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リンゴの花上のマメコバチ（雌）

マメコバチ成虫の雌（左）と雄（右）



マメコバチ巣群小屋

上：増殖用 下：受粉用



実用化技術レポートの刊行に当たつて

我が国の農業は諸情勢の変化vc即応し，いくたの困難な条件を克服して

発展してきた。

しかし，最近の世界の穀物布給のひっ迫傾向等の中で，我が国農産物の

自給力の向上が強く疲請され，水田の扁度利用，裏作利用の増進，飼料作

物の牛廂増強等生産対策の強化などが必要とされてぎているり

吐た．股梨内部vcおいても，枚培1'fJll(の粗放化や家畜飼養の多姐化等に

よる環境汚染など新しい問題が派牛して食ている。

これ注で．国及び都泊府県の股兄関係試験研究機関では，新しい技術の

開発VCより腹業tt産の拡人筈vc大含＜貞献してきたが，以上のような農業

内外の種々の要請に応えていくため忙は研究成果である新技術を，広範に

しかも迅沈収 i~及することか益々 ,ri:,校胚なってきている。

農林水産技術会議事務｝，りでは，昭和 48年度からこのような新しく開発さ

れた技術のうも，比較的仏城ltC現場V□釦11で合ると期待されるものをとり

上げ，普及，行政等の関係者の実践的な手引』として活用できるよう随時

取り注とめ， 「実用化技術レポート」という名称のもとに、ンリーズとして

刊行している。

この冊子は．このシリーズの一つであり．この冊H・が新技術の迅速な普

及，定着代役立つととも匹腹業の発展の一助となることを期待する。

終わり vc.取りまとめ化当たって御協力を賜わった関係者各位に．深く

感謝の意を表する次第である。

昭和 56年 1月

農林水産技術会議事務局長

川雌良
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はしがき

りんご，なし もも， うめ咋，落莱果樹の多くは他家受粉であり，昆虫

(ICよる受粉を必要とする。しかし，これらの果樹とくにりんごでは病害

虫防除のため多くの農薬を散布する栽培体系をとっており，受粉に役立つ

訪花昆虫までも，その活動が著しく制限されている。

このため， りんごでは結実を確保する (ICは，人工受粉が不可欠の作業と

されている。しかし，その労力は通常 10 a当たり約 3人を必要とするぅ

え，実施 ii]能期間はtm化期間だけの極めて短期tlllvc限られる。しかもこの

時期は，水稲の移植期と競合することが多く， りんご栽培地帯では短期間

に机中的忙労働力が必要とされる。

牒村労働）Jが減少している現在，人lこ受粉労力の確保は， りんご生産に

とって重大な問題である。この省力化の手段として機械化が試みられてい

るが注だ実用段階に至っていない。こうした背景から， りんごの受粉には

訪化見虫の人T培殖(ICよる積極的なが，HJがlt:JHかされている。

訪花昆虫の活用については，既忙「・ンマハナアプの増殖と利用」（実用

化技術レポート No.8. 昭和 49年 3月）が発刊されているが，その後の研究

(ICよって，マメコバチがより有効な手段として実用に供しうることが実証

された。本レポートは，その成果をとり主とめたものである。

今後， この技術の活用忙よって，受粉労力の省力化が図られることを期

待するものである。末尾ながら，このレポートの執筆に当られた青森県り

んど試験場，山田研究管理員はじめ，共同研究(IC当られた，秋田，山形，

岩手各県の関係者に深く謝意を表する次第である。

昭和 55年 1l月

東北地域技術連絡会議議長

東北農業試験場長

出井嘉光
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I技術開発の背景とねらい

この技術の最大のねらいは， リンゴの省））．安定生産の観点から，受粉

vc訪花昆虫のマメコバチを利mしようということであるが，技術開発の背

景は次のとおりである。

リンゴ，ナ、ンなどの落免果樹では従来から人工受粉が広く行われてむた。

この技術はリンゴの安定牛廂のためには不可欠の手法とされ，今もなお!)fl

花から満開←主での短期間に IOa•'りたり 20 時間もの労力を仇中的に投人し

て行われている。このため短期間に雇用労）］を1f':める必り2があり，一部地

域では学童の腹繁期休咄， 自衛隊への援農要詰などが行われて社会間題と

さえなっている。注た，東北の北部では水稲の移棺時期と重なることが多

く，農家は1且年その労力配分に苦慮している。

このような1『限からリンゴの受粉を省力化しようとする試みは以前から

行われて含た。その一つは受粉の機械化であり，他の一つは訪花昆虫の利

川である。このうち受粉の機械化は，化粉の大r.t収集を必要とするため，

まだ普及の段階にーまで至っていない。一方，訪花昆虫の利用ではすでにミ

ッパチを利用する方法が一部地区で行われて食たが， この方法はミツバチ

を移動養蜂家に依存せざるを得ないという点で限界があり，また，広い活

動範囲をもつという習性から，わが国のような規模の小さい集約的な栽培

では必ずしも受け入れられない場合がある。

このような点から，昭和 44年より村森県をじ壺県として，秋田， 山形，

岩手の各県協力のドに総合助成試験「東樹の訪花昆虫の保護利用に関する

試験」が行われた。夜允昭和 47年から 5カ年間，青森県において総合

助成試験「訪花昆虫利用効果の実証」に関する研究が実施され， _J:_として

マメコバチを対象に増殖法の改善と結実効果について現地'kttif.を行なって

含た。

本技術レポートはこれらの成果在｝：り ：1とめたものである。



II 技術の特徴と効果

ァ．訪花昆虫による受粉は．人工受粉に比べて極めて省力的な方法であ

り，特に開花期の受粉労力はほとんど不要である。そのために，稲作

兼業農家では稲作との労力競合も解哨し． リンゴ専業農家では自家労

力を摘花忙よる着果景調幣のような新しい技術の導入に利)fjすること

も可能となる。しかし，訪花昆虫による果樹等作物の受粉はl直接の受

粉行動を昆虫が荷なうために．人工受粉のように花を選択しながら受

粉することはできないし，異品種の花粉を計画的に与えて受粉させる

こともで含ない。また，低温降雨の l」は括動しないという不都合な

面もある。

ィ．マメコバチは他の訪化昆虫，たとえばミツバチに比較した場合，増

殖に時間がかかるという難点を持っているが，反面，次のような利点

を備えているため．従来ミツバチの導入され忙くいようなところでも，

広く利用できる可能性がある。すなわち，飼育が簡It"-で，飼養期間も

5月の約 1か月問だけに限られ，飼育忙当っての而倒な手続きが不用

た上，人畜に対する危険もほとんどない。そのために，養蜂の専門家

でなく，個々の農家で容易に飼育することがでぎ利用のしかたによ

っては利用範囲の設定や活動時期の調節なども可能である。

なお．この技術の導入効果については，次章に列記したとおりであ

る。

2
 



III マメコバチの増殖と利用

1. 適用条 件

マメコパチをリンゴの受粉忙利用しようとする場合は，次のような適

用条件を満足しなければならない。

ァ． マメコバチは少しずつ移動しながら次々と数十個の花を訪れ，花粉

と蜜を北めて巣に帰ることを繰り返す習性をもつので，園内に同一品

種だけ-主とめて栽植じてあるところでは，異品種の花粉が入り込む余

地がなく，受精がう注くゆかない恐れがある。このため，受粉親和性

を有する品種の混植が必要であり，単植状態のところでは，他の受粉

法の補助的手段として考えるぺ入である。

ィ．開花期(IC.fl中の気湿が l6℃以上あることが必要で， 16℃以下では

蜂の活動時間が少なく，充分な受粉活動が期待で食ない。

ゥ．マメコバチは，農薬代よってその活動や増殖がはなはだしく阻布さ

れる。そのため，マメコパチ利用園では，ハチが活動する開化1(1前や

落花直後には，有害な農然を使用しないよう注意する必要がある。と

＜匹共同防除組合内では， しばしばそれが困難になることがあるので，

で含れば地域全体でマメコバチを飼育するようにし，防除組合管内の

薬剤散布をマメコバチに影響のないよう調幣することが望主しい。

工．各種の背景から蜂の活動時期を調節するため(IC. 冷蔵することので

含る施設が必要である。しかし，冷蔵施設としては特別なものは必要

とせず，少量の場合では家庭用冷蔵庫を，量が多いときはリンゴ貯蔵

用冷蔵庫を使用すればよい。

2. ポリネーターとしての特性

(1) マメコバチの生活史

北17-1,:(ICL・ けるマメこ1バチのJr'.i年魚Y:.i/Ml年 l化性で，成虫且 4月 1・・

～中旬から活動し始める（図m-1)。雄は雌より約 1週間ぽど早く

から活動しはじめ，栄養を摂取した後，士ゆから脱出した直後の雌と

ー
•• 
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図m-1 マメコバチの周年経過

交尾をし，雌の営巣が盛ん花なる頃忙は果の付近から姿を哨す。一方，

交尾を終った雌は，数nから 1週間位の栄狡摂収期間（廂卵前期間）

を必要とし，この間に吸蜜と休息を行う。休息時は陽当たりのよい樹

幹，板べい，嘩面などの暖かい場所を選んで静j卜している。営巣は 5

月上～中旬を中心代約 1か月間行われ，その時期はオオトウ，ナ・ン，

モモ， リンゴなどの開花期と一致する。その間好天の日を選んで独房

作りを紐け， 1宰が完成するごと匠廂卵を行う。そのため幼虫は南卵

日忙ょって発育程渡が異なり， 1本の筒VCI 0数個の独房が完成する

頃忙奥の独房では幼虫化なっているものが名い。

卵期間は 7~ 10日で， ふ化した幼虫は親の作った花粉団子を食ペ

て発育し，餌を食いつくした段階で注ゆを作り，長い前蛹期間を経た

後， 7月下旬頃から蛹となる。 8月下旬代は羽化するが，成虫はまゆ

から脱出しないでその弁注休眠して越冬匠入る。

(2) マメコバチの営巣習性

産卵前期間を経過したマメコバチの雌は， その多くの個体が自分の
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生注れた場所胚帰って含て営巣活動に入る。巣はアッ，竹，紙などの

筒や，朽木の甲虫脱出孔などvc作られる。この時，多くの筒を注とめ

ておくと，多数の蜂が集って食て個々の筒胚営巣する習性があるので，

容品に。仇中管理をすることができる。

マメゴバチの営果括動は注ず巣筒の探索から始きる。そして，多く

の箇侭出人して内部、点検を行いながら，適当な筒を見つける注で探索

行動を続ける。巣筒を決めると，筒内の情帰にとりかかり，アシ筒の

内側(ICある湘い膜， 古い巣筒の注ゆや，什切り様につかった土塊など

を幣即するため，一部紅箇の奥VC押し込め，一部nぁごでくわえて筒

外侭炒出する。

情帰が終ると湿った士を筒内忙搬入し，底墜の作製化とりかかる。

t塊け湿気のある-1:手．水路緑などからあごで削りとり，吐るめてか

らfIV. こくわえて巣内に搬入する。箇内での堺竹りはあごをf!l.iって堀っ

たI:を筒の内様に浄り爪ねるイ午党で， 6 ~ 7 ifllの繰返しで，隈はでぎ

あかる。

底増がりじ成すると花粉採りさを行う。この時の訪化行動が受粉の役 tJ

をするもので，訪花中花粉は腹部腹面の花粉収容毛に集め，蜜は冑侭

飲み込んで巣に搬入する。帰巣した蜂は注ず頭部より筒に入り，先に

搬入されている花粉塊VC口部を接するよう作して胄から蜜を吐合出す。

次いでそのま吐後退し，一且外へ出てから向含を変え，今度は後向松

忙入り，腹部の花粉収容毛忙集めて食た花粉を脚で払い落とし，花粉

塊を大食くしてゆく。

このよう侭して， 15~20回程度の花粉採集旅行を繰返し，花粉が

充分な量に達するとその」：胚産卵する。芹卵時は，蜂が後向食胚筒忙

入り，尾端を花粉塊に突含差し，そのまま卵をしぼり出すよう化して，

腹部を持ち上けながら産みつける。産卵が終ると，土塊を搬入して仕

切l1tを作る。これで 1つの独））］が完成する。この行動を蝕辿して， 1 

本のt1iVCl 0個内外，多いもので 20個位の独房を作り，最後に入口近

((IC)'/いい¥tをつくり，合ら侭人 rtVCtlしっかりした日令を作って寒

ぎ，図 Ill--2のよう作巣が完成する。なお，この間の行動様式を図示
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したのが図 Ill-3である。
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図m-2 マメコパチの巣の模式図

脱 出 脱出場所へ帰郷 花粉・蜜の採佑

交 尾 果 の 選 択 花粉・蜜の貯蔵

摂 食 掃 じ 産 卵

休 自”ヽ :I: 取場の選択 独房墜作製

卵果発達 底 様 作 製 入口空室嘩作製

入 ロ 閉 鉗

図m-3 マメコパチ雌蜂の行動様式
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(3) マメコバチの訪花性

ア訪花植物

マメコバチが訪れる植物は， これ-生でVC20科 67種以上が知られ

ている。雌Hf虻 .1:って訪花柏物(/)釉類はやや異なるが，その種類は

雌雄とも侭 55種が記録されている。訪花の目的は， (i)ハチ自身の栄

養源として蜜と花粉を摂取するため，②幼虫の餌としての花粉及び

蜜を採mするためである。

栄佼摂取の行動は雌雄とも (IC行ない，訪れる花の種類も極めて多

い。い介(IC間化するフキ，ハコペ，ヤナギ類，アマナ，アンズなど

それそれの地方の柏物を iめれ，吐た，樹液や薄めた蛉蜜化も tn,生る

ことがある。このような吸蜜行動は主として成虫の脱出直後によく

観察される。しかし， この訪花行動を受粉匹利用しようとしてもハ

チの訪花行動，訪花対象植物の多様性，満腹時の訪花中止などの理

由から必ずしも充分な結果は得られない。

第 2の訪花目的は，当然ながら雌匠限定された行動である。この

目的で訪れる植物は①の場合より幾分限定され，一般に花粉鼠の多

い植物が選ばれる。北日本ではこのような時期代開花するバラ科の

樹種を好む傾向があり，オウトウ， リンゴ，ナシ，モモでは図皿ー 4

のよう侭ハチの営巣時期と開花期が一致するので受粉に好適である。

アンズ

I Iソメイヨ・ンノ
I Iモ

オオトウ

1)ンゴ（紅fl

120 
IJ ンゴ ll"i~:)

。J ＞ i 2 ＼ ％ 25 30 ％
 

10 15 20 25 3tJ 

● ：枯動佑発 O: 佑動あり . : fl, 動な L

図m-4 主な果樹の開花期とマメコパチの活動消長（青森りんこ＂試 1969)
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ィ．訪花能力

マメコバチのリンゴにおける/~.位時間当たりの訪花数は，｀］舌動時

の温腹，索り上の化粉械，蛉の大紅さなどにようてlr:1 iされるが， 1 

回の花粉採躾旅行で訪れる花の牧は， 20~35個（平均 27伽l)程度

である。そして，訪花中の 1分間当たり訪花数，柱頭との接触率か

ら求められる個体当たりの Beeunit (ミツバチを 1とした指数）

は 2.29~7.75で， ミツバチのそれよりはるか忙大紅い。これは他の

訪花昆虫と比較しても，クマバチ，マルハナバチなど大型訪花昆虫

に次ぐもので，ハナアプ，、ンマハナアプ，ササキヒメハナバチなど

よりもはるかに優れている。また，訪花時の行動は約の上を歩含廻

りながら花粉を集めるため， リンゴ，ナ・ン，モモなどでは花器の構

造から柱頭との接触率が極めて高く， これらの受粉に適している。

ゥ．天候と活動 性

マメコバチの活動が最も影響を受ける気象条件は低温と降雨であ

る。この時期の降雨の日は， t在とんど低湿となるため，降雨自体の

影響を，低温の影響と[:!分して確認することはでれないが．降雨が

ハチ忙物理的な影響を与えていることは確かである。

低湿時には. :j:_として＇醤果中の筒内 (IC入って休止しており，湿度

が上昇して条件がよくなると飛び立つ。しかし，活動の下限温度（

14 ~ 15℃)では飛び出しても，陽当たりのよい暖かい場所で暖を

とる時間が長くなる。もちろん，翡湿になれば休止時間は次第に縮

主り，営巣活動に専念するようになる。

青森県(ICおいてリソゴの開花期間中(IC' マメコバチがまったく活

動で含ないような気象条件の年は，少なくとも過去30年間では認め

られていない。開花から禍開までの期間に，気混が日中で 16℃以上

に達した時間数は，過去の資料ではデリシャス系品種で24~ 77時

問，国光で 30~76時間程度であった。これはマメコバチが活動で

きないような低温の年では開花時期が遅れたり，開花期問もそれだ

け長引くためであると考えられる。

強風はハチの行動を幾分阻害するが，翡温で晴れている場合には，

8
 



泊動がそれ程衰えることはなぃ。また，夜間は営巣中の筒内(1(入り，

休止している。

3. 増殖とその保護

マメコバチを受粉に利川しようとする場合はそれに先立ってマメコバ

チを大贔に増殆しなければならないが，その方法は次のようにして行う。

(1) たね蜂の導入

ア． 飼養農家からの分譲

利用妬充分な闊のマメコバチを飼）ている牒家では，販,if.をll的

としない限り，それ以上ハチの増殖を必要としない。一方，ハチは

受粉に利用しているうちに自然に増加するから，その農家では余分

のハチを他に分譲することがで含る。しかし，多くの場合このよう

な悶家でも，ハチを巣筒のま注分譲すると自分のハチが減り，受粉

利用に支障を含たすことになるため，あらかじめ新しいアジ筒を入

れた果筍を， 1年Ill!分浪希沼腹家からあずかり，それに営果したも

のを分譲する方法がよい。この方法は確実であり， しかも飼裕者の

増加と共忙供給量が増えるため好ましい方法といえる。この場合，

天敵の発生が多い群からの分譲筒では，その後に天敵の寄生率が ;•.~:i

くなることが多いので，あらかじめ天敵を除去してから利用するよ

うに汗意する。

ィ． 野生パチの導入

マメコバチがまだ活動を始めない 4月上旬頃，野生のマメコバチ

が多い地域にアジ筒のトラップをつけておき， 7月以降に1叫収する

と野生蜂を導入することができる。方法としては数百本のアシ筒を

束ねてトラップとし，家屋，物樅小困，弁庫などの軒下に固定して

おくだけでよい。

マメコバチは一般に山間の集落地で密度が邸いが，たねバチ採出

だけを目的とする場合は，マメコバチを多悶に飼捉しているiJさi各地

の建物に， トラップを仕掛けておいてもよい。しかし， このように

＇ 
l
.
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して得たたねバチは，他の筒党果性蛉類のドロバチ，ノ、キリバチ，

ジガバチなどの混在することが多いので，冬季に筒を割ってそれら

を除去しておいた方がよい。

(2) 巣群の設置

ここでは，果筒を入れた果箱を多数位めて竹刑している場所を巣群

というが，巣群は次のよう忙して設i社する。

ァ．巣群小屋

園内の建物の嘩面を利川するか，あるいはマメコバチの成虫脱出

期に開花梢物のあるところに簡wな小射を建て， これを巣群に利用

する。巣群小屋はある程度大含い方が蜂の増殖によいが，持ってい

るたね蜂の量でも，その大合さを加滅する。 リンゴ箱 10個分位の

巣群であれば， f在ぼ 2列忙 5段入る :1.am'秤度の面積で，翡さは 2

mくらいの小屋でよい。

小尾は，鉄柱，木材，合成樹脂バイプなどで骨組を作り，「｝手の

シートで側血と天井を囲う。その中央に伐箱 I0個を．筒 flが外側

に向くよう 2列忙積み重ね，ハチが前後から出入りできるようにす

る。巣箱は地面妬直接個かないよう台の_Uてのせるか，最下段を空

箱とする。巣箱の前後にそれぞれ 50~60叩離して深さ 40~50cm

の溝を堀り， これをハチの士取り場とする。最後に前後の出人口忙

防鳥網（スズメが入れない程度のもの）を張っておく。防鳥網は士

取り楊をも役うよう (IC 余裕をつH て ~J~),、:, r .tい。

ィ．巣箱及び 巣 筒

巣箱はリンゴ箱の底を抜含，側fill和いくらか補強する程度で作る

ことができる。

巣筒は，原則としてアーンを切断して使用する。切り）jは節を中

にして左右から蛉が入れるよう (ICし， 長さは :10cm位花する。太さ

は内径で 6~7rranのものがよく， 6mm以下になると雄の比率が11Jjま

り， 7rran以上では利用率が低下すると共に，仕切嘩を作る作業がそ

れだけ多くなるので好ましくない。利用効率の高い筒の長さは，節



写真llI-1 人口巣筒の種類

上＇．左 2個がピーテル，右 2個が蜂の果，それそれ前 1fnと

後面を示す。

下：紙胆ストローで方が後，中央が加，右か1則由lo

11 
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写真"― 2 紙製ストローと溝板

上：ストロー，右：溝板，左：溝板にストローを挿入した

状態

から片側で 15~20cmでこれより短いものは作られる独房数が少な

く，長いものは中間空室が多くなって，利用効率が低下する。巣筒

を切断するときは，切口が割れたり，刺状に逆立つことがないよう

にするため，鋭利な刃物で 1本ずつ切る。切った筒は 200~300本

ずつ束ねるか，そのままで巣箱にぎっしりと詰める。

アツの代わりに人工巣材を使用する場合は， リンゴ箱の底を抜か

ないでそのまま使用し，背中合せに並ぺるか，小屋の出入口を一面

だけとする。人工巣材としてはピーテル注たは紙製ストローがよい。

ピーテルは，そのま注巣箱に秋み1f(ねておくだけで使用で含るが，

紙製ストローの場合は，溝を切った板に 1本ずつ埋め込み，その板

を爪ねて固く結束し，後面全休に黒いラジャ紙を貼りつけてから巣

箱に入れる。



ィ ． 放 し 飼 い方法

一般のリンゴ［点lでマメコバチを増殖する場合は， 4月上旬から 4

月下旬頃主で冷蔵庫に保竹しておぎ芽出し 10I」後の殺虫剤散布

が終）てから果群に出す。巣箱化人ったものは，そのまま巣群の中

に窄筒の人った巣箱と共に積み爪ねておく。この際，ハチによる営

果字の硲い果箱では I: 2注たは I: 3の割合で空巣を多く与え，

党東中の低い巣箱ではその比を I: 1位に止める。また，天敵除去

の[]的で冬季間にえゆだけを取り出して貯蔵してあるものは放飼箱

に人れ，果筍の直j(iCのせておく。放飼箱は！ワ紙の艇子箱が利用で

き， ~Ill 1Iuの低いところ(IC7 nun位の穴を十数111.1あけて作る。

マメコバチを，牒薬散布の影響がないところで増殖する場合は，

蜂の冷蔵保存を行わず，自然状態でその i·¾ 活動させてよい。この

出合，蜂の枯動期間が艮くなるように，各種の開化植物が連続して

咲き続くような場所に巣群を虻齢するとよい。

(3) 農薬の影響とその排除

ァ． 各種農薬に対するマメコバチ成虫の感受性

マメコバチの成虫に対する農薬の影響は，第 1表のとおりである。

すなわち，殺菌剤ではアプルサン，モノックスでいくらか影響を認

めた事例もあるが，位とんどのものは安全とみられた。

これに対し，殺虫剤では低とんどのものが極めて有害で，わずか

に硫酸ニコチン，硫酸アナバシン， BT剤，デミリンなどが安全で

あるに過ぎなかった。

殺ダニ剤では 2, 3有害なものがあったが，現在一般に使用して

いるものではクロルベンジレートを除いて安全性が扁いといえる。

ィ．農薬害の回避

現行のリンゴ病害虫防除暦では， 芽出し 10日後頃にマメコバチ

に有害な殺虫剤が使用されており，その後の開花直前や落花直後な

どでも，害虫の発生が多いと含は止むを得ずこれらの殺虫剤を使用

することがある。もちろん， これらの殺虫剤はハチが活動している

13 
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表皿ー 1 マメコバチに対する各種農薬の影響

殺虫）Jが強く，影腎が極めて大きいもの

r-BHC NAC ダイアジノン‘

サリチオン ク,.,ルピリホス CYAP 

CVMP フェンバレレート イゾキサチオン

DDVP プロチオホス MEP 

PAP カルクップ MNFA 

殺虫力やや弱いが，影響がみられるもの

DDT PMP バミドチオン

クロルペンジレート 有機硫黄剤
有機硫黄・ピナバクリ
ル

殺虫力弱く， 11とんど影響ないもの

硫酸ニコチン 硫酸アナバッン デミリン

ケルセン フ:,:ニゾプロモレート クロルフェナミ・ジン

PPPS BPPS 
水酸化トリ・ンクロヘキ
ツ 9レスズ、．

マツン rill乳剤 ピナバクリル IJPC 

ジクロン・チウラム 水和硫故 ボリオキッン

マンゼプ ・DPC

期間内は，その活動．増殖保護の観点から絶対忙使用してはいけな

いが， 自然状態でハチを飼育している場合は，蜂が 4月中旬頃から

活動を始めるので，芽出し 10日後の散布による農薬害は回避で含

ない。これを避けるためには，後述のような方法でハチを冷蔵して．

脱出時期を調節しなければならない。また．開花直前化も殺虫剤を

使用したいという理由で，ハチの放し飼い時期をさらに後まで遅ら

すことは好ましくない。ハチを増殖する立場からみれば，蜂の営果

時期が遅れたり．活動期間も短くなったりするなどの理由からであ

る。また．良果が得られる中心花の開花期と，党巣活動とが一致し

なくなる恐れがある。

芽出し後の殺虫剤散布から．ハチを放すまでの期間がどれだけ必

要であるかは．散布した薬剤の種類や，放し飼い後ハチが巣筒から



脱出する主での II数仮よって異なるが，現在一般に使用されている

大部分の殺虫剤ではおおむね 3IIを経過すれば安全である。

(4) 脱出期の調節

いろいろな果樹の開化期と蜂の枯動期を[,i)調させたり，前述のよう

な農北被;11.から!iii避したりする Ii的で，マメコバチの脱出期を遅らせ

ようとする場合u, 5℃前後の低沿；1トで貯蔵すればよい。これ忙よっ

て脱出!VJを約 1か月位まで遅延させることが可能である。ハチを冷蔵

!iii'に取り入れる時期r.t4JL卜旬頃でよいが，で含れば筒内でハチが氾

動を始め，まゆを破る音が間こえるよう VCなったとき (rC人れると，放

し飼いしてから脱出までの期間が短くなり，好結果を得ることができ

る。

主た，マメコバチの脱出期を早くするためには， 20℃前後で加温す

ればよい。ただし，この方法は休眠発育を終了する， 2月以降に限定し

て考えるぺ合で，それ以前の利用に関しては別に検討する必要がある。

(5) 定着率の向上

マメコバチの増殖率は巣群への定粁率の裔低に最も強く影響される。

定稽率を左右する要因としては成虫脱出時の蜜源の有無，鳥類による

捕食量，放し飼い条件，巣材の多少並び忙営巣面の広さ，巣群の大き

さや状態などがあげられる。と〈に蜜源有無の影響が大きく，少ない

場合は遠方に飛散して帰郷しなくなるので， このような園では，脱出

期侭開花する梢物を園内に栽梢しておく必要がある。栽植植物として

は，北日本の場合 4月下旬から 5月上旬化開花するオウトウ，サクラ，ナ

シ，モモなどの樹木か，ナクネ，クンボポなどの草本植物がよい。 園内

に巣箱 1個だけを置かないで，巣群小屋としたり，建物の壁面を利用

するのも定着率を高めるための効果がある。筒を割って取り出したま

ゆを放す場合は，単に放飼箱に入れて放すよりも，筒の中忙雌蜂のま

ゆを抑人して放すと定沿率を恥める効果がある。ただし，この際まゆ

は必ず頭部（小突起のある方）を入口に向けて入れるよう胚注意する。

15 
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(6) 天敵とその駆除

ア．種類と習性

天敵の種類は，表 lll- 2 VCあげたよう VC15種以 I:あり，被布の

大合いものはコナダニの一種，アカマダラカツオプシムシ，ッツハ

ナトゲアシコバチ，スズメ，ムクドリ， ネズミなどである。これら

の天敵はその加害習性から 5つの打リに大別され，それぞれ表VCA~

Eとして示した。

すなわち， Aは巣筒を破壊してハチを食害するもので，これ忙は

ネズミが含注れる。 Bは独房を破壊し，それによって幼虫が死亡す

るもので，マメコバチと同じ筒を利用するミカドドロバチのような

筒営巣性蜂類がある。 Cはマメコバチが集めた花粉団子を主食とす

るもので，この際マメコパチは卵か若齢幼虫のうち匠殺される。コ

ナダニの一種，マルクピッチハンミョウ， トピイロケアリがこれ胚

属し，前 2者は完成した独房にも寄生するが， トピイロケア l)は仕

切壁を作る前の独房を襲う。

Dは卵，幼虫古たは蛹に寄生して死亡させるもので，その寄生の

仕方代は次の 4つの型がある。すなわち，第 1は筒の外側から産卵

管を挿入し，中の幼虫主たは蛹忙産卵するもので、ンリアゲコバチが

これに含古れる。第 2は士嘩を破って独房忙侵入するか，または欠

陥のある独房，つまり，筒に小孔があったり，筒の両端の土壁が崩

れていたり，空間があったりする独房に成虫が侵入して寄生するも

ので， ッツハナトゲア・ンコバ・1・, l:'. メコパ・1・の一•神がこれ vc 含 -:t れ

る。第 3は，巣筒の入口忙産卵しておき，ふ化幼虫が士墜の隔間か

ら侵入して加害するもので，エゾクロツリアプはこの型と考えられ

る。第 4は成虫が営巣中に持ち込むとみられるもので，ネジレパネ

がこれである。

Eにはスス＇メ，ムクドリなど主に成虫を捕食する鳥類が含充れ，

これらはハチが群れて目立つようなところでとくに被害が大きく，羽

化直後に巣群付近で静止しているもの，交尾中のもの，士取り場に

躾まっているものなどが襲われることが多い。注た， Fは本来， lも



表 ill-2 マメコパチの天敵とその防除対策

柚 粕

ダニ類

コナダニ類

Chae todacty lus spp, 
JL虫 類

マルクピッチハンミョウ

Meloe corvinus Ma rseul 
ナガヒョウホンムシ

Ptirnus japonicus Reiter 
アカマダラカツオプシムシ

Trogotleruma variurn Matsumura 
ネ・ジレバオ、<I)I釉

S tylops sp. 

ヒメパチの 1種
Pimpla hokkaidonis (Uchida) 

シリアゲコバチ

Leucospis japonica Walker 
ッツハナトゲアシコパチ

Monodontornerus osrniae Karnijo 
ヒメコバチの 1種

Melittobia acasta Walker 
ミカドドロバチ

Odynerus quadrifasciatus Fabricius 
トピイロケアリ

Lasius niger Linnaeus 
工ゾクロツ 1)アプ

Anthrax jezoensis Matsurnsra 
鳥類

ス ズメ

Passer montanus (Linnaeus) 
ムクドリ

Sturnus cineraceus Temrninck 
哺乳類

クマネス”ミ

Rattus rattus rattus (Linnaeus) 

破',1;(/) 
JmW/¥'! . ~h除対策

多 少

I I~1 C f; りの史沿1

＋ IC 遅放飼しない

++ F 筒の更新

+++ F II 

+ C なし

＋ ID なし

++ ID Imm目以下の
網で隔離

+++ ID H 

+ ID なし

+ I B 網で隔離

+ IC 巣の破製，殺
虫剤注人

+ ID 網で隔離

+++ IE 防鳥網を張る

+++ IE 11 

+++ IA 殺鼠剤

備考 A: 巣筒を破炭して食苔する。

B: 独肘を破壊する。

c: 花粉団-fを食害するか．卵．幼虫も殺す。

I): 幼虫, 1ifJ蛹 父H蛹VCti''I'する，9

F:: 成虫をttllftする，9

F: さゆ骰．，、チの死体などゃi直とするが．牛きた蜂も攻げきする，、

｛ヽ
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写真圃ー 3 コナダニの 1種の移動型ヒポプス

I: : 巣筒の入 I']付近に佑まっている様子

下：成虫の体に付芹している状況



虫類の死がい，注ゆの殻など古い巣の残留物を主食とするものであ

りながら，マメコバチを攻撃するもので，アカマダラカツオプシム

｀ンとナガヒョウホンム、ンがこの型に含注れる。とくに前者は筒壁や

仕切壁を食い破って独房に侵入するため被害が大ぎい。

ィ． 主要天敵の防除対策

コナダニは，一旦増えるとなかなか防除がむずかしい。この対策

としては，少数の巣筒の場合は 3月頃に筒を割ってマメコパチの主

ゆをとり出し， これを冷蔵しておいた後，放飼箱に入れて放し飼い

する。この際，吉ゆ紅ダニが付着しないようた注意する。巣箱数が

多く，主た筒の再利用がでぎるものではハチの脱出時に布，むしろ

などで古巣を覆い，脱出はでぎるが営巣のため匠入れないよう応し

ておく。そして脱出が完了したら巣箱を他所へ移動し，再利用しだ

い場合は焼却する。筒を再び利用する場合は，ハチが営巣で窒ない

ような場所に 1年間おくか，煮沸消毒きたはくん蒸処理をしてから

使用する。

写真Ill-4 マメコパチ成虫の雌（左）と雄（右）

19 
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アカマダラカツオプシム•ン， ナガヒ・1 ウホンム・ン:年も，果筒が古

くなると発牛が多くなるので， これらの天敵が名い場合も，コナダ

二と同様にして巣筒を更新する。

ッツハナトゲアッコバチr.t' ア、ン筒を利）flしている限 h大さな被

1けはないが， 人丁りりの場合は増加する傾向があるので，）•J.rのビー

テルを利用するか，紙製ストローでは板と板の賄間、lHドに板溝と筒

の間隙が狭くなるように配閲して利川する。この他，マメコバチの

活動後に， 3 nvn以下の細かい目の網で榮箱を隠離しても，ある程渡

効果がある。シリアゲコバチ， ヒメコバチ科の一種もほぼこれに祁

じてよいが，稜者では網の効果が期持で紅ない。なわ，網張り lr:tB 

型の加害習性をもつ筒営巣性蜂類忙よる被布防止にも役寸＾つ。

トピイロケアリはその巣を見つけて破壊し，殺虫剤で処即してお

く。

ムクドリ，スズメ等鳥の被害は，マメコバチの成虫活動期忙起り，

その完全な防止は困難であるが，この対策としては，蜂が群れてと

(vc鳥の目につ点易い果群と :L取り場を，すっぼり防鳥網でii)て

鳥の侵入を防ぐのがよい。

ネズミの被害は，主として巣筒の保管中に受けるもので， とく vc
小屋や土蔵の中に密躾して積み重ねておくと起り易い。明る＜いつ

も目のとどく場所に列間をあけて積んでおくようにし，同時忙殺凧

に努める。

(7) 活動終了後の管理

6月以降翌春まで，マメコバチは筒内で経過するので， この間は特

別な管理が不用であるが，次年度の準備や巣箱の移動をするような場

合には次の点に留意する。

ァ．巣群が農作業の邪魔になると含は，巣群を別な場所侭移動しても

よい。移動の時期はハチがまゆを作る 6月下旬以降が望注しいが，

ていねいに扱えばそれ以前でもよい。

ィ．果筒の保管場所は外気がよく通る所とし，暖JjJや冷f分の入る部困



vcは絶対vc入れない。この場合，ネズミの被害にはとくに留意する。

ゥ~ 火敵の f-ll}j及び駆除作業を行う。

工．巣筒，巣群小岸等の材料購入や調整をする。

これら年間の管理作業を要約すると表 m-3のようになる。

表m-3 マメコパチ年間管理作業の要約

月・旬 リンゴの生態

11~3 （休眠 期 ）

LI 

4~ 

巾 （発芽期）

下Ic芽出し10日後頃）

上 IC開花直前）

5~ 中I<開花期）

（落花期）

下I<落花10日後頃）

6~9 

10 

蜂の生態 管理作業

筒内で成虫態休眠 • 巣群小困．巣箱．巣筒の準備

・天敵駆除

――↓ ―------------------------
筒内で活動開始 1 ・蜂を冷蔵庫へ収容

・たね蜂分譲用巣箱の依頼

• 野牛蜂トラップの取付け

冷蔵扉内で活動休11: ・果群小屋の設詔

巣群内で脱出準備 ・蜂を果群へ配置

脱出・交尾・成熟 I • 巣群の見廻り

営巣活動 1 ・巣群の見砲り

活動終了

筒内発育期 •巣箱の移動

・天敵予防対策

•野生蜂トラップの回収

筒内で成虫態休眠

21 



4. 放し飼い方法と結実効果

(1) 巣群の配置

22 

受粉利用を目的とするので，マメコバチの行動が愧］全体化ゆきわた

るよう (!C' 巣群を分散配置しなければならない。花粉採組時における

ハチの行動範囲は，開花植物の分布状態によって左右されるが， 1)ン

ゴ園のように花が全園妬ほぽ均等に分布している場合は，あまり遠く

まで行動しない。ハチによる受粉効果の及ぶ範囲は，巣箱から半径約

40~50 mであるとされているが，均等な結実率を得るためには，蜂

の行動範囲が幾分重複するよう代，巣箱を 60~80m間隔匠配置した

方がよい。すなわち，図 ffl-5の例に示したように，巣群は 36~64

aごと (!C1群を置くことになる。

(2) 放 飼 数

単位面積当たりの必要放

飼数は，開花する全花数

（品種，樹令，栽梢本数で

異なる），開花の消長（品

種構成で異なる），蜂の活

動可能日数（その士地の気

象条件に左右される）など

妬よって変わるが，以下に

一般的な成木園で開花期の

類似したデリ・ンャス系品種

と，ふじが混梢されている

園を想定して求めた。なお，

図m-s リンゴ園における巣群の配置例

面積4ha. 栽tl'i距離7m,10 a当たり 19.1本梢
（ 
ハチの行動半径40m,巣群問距離60m

ハチの活動可能日数は開花から満開古での間を 4日，開花から落花注

での間を 7日とみなした。

ァ. 10 a当たり必要蜂敦

ハチの必要数は着花数，開花消長，マメコパチの訪花能力などか

ら求められる。 10a当たり着花数はデリシャス系品種，ふじに関す

） 



る汽料を欠くため国光並の約 30万個どみなし，開花期間中のマメ

コバチ活動可能日歓が1n. マメコバチの 1日1個体当たり訪花能力

が約 1.000個であるから， 10 a当たり必要ハチ数は雌で 43個体と

なる。しかし，ハチは党巣括動に入った柑後に散が多く，その後死

亡や分散((Cよって次第(IC減少してゆくから，当初の定清数は多く見

秋ってむく必成があり， これを平均のK増として， 14個体を加算

し， 57個体を必要定府雌数とする。

実際の放し飼い忙当たっては雌雄混在したものとして放されるの

で， S7個体の定弟雌数を得る((Cは性比と雌の定箔率を配慮しなけ

ればならない。性比や定府率は巣群によって相当差があるが，ここ

では平均的な値よりやや低く見積って，雌の割合は0.4, 定着率は

0. 25として求めれば必要放飼数は 750個休となる。

ところで，一般匠は筒から取り出したさゆで放し飼いすることは

稀であり，多くの場合は筒匠入ったさまのもので巣群へ配置する。

完成巣のあるアシ筒 1本当たりの平均独房数は 8.15個，筒内の乎

均死亡率は 0.2であるので， 10a当たりの必要たね筒数は115本と

なる。

ィ．巣群 の 規 模

36aに 1か所の巣群では， リンゴ箱匠つめた空のアシ筒 2~3箱

分に対して，たねバチとして 414本(=11.5本 X 36a)の巣筒を置

くのを最低限度とする。一般忙はリンゴ箱 1個を単位とし，その中の

営巣筒数をいちいち数えることをしないで使うことが多い。通常，

増殖と保護の項で述ぺたようにたね巣箱 1個に対して空のアシ筒を

1~3箱分与え，たね巣箱の営巣率によってその割合を加減する。

古た，巣群の作り方は増殖，保護の場合に準じて図ffl-6のように

シートのおおいや防鳥網を取りつける。

(3) 結実効果

ァ． マメコバチの有効範囲

マメコバチの放し飼いによって得られるリンゴの結実率の増加は，

23 



一般に巣群に近いところ

で高く，遠くなる程低下 80 

する。いま，マメコバチ
70 

0: 1968 

● : I碑

が 100~200個体定着し

ていた巣群で実験した結

果によると， リンゴの結

実率の傾斜は巣群から半

結

実

0

0

 

.』

。
6
 

＊ 
50 , • 

径約 40~50mまで続紅 ぎ40

その先は横ばい状態とな

った（図 Ill-6)。その

ため均ーな結実率を得る

代は前述図 lll-5のよう

にハチの行動範囲が重複

するように巣群を配置す

゜
゜゜゜゚

゜
゜

．
 

10 20 30 40 50 60 

繋箱 からの計離 (m)

る。

図皿ー 6 マメコパチ巣群からの
距離と結実率の関係

しかし， リンゴの結実率は，一定のマメコバチを放しても年忙よ

り相当変動する。このことは同じ年の園地間でも，また，他の訪花

昆虫利用の場合でもいえる。理由は， リンゴの結果率がマメコバチ

の数だけに支配されるのではなく，気象条件，栽培条件，樹自体の

生理状態などによっても，大きく左右されるためである。したがっ

て，マメコパチ代よる結実増進効果は，あくまでも相対的なものと

珂！解すぺきである。

イ 訪花毘虫利用による過剰着果とその対策

マメコバチを利用した場合，時にはリンゴが結実過多となり，隔

年結果の原因となることがある。それに対応するため1/Cは花摘みや

摘果剤の利用技術を習得しておく必要がある。

5. 技術導入の効果

(1) 受粉の省力化

訪花昆虫利用侭よって最も期待される効果は受粉労力の省力化であ

24 



る。従来リンゴの人工受粉では，開花盛期の俎期間に 10a当たり屈ぽ

20時間を必要としていたが， この技術を導入することによって，受

粉関連労力をその％以下に低減させることがで食る。

(2) 生産費の低減

人T'~を粉のfl用は花粉開やくと受粉労賃，受粉のための諸材料費を

含めて， 10a当frり約 l5,000円を穀する。これに比べてマメコバチ

を利用する場合では，たねバチが 10年，巣群小屋および巣筒の価tHJ年

薮1i:5年として，ア・ン筒の切断労貨を含めて，その代用は10a当たり

換n:で約 4,400円程腹で，人t受粉の匂以「の経i~ ですむことになる。

注た，ア・ン筒の切断は農閑期匠自家労力で行えば，さらに経費を節減

で食る。

(3) 労働力配分の改善

稲作兼業農家で， リンゴの人工受粉を行う場合は，他の農作業，と

＜匹田梢期の作業とリンゴの受粉が市なり，その労)Jt"iじ分に苦閲する。

しかしこの技術を導入すれば，受粉の労力がほとんど省略でぎるため，

田植に重点をおいた労働力配分が可能となる。

注た， この技術を導入すれば受粉の労力に余裕ができるため，これ

祖でできなかった新しい枝培技術を試みることがでぎる。たとえばリ

ンゴ栽培では腋芽の花，不用側花の摘除たどによって良品質の果実が

得られリンゴの安定生産や品質向l-.を図るたどである。

6. 普及指導上の留意事項

ァ．ハチの増殖は，虹ij防除組緑な中心Kした，集団飼ffによるよう指

導することが望ましい。これによって蜂の定盾率の向上，行動の if(な

りによる結実率の上昇，飼育技術の交換，冷蔵庫の共同利用および病

害虫防除による農薬害から蜂を守るなどの効果が期待でぎる。

ィ．巣材はあらかじめ手配しておかないと，ツーズンになってあわてる

ことが多い。そのために，アシ筒を使う場合はア・ンを秋に睛入してお‘

r
J
 

?
i
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含，冬季暇なと点に切断しておく。人丁」果材も冬から手配しておかな

いと，急、には入年で衣ないこ):があるのでfl.. ~~: する。

ゥ． この技術はすべてのI蘭地に画ー的に利）llで紅るものでた<, t妙'¥1(1j

積地形，品種構成，混梢状況など経営の内容代よっていろいろな形

に応用してゆかなければならない。そのために禾II用忙当たってはこれ

らの点についても充分配慮するよう指導する。
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試験研究結果の概要

昭和 41~ 46年の成禎は．すでに「児樹の訪花昆虫の保護利用に関する試験 I

として報竹されているので．以 Fに昭和 17年以降に得られた tな成果について

概＇）,liを述べる。

ー ほ場における殺虫

剤の影響

マメコバチの雌が，

営巣のため定泊をほぼ

終~. 活動の最も盛ん

なときに散布したとこ

ろ，サリチオン水和剤

1,000倍区では翌 l:lに

ほぽ全滅した。これに

対し, 8 T剤区は 1在と

んど影響を受けず，そ

の後も無散布対照区と

ほぼ変りなく推移した

（図 IV- 1)。
ほ場に置いた巣

箱内での増殖率は

BT剤区でサリチオ

ン区よりも散布前

の定着率が悪かっ

たにもかかわらず．

約 2倍の増殖率で

ぁった。また，新し

く産卵された卵の

その後の生存曲線

では，いずれの区に

おいても特巽的な

死亡がみられず．

100 

。
5
 

巣
箱
当
た
り
枯
動
数
（
雌
）

(,/-~~ 対~\

1!¥''・ OI -, , , , 1 1~1 1 , , , 
・a 

月 5 6 

Et 12 14 16 18 四 22 24 蕊蕊 30 j 

図fo/-1

表 1¥1-1

5 7 

ほ場におけるサリチオン， BT剤の
散布がマメコパチ活動数に対する
影響（青森リんご試 1977)

マメコパチ巣箱当リ活動量並びに筒内
死亡状況（青森りんご試1977)

調査項目 BT区 サリ予ン区 対照lメ．

話動量（成虫• f:l) (T) 956 ns --

内訳｛ 散布前 (A) 434 778 --
散布後 (B) 531 

゜
612 

営巣筒数 (C) 104 1:13 162 

産卵数 (D) 843 4ti5 12(;7 

筒当 9平均産卵歓 (D/C) 8.11 4.50 7.82 

D/T 0.87 060 --
筒内死亡数 51 5 7 

卵不明クし

゜ ゜ ゜幼虫不明死 I 

゜
I 

内訳
蛹・｝戎虫和YI死 13 

゜ ゜コナダニ

゜ ゜
5 

カツオプシム・ン・ヒ• ウホンム・ン I r ., 

゜寄生蜂類 36 

゜ ゜
27 



とくに BT剤の巣内への持ち込みによる影腎は，必められなかった（表 IV-I)。

2 人工巣材別マメコバチの増殖

28 

試験場所ごとにみた各巣材への常巣ヰ；は，いずれの場所でも紙製ストローと

ピーテルが品く，蜂の巣で低かった。 5か11iの平均では，紙製ストロー 12.0%

ピーテル 9.1%. 蜂の巣 1.5%で，特に蜂の屯が劣っていた（図 IV- 2)。

営巣 't (%) 

0 5 0 10 10 0 5 0 5 

~~ 
ピーテル

巣 材

Bee lei 

ピーストロー

蜂の果

図IVー2 マメコパチの人工巣材別営巣率（青森りんご試 1977)

県ぬり：完成巣．白：未完成果

表IV-2 人工巣の種類と要因別死虫率 (5園合計）

吸 因 別 死 亡 芍；

全虫室敷 1・.n虫致 卵 幼虫 前 蛹 蛹

ダニ不明 SL LL 屁訂＇破壊不明 不明

3.721 2,969 0.7 4.8 2.0 1.0 2.5 0.6 3.2 5.4 0.3 

3,333 2,522 I 2 ;3.3 0,7 0.7 3 2 4.8 7.3 I 3 

゜204 1:12 O,!i 2,0 

゜
I 5 12 :1 7.8 :rn G.9 

゜(tl:) SLは石齢幼虫不明死， LLはと齢幼虫心リlfE

成虫

不明捕た

0.3 0.2 

0.4 1.5 

゜
I.:, 

57 % 

ピー""卜 uー冒 88.5劣

峠の榮

全死亡

20.2 

24 :l 

:i,, :1 

産卵された卵の原因

別死亡率をみると. 5 

園全体での全死亡平は

ピーテルが 20.2%, 紙

製ストローが 24.3%, 

蜂の果が 35.3%であっ

た。これは蜂の巣で前

図IV-3 ッツハナトケアシコパチの筒内寄生部位
（青森リんご試 1977)
横線部：筒の両端部の独男
白色部：筒の中央部独房



蛹期忙わけるッツハナトゲ了・ンコバチと， ア・ンプトコバチ代よる死亡が他の巣

材にJI:較して名かったととによる。ッツハナトゲアシコバチの寄牛部位が，中

央部の独 1りに認められるものは．筒原を貫ilflLて］平卵が行われたとみなされる。

中央名IIvc ,,r卵の名いのは．材質あるいは筒l¥t(/) }'lさと関係があるとみられる。

糾製人トロ―nもともと；iりい紙で f'Iられているため，溝板に捜入する際に溝と

ストローの間隔が人§ いと，・;忙「蜂が容易re侵人して寄牛できるため．中央部

!/) rtじ~~、~(トゲア・ンコパチの窃 'I, を受ける例が少なくない（表 IVー 2.図 IVー3)。

3 活動量と結実効果

t 箱で·/~;~泊動をして

いるハ fの延仙勅歓 (LI

・個体歓）と， 新しく作

られた独 /1} 数（ぽぽ fl:11~

牧といー牧する）との間に

け，極めて品い相関関係

が認められ， 直線で回帰

することができた。この

こ,J-から，活動惜を衣わ

す指標としてPf.卵数をm
いることができる。

そこでマメコバチの活

動iiiを，産卵数の対数値

として衣わし，デリシャ

ス系品仲忙おける 11坦ご

t'. (/)、r 均糾 -~,t勺,'との

関係をみると，明瞭

な関係は認められな

かった（図 IV- ti)。

これは，結実に関与

する-,メコバチ以外

の¥I,¥!囚vc' 園地恙が

あるためとみなされる。

そこで1点lごと re効果

を検討することとし，
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巣箱からの距離と結実本との相関関係を求め．所卵数との関係を作図によって

検討した（図 IV- 5)。廂卵数の多いところ和信頼度の，fljい相ltlfY-1係が名くな

り，活動眉が多くなれば．果群付近の命午k平が,Qjまるという傾向がはつきりし

てくることが裏付けられた。

4. 結実効果の年次変動

30 

5か）所の一般I蘭で, 3 ~ 5年問引続きマメコバチを放し飼いし．係，『(+;を，U/J

脊した結児．各l剥ど と の 平 均 粘'Jf.:f.;はかなりなり・/欠変動をしていた (J.il¥l-:!)0

表fJ-3 マメコパチ放飼園における蜂の活動量と結実率の年次変動

園別 年度 定泊手： 活動指数 虫~ft 結実敷
＊ 
rの1,'f柏Ill'

％ 
藤崎町 N 園 1972 24.2 557 

汲3.8
＊＊ 

37A 1,621 ＊＊ 
3 15.8 581 747 58 3 0.1 > P > 0.05 

16.4 228 200 62. 7 ＊＊ 
4 8.5 12:l 202 31. 6 P>O.I 

弘前市 N 園 1972 17.:l 2,397 31 8 ＊＊＊ 
:1 6.8 35 

゜
27.:l P> 01 

4 21.7 815 2,037 :l8. I I'> O I 
.r , 30 8 1.9~9 2,287 26.fi ＊ 
6 17.0 1,032 1,3~3 L5U  0.1 > P>0.05 

弘前市 s憬l 1972 6~l 871 P>o1 
25.6 

76.2 fi29 ** 3 20.6 497 叩2 3~7 p':、0I 

4 7.6 405 1.674 28.0 r> 0 .. 1 

5 2.1 22 111 

6 2.0 61 ,-- 1. 22 
I -― 

弘前 di I園 1973 24.2 762 1.015 34 2 ＊ 
39.9 746 826 34.:l ＊＊ 

4 03 

゜
II 

5 19.8 l ,fi03 2,040 52 8 ＊ 
6 19,0 1.501 1,548 団 .4 0.1 > r> o.o5 

P>o1 板 柳町 N 園 1972 2.<; :1 1,804 
40 :I 

16 l 2,717 ＊＊ 
3 :l6.8 543 488 44 4 P〉r、0.1

37.5 689 5ll 46. 4 P>o I 

4 17.0 370 1.398 力.4 0.1 > r> oos 

5 28.2 l,:l9.1 1,801 35,8 ＊ 
6 9.0 79 218 

＊ 果箱からの距離と結実：名との相関係致 (r)



すなわち，年次疫動はマメコバチの活動指数あるいは産卵数と必ずしも関係な

くみら、II'/c i: え,r,;1、1)1]iii Nl~I Cは， ,,r卵数が 2,000を越えた '72,'74,'75

りよりも， il{JjiJ数が 1,:1-1]f[,¥!(rC ii. -,tった 1976"I''-'l Jjがぬい結'k:中を示した 0 1,,J 

様のことは他のほ LA、rの 1点Ic,: 忍められた J こ ✓) JJ;(囚は， マメコパチによる受

粉I,り動以外の •>.I'I 刈か， リン :i,1> ;f:,'i'(: f('強く IYJり 1ているためと月えられる .. 

なわ， このような;;火験で H, マメコバチの活動贔をほぼ一定 (rCj呆ちながら fj

なうのが叩 tしいが，放飼数を一¥L:(rC しても定ぷ中~，活動 LI 数に年次弟がある

ため，活動：,: の指控とされる,,t卵牧に打を 1「ずることが多かった。

以 Iのようにマメコバ rの放し飢い効果は特庄の放飼Mによって必ずしも -

，,.i! v')鈷ktがIUJiりでさるものでHなく，勺々 1/)鮎't条件 F→ vcおいて果lff付近を

q, 心に HIlJ1'1りな討，火WIAt 幼 'l~ か1:1られるもの（，．もる U

5. 残された問題点

この技術はすで l'C実用化の段階に,tしているが，今後なお，次のような改良

すぺぎ，,,';i_がある。

ア． 人工巣の改良と大量生産体制の確立

火敵の排除を節 r~ にできるような人［果を作る必要かあり，また， ピーテ

八，糾製スト nーなど人「tnのコス I・(/)Ii~ トを含めた人：，i供給/-1,:紺IJがり(:!JI 

る。

イ． 天敵駆除法の改善

とく (rCコ・)ダニとアカマダラカツオプシム・ンは被胄が大きく，現在のとこ

ろ筒を割って駆除する以外に，確実な防除法がない。筒を再利用できるよう

割らないで防除 す る 方 法 の 確¥f.が屯生れる。

ゥ． 最適混植条件の設定

現在の一般園では，訪花昆虫の利用を前提に整然と枝梢した混梢!ilt1はほと

んどみられない。詳’爵体系の中で叩 -:tしい品釉構成と．況梢の仕方を明らか

にしなけれはならない。

工．摘花，摘果法の改善

マメコバチの放飼はが多くなると過剰沿果の傾向が強くなるので，マメコ

バチ (rC無害な摘化剤の開発あるいは安定性の邸い摘果剤の間発が叩される。

:!I 
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