標として利用され

る。一般に熱帯産のハチミツでは値が高くなりやすい。HMFと略

す。 

 

Honey� ［ハチミツ］  ミツバチが花の花蜜を集めて加工して完成する甘味の強い糖。糖度

は 80％を超え、果糖とブドウ糖が主要な糖で、麦芽糖やショ糖、数

種のオリゴ糖が若干含まれる。水分は 20％以内で、その他微量成分

として、有機酸、ミネラル、ビタミン、アミノ酸、酵素類などを含

む。 

 

Honeydew� ［甘露］  アブラムシ、カイガラムシなどが樹液を吸って排泄する糖を含む液

体。これをミツバチが集めて作るハチミツは甘露蜜 honeydew 

honeyと呼ばれる。 

 

Honey flow� ［流蜜期］  良好な蜜源植物が開花を迎え、ミツバチが十分ハチミツを貯えられ

る時期。 

 

Honey gate� ［流蜜口］  ドラム缶、分離器などの下部につけ、ハチミツ流出量を調節する器

具。 

 

Honey house� ［採蜜小屋］  ハチミツの分離作業や養蜂器具を保管するための小屋。 

 

Honey plant� ［花蜜源植物、

養蜂植物、蜜源植物］

 花あるいは花外の蜜腺から花蜜を分泌する植物で、主にハチミツの

生産に利用できるもの。 

 

Honey stomach� ［蜜胃］  ミツバチの食道の先、腹部の入り口付近にあり、花蜜や水を飲むと

ここが広がって一時的に貯蔵できる部位。Honey sac、Cropとも呼

ばれる。 

 

Honey supers�

� � ［貯蜜巣箱、貯蜜用継箱］

 もっぱら貯蜜に利用されるように、育児箱に重ねて使用する巣箱の

段。育児箱よりも浅く、中に入れる巣板も貯蜜専用とする。 

 

I

 �  

Imago� ［出房前成虫］  ミツバチは巣房内で羽化してから巣蓋を噛み破って出房する。羽化

後出房前の成蜂を特に区別する場合に使う用語。出房後の成蜂には

adultをあてて区別する。 

 

Instrumental insemination�

［人工授精］

 専用の人工授精器を用いて未交尾女王の生殖器に雄蜂の精子を注

入する技法で、育種家や研究者が利用する。 

 

Invertase� ［インベルターゼ、

転化酵素］

 ハチミツ中にある酵素で、二糖類であるショ糖を単糖類の果糖とブ

ドウ糖に分解する。α-glucosidaseはこの 1つ。 

 

Italian bees� ［イタリア種］  世界の養蜂で最も広く使われているセイヨウミツバチの系統。セイ

ヨウミツバチの一亜種 Apis mellifera ligusticaで、茶色と黄色の横

じまで温厚、生産性が高いが、盗蜂しがち。 
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L

�

Landing-board� ［着陸板］ 巣門の前に取り付けて、帰巣する働き蜂が巣箱内に入りやすくする

部材。Alighting boardともいう。

Larva (pl. -ae)� ［幼虫］ ミツバチの成育の第２段階、白色で脚はなく、甲虫の幼虫に類似。

幼虫期間はすべてのカーストで約 6日間。

Laying workers� ［産卵働蜂］ コロニーから女王蜂がいなくなり、新たに女王蜂を作ることもでき

ないで、未受精卵を産卵するようになった働き蜂。その卵からの成

蜂はすべて雄蜂になるのでコロニーは維持できない。

M

�

Mating flight� ［交尾飛行］ 未交尾女王が巣から飛び立ち、空中で数匹の雄蜂と交尾すること。

Mead� ［ミード、蜂蜜酒］ ハチミツは水分が多ければ、格別の技術がなくても発酵をはじめた

ので、古代から広く飲まれていた。Honey wineともいう。

Migratory beekeeping�

� � ［移動養蜂］

より多くの生産をあげるために、養蜂植物の開花に合わせて蜂群を

移動し、採蜜を続ける方法。

Movable frames� ［可動巣枠］ 巣箱内の蜂群飼養管理がしやすいように、1枚ずつ動かせる巣枠に

ミツバチが巣板を作るように工夫したもの。ビー・スペースを正し

く確保すれば、ミツバチはむやみに巣枠と巣箱の内壁や巣板同士に

造巣しない。

N

�

Nasonov gland�［ナサノフ腺］ 働き蜂の腹部、第 7背板基部にある集合フェロモンの分泌腺。巣門

付近で巣仲間の帰還を促す際には、腹部の先端部を折り曲げるよう

にし、さらに扇風を行ってフェロモンを空中に拡散させる。

Nectar� ［花蜜］ 植物の蜜腺から分泌された甘い液体でハチミツの原料。ショ糖を主

要糖とするものが多いが、果糖やブドウ糖が多い場合もある。糖度

は植物によって、また開花後の時間によっても異なり 5～60％と幅

広い。

Nectary� ［蜜腺］ 花蜜を分泌する植物の器官。一般にめしべの基部にあることが多い

が、花の内部だけでなく、花外蜜腺もある。

Newspaper method� � �

� � ［新聞紙合同］

２群のミツバチを１群にまとめるため、合同先の巣箱と空の継ぎ箱

の間に新聞紙を間に挟み、継ぎ箱に合同する群を入れる技法。2～3

日で作業は完成する。

Nosema disease� ［ノゼマ病］ 微胞子虫であるミツバチノゼマ原虫 Nosema apisの感染を原因と

するミツバチ成蜂の消化管疾患。主な症状は下痢で、巣箱の表面が

糞で汚れることが診断のサイン。感染した働き蜂の腸管は、弾力や

透明感がなくなり、もろくなっている。腸管内容物の顕微観察で原

虫が検出されれば、ノゼマ病と診断する。

Nucleus hive� ［交尾箱］ 巣板 2～5枚収納の小型巣箱で、女王蜂の養成や温存、蜂群育成開

始時などに利用。Nuc.と略す。

Nurse bees� ［育児蜂］ 内勤蜂のうち、特に 3～10日齢の若い働き蜂で、幼虫への給餌を仕

事の中心としている。
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O

�

Observation hive�［観察巣箱］ 蜂群の巣内での様子が観察できるように、ガラスなどの部材を多く

使った特製巣箱。ハチミツの販売などで客の関心を引くために店頭

に設置したり、学校の教材、あるいは研究目的で使用する。

Out-apiary�［アウトアピアリ

ー］

養蜂家の自宅周囲でなく、離れた場所に設けられた蜂場。Outyard

とも呼ぶ。

Overstocking� ［過剰蜂群］ ある地域のある時期において、資源量に対して設置されている蜂群

数が過剰となる状態。採蜜成績が下がり、盗蜂などの発生の原因と

なるため、調整が必要となる。

P

�

Package bees� ［量り蜂］ 巣板を含まない輸送用ケージに入れて販売される成蜂（女王蜂を含

む、または含まない）。1～2 kg程度の蜂量のものが多い。

Paralysis� ［麻痺病］ 肢や翅が痙攣して正常に動かなくなるウイルス性の成蜂の病気で、

春によく発生するが、一過性のことが多い。ダニとの相互作用で影

響が強く出るという報告がある。胸部背面および腹部の体毛が脱落

し、黒く見える。巣門に出た蜂はやがて巣門付近で死んでいき、症

状が重い場合には、巣門前に数百の死体が見られる。死体の外観か

ら農薬による中毒死とははっきりした区別がつく。

Piping�

� � ［クイーンパイピング］

女王蜂がしばしば出房前などに発するピーピーという連続音。

Play flight� ［オリエンテーシ

ョン・フライト、定位飛行］

若い蜂がコロニーの営巣場所を覚えるために、巣箱の前や周辺を短

時間飛ぶこと。盗蜂や分蜂準備に間違われることも。Orientation

flightとも呼ばれる。

Pollen� ［花粉］ 植物における雄の配偶体で、通常おしべの先端部の葯にある。ミツ

バチはこれを集めてタンパク質等、栄養源として使う。

Pollen basket� ［花粉かご］ ミツバチの後肢の外側にくぼみがあり、周囲には曲がった毛が、中

には１本の長い毛がある。ミツバチは花粉やプロポリスをここに集

め、団子状にして持ち帰る。

Pollen load� ［花粉荷］ 花粉かごに着いた状態の花粉の塊。健康食品として利用される花粉

はこれを乾燥したもので、同様に粒状をしている。

Pollen substitute�

� � ［代用花粉］

大豆粉やスキムミルク粉、ビール酵母、それらのミックスなど花粉

の代わりにミツバチに与えて蜂児養成を促進するもの。

Pollen supplement�

� � ［補充花粉］

花粉不足時期に、あらかじめミツバチから得ておいた花粉を給餌し

て蜂児養成を促進するもの。

Pollen trap� ［花粉採取器］ 外勤蜂が花粉かごにつけて戻る花粉団子を、人間用に集めるために

巣門に仕掛ける器具。狭い隙間を通り抜けるときに団子が落ちるし

くみが多い。

Pollination� ［花粉媒介］ 種子植物の花粉を葯から花頭に運んで受粉を促す。

Pollinator� ［送粉者］ 花粉の葯から花頭への運搬者。ミツバチ、ハエ、甲虫など。
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Prime swarm� ［第一分蜂］ 母群から最初に出ていく分蜂群で、母女王蜂が娘女王蜂に巣を譲っ

て出て行く。

Proboscis� ［吻］ ミツバチが花の蜜を吸う際に伸ばす口器の部分。

Propolis� ［プロポリス］ ミツバチが植物の樹脂などを原料として、巣板の補強や隙間の充填

に用いるもの。抗菌性など多様な生理活性があり、健康食品として

利用される。起源植物はポプラなどだが、地域によって異なる。別

名 bee glue。

Pupa (pl. -AE)� ［蛹］ ミツバチの発生の第３段階。養蜂の現場では、通常、吐糸幼虫から

前蛹、蛹、出房成虫までを含めて有蓋蜂児とし、卵期、幼虫期を加

えて成育期間と考える。各カーストの有蓋蜂児期間は顕著に異な

り、女王蜂では 7日、雄蜂では 14日、働き蜂では 12日となる。

Q

�

Queen� ［女王蜂］ 生殖能力を発達させた雌蜂。雄蜂と交尾してコロニー内で唯一産卵

をおこなう。 蜂群中には通常 1匹。

Queen cage � ［隔王籠、王篭］ 女王蜂を輸送したり、蜂群に導入するために用いられる小さなケー

ジで、女王蜂と数匹の働き蜂を閉じこめる。

Queen cell� ［王台］ 女王蜂が育つ特別大型の巣房で、通常、下向きの釣鐘状に作られる。

Queen clipping� ［剪翅］ 分蜂群の遺失を防ぐため、分蜂しても遠くに行かないよう女王蜂の

前翅の一部を切っておくこと。

Queen cup� ［王椀］ 蜂ろう製、あるいはプラスチック製のコップ型の小容器で、専用巣

枠の桟に下向きに固定する。卵か若い幼虫を移虫し巣箱に戻す。受

け入れられると、育児蜂が給餌し、蝋を盛って王台を形成する。

Queen excluder� ［隔王板］ 巣箱内で女王蜂や雄蜂の通行を妨げるための器具。多段式巣箱の上

下を分離して女王蜂の産卵をした側の育児箱に制限する場合など

に使用する。金属やプラスチック製の板状で働き蜂だけが通り抜け

られる幅の穴があるのか同様の網状のもの。

Queen rearing�［女王蜂養成］ 優良系統育種や蜂群管理のために人工王台で女王蜂を成育させる

こと。

Queenless colony� ［無王群］ 女王蜂がいない蜂群。

Queenright colony� ［有王群］ 受精卵を産む女王蜂がいる蜂群。

Queen substance �

� � ［女王物質］

女王蜂の大あご腺から出されるフェロモンで、体表についているの

を働き蜂が交互になめて、女王蜂の存在を知らせるために、口移し

で仲間に広め、蜂群全体に拡げていく。女王物質は働き蜂の卵巣の

発育を抑える働きがある。

R

�

Requeen� ［女王蜂の更新］ 古い女王蜂を取り除いて新たに女王蜂を導入すること。

Rendering wax� ［製ロウ］ 巣板や巣蓋を溶解して、不純物を除去し、蜂ろうを抽出すること（簡

易精製）。

���



Robbing� ［盗蜂］ 外勤蜂が他群の巣に侵入して貯蜜（や花粉）を盗み出すこと。病気

の伝播において原因経路の一つと考えられている。

Royal jelly�［ローヤルゼリー］ 若い育児蜂が花粉やハチミツを食べて下咽頭腺と大あご腺などか

ら分泌する、乳白色で栄養価の高い蜂児の餌。王台内の幼虫はこれ

を大量に与えられて女王蜂に成長する。

S

�

Sacbrood�

� � ［サックブルード病］

ウイルスに感染した蜂児が、前蛹期に袋状になり、頭部側に水がた

まった状態になって死亡する病気。東南アジアから南アジアにかけ

ては、1980年代を中心に多数のトウヨウミツバチがこのウイルス

が原因で死亡（蜂群が壊滅）したとされる（タイサックブルード）。

現在もトウヨウミツバチでは主要な病気だが、セイヨウミツバチで

は重症例は知られていない。

Scout bees� ［偵察蜂］ 特定の目的地をめざすのでなく、花粉、花蜜、プロポリス、水、あ

るいは分蜂群の新たな営巣場所を探すために、飛び回る外勤蜂。

Sealed brood� ［有蓋巣房］ 蛹期の蜂児には巣房に蓋がかけられており、このように呼ぶ。

Capped broodとも呼ぶこともある。

Self-pollination� ［自家受粉］ 同一植物体で、花粉の受粉が行われること。

Skep� ［スケップ／藁巣箱］ 藁などを束ねて作るドーム型のヨーロッパの伝統巣箱。

Small hive beetle� ［ハチノス

ムクゲケシキスイ］

ハチノスムクゲケシキスイ Aethina tumida は甲虫で、その幼虫が

ミツバチの巣板を食害する。南アフリカから急速に世界中に広がり

を見せている。SHBと略す。

Smoker� ［燻煙器］ 内検作業時にミツバチをおとなしくするために用いる。麻布、樹皮、

紙などをゆっくり燃焼させ、あまり熱くない煙を吹きかけてミツバ

チを追い払う。

Solar wax melter /extractor�

［太陽熱製ろう器］

巣板や巣蓋を溶かして蜂ろうを回収する器具。上部のガラス越しに

入る太陽熱を利用するので、加熱しすぎず、引火の危険もなく省エ

ネルギー。

Spermatheca� ［貯精嚢］ 女王蜂の腹部にあり、交尾した雄から受け取った精子を貯めておく

器官。

Sting� ［刺針］ 働き蜂も女王蜂も有する武器であるが、働き蜂の刺針はより大型の

外敵にも対抗できるよう、刺したときに相手の皮膚に残り、毒液の

注入を続けることができる。

Sucrose� ［ショ糖］ 花蜜に含まれる最も一般的な糖（二糖類）で、ハチミツになる過程

ではミツバチが加える酵素によって果糖とブドウ糖に分解される。

Sugar syrup� ［給餌用糖液］ 花蜜が不足する時期に養蜂家が蜂群に与える。一般的にはショ糖な

どを温水で溶いた濃厚な糖液。

Supersedure� ［女王蜂更新］ 旧女王蜂が新たに生まれた自分の娘である新女王蜂に取って代わ

られる自然な女王蜂の更新（分蜂を伴わない）。

Surplus honey�

� � ［余剰ハチミツ］

蜂群にとってその維持に必要な量以上のハチミツ。大流蜜による収

穫とは異なるが、養蜂家は折を見てこれを収穫する。

���



Swarm� ［分蜂群］ ミツバチが増殖のために、新しい営巣場所を求めて母群から巣分か

れして出てきた女王蜂を含む蜂群の一部。あるいは単に巣箱外にい

るミツバチの集団を示すこともある。

Swarming� ［分蜂］ 自然状態におけるミツバチの増殖過程。

T

�

Tested queen� ［優良種蜂］ 同系統の雄蜂と交尾し、すでに良い形質の子孫を産んでいて、優れ

た蜂群をつくる見込みがある女王蜂。

Thermoregulation�

� � ［温度制御］

ミツバチは巣内の温度を、年間を通じて 34±1�に維持している。

この性質を指す。

Thorax� ［胸部］ ミツバチの体の第 2番目の部分。内部は翅を動かす飛翔筋が主要な

部分で、この筋肉によって発熱する。外部には翅と肢を有する。

Top bar� ［トップバー、上桟］ 可動巣枠の上桟。ケニア・トップ・バー・ハイヴのように枠ではな

く、元々このトップバー部分しかない巣箱もある。

Tropilaelaps clareae�

� � ［ミツバチトゲダニ］

外部寄生性の吸血ダニで原産地の東南アジアでは、ミツバチヘギイ

タダニよりも大きな被害を与えるといわれる。低温に弱く、蜂児な

しで生存できないので、越冬条件が厳しい地域（女王蜂の産卵が冬

季に 1か月程度停止する）では、発生することはないと考えられて

いる。

U

�

Uncapping knife� ［蜜刀］ 巣板からハチミツを分離する際に、抽出を容易にするため蜜蓋を切

り落とす道具。ろうを切りやすくするため、ナイフは電気や蒸気で

温めて使うものが多い。櫛形のものもあり uncapping forkと呼ば

れる。

Uniting� ［合同］ 多数の働き蜂がいる強群にすべく２群以上の蜂群を１群にまとめ

ること。

Unsealed brood� [無蓋蜂児] 働き蜂によってまだ蓋掛けをされていない蜂児（卵と幼虫）。�

V

Varroa destructor�

� � ［ミツバチヘギイタダニ］

バロア病をおこす外部寄生性の吸血ダニ。以前は V. jacobsoniとさ

れていた。ミツバチヘギイタダニは、吸血による羽化不全（翅の縮

れや肢の奇形など）、吸血孔からの細菌の感染による敗血症、ウイ

ルスの媒介などを通じて、蜂群に大きな影響を与える。このダニは

春期には雄蜂児で繁殖するので、ダニが発生していても蜂群への影

響が限定的で気づきにくい。夏になると、雄蜂の生産が停止するた

め、大量のダニが一気に働き蜂の蜂児に寄生するようになる。多く

の場合、重寄生となって寄生された働き蜂が羽化できないため、蜂

群の壊滅など重大な被害につながる（夏の大発生）。

Varroosis� ［バロア病］ ミツバチヘギイタダニによる感染症。寄生が軽微な場合でも働き蜂

の羽化不全が起こり、翅が縮れて飛べないものが現れる。寄生が重

度となると敗血症を起こして蛹の後期に死亡する。ウイルス感染を

併発することもある。寄生率が高い場合には蜂群の急速な崩壊が生

じる。

���



Venom allergy�

� � ［蜂毒アレルギー］

蜂に刺されると生体が反応を起こすことで、赤くはれる、かゆみが

ある程度から生死に関わるアナフィラキシーショックまで様々。一

度刺されて異常な反応が出た場合は再びミツバチに接触する前に

皮膚科医に相談すべき。

Venom gland� ［毒腺］ ミツバチの雌（働き蜂および女王蜂）が刺針行動の際、分泌する毒

成分を生成する器官。Poison glandとも呼ぶ。

Venom hypersensitivity�

� � ［蜂毒過敏症］

蜂に刺されるとアナフィラキシーショックを起こす懸念がある状

態。過敏症の人は暖かい季節に外出する際、緊急対策キットの携帯

が望まれる。

Venom sac� ［毒嚢］ 毒腺で生成された毒液を蓄えておく袋状の器官。刺針の際は針と一

緒に腹部から脱落する。Poison sacともいう。

Virgin queen� ［未交尾女王］ 王台から羽化して出たが、まだ雄蜂と交尾し、貯精していない女王

蜂。Mated Queenの対語。

W

�

Waggle dance�

� � � ［尻振りダンス］

外勤蜂が仲間に採餌先の場所を伝えるために巣門付近で踊るダン

スで、距離と方角の報を含んでいる。

Winter cluster� ［越冬蜂球］ 越冬中、外気温が低下したときに巣箱内で熱を発生するために、成

蜂が球状に密集するもの。

Wax glands  � ［ろう腺］ 働き蜂の腹部の先端から４節には腹側に各一対の蝋の分泌腺があ

り、ここから蝋を分泌する。

Wax moth �

� � ［ハチノスツヅリガ］

Galleria mellonella の幼虫が巣板に、絹糸と糞で身を守るためのト

ンネルを造り、移動しながら巣板を食害する。保存中の巣板への食

害が問題。花粉などが残っている場合や、出房直後の巣房がある場

合によく発生する。夏場の高温時に被害が大きい。

Worker � ［働き蜂］ 産卵器官の発達が抑制された雌蜂。蜂群で必要な全ての仕事を日齢

に応じて分業している。卵巣を有するが有精卵の産卵はできない。

Worker cell� ［蜂児巣房］ ミツバチの巣の中で最もよく見られる巣房で、女王蜂は受精卵を産

み、働き蜂が育つ。ハチミツや花粉の貯蔵にも使われる。

Wax scale� ［ろう片］ 働き蜂腹部先端から４節の腹板には各一対のろう分泌腺があり、こ

こから分泌され、空気に触れて固化した蝋の薄片。ミツバチはこれ

を噛んで唾液と混ぜて、巣板や巣房の蓋など巣作りに使う。
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