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養蜂業における北海道の森林蜜源の利用実態と将来展望

真坂一彦*

〔キーワード):養蜂業，樹木蜜源，北海道，多様

性，地域性

要旨

北海道における代表的な蜜源はニセアカシア，シ

ナノキ，そしてクローパーで、あり，それにアザミ，

キハダ，ソパ， トチノキと続くなど，蜜源の多様性

が高い.この主要7蜜源植物だけでみると，樹木蜜

源は 66.6%を占め，さらに森林性のアザミを加える

と75.6%に達することから，北海道では森林が重要

な蜜源となっているといえる.道内における蜜源植

物の分布には，植生や土地利用の在り方を反映した

地域性がみられる.ニセアカシアは道央の旧産炭地

に多く，シナノキを対象とした蜂群数は原生的な森

林が残っている道北やオホーツクで多い.蜜源の多

様性や地域性を生む背景には，明治まで過度な山林

利用がなかったことや産炭地だ、ったという歴史的

要因，そして冷温帯林~北方林に特有の樹種構成な

どの気候的要因が指摘できる.日本全体でも蜂蜜生

産量が多いニセアカシアは，侵略的外来種として外

来種問題の姐上に載ったが，ミツバチが果樹野菜の

ポリネーションに欠かせないことから， 2015年，産

業管理外来種に指定された.シナノキは林業上，重

要な樹種でもあり，戦後，広葉樹林の伐採が進んだ

表 1 日本における主要蜜源

木本種

野生種 栽培種

ことで蜂場の小規模化・分散化がすすみ，ヒグマ被

害を誘発したと考えられる.

I はじめに

最近，食糧の安定供給を考える上で，ミツバチを

初めとするハナパチ類が重要な役割を担っている

ことが広く認識されるようになってきた(越中

2010，ジエイコブセン 2008，吉田 2009).この背

景には，アメリカ合衆国に端を発した蜂群崩壊症候

群や， 日本において 2008 年~2009 年に社会問題化

したポリネーター不足による果樹野菜の価格高騰

があげられる.果樹野菜の受粉に使われるミツバチ

は，おもに養蜂家から供与されたセイヨウミツバチ

である(以下， ミツバチとする).ミツバチが利用

されるのはミツバチが家畜であることが大きな理

由だろう.養蜂家がミツバチを飼い慰1[らしてきた歴

史的過程のなかで，花蜜を効率よく大量に集めるこ

とができる系統が自然と選抜され，これが広大な農

地に作付された単一作物・果樹にとってうってつけ

のポリネーターとなった.また近年は，イチゴなど，

ビニールハウスを利用した冬季問における農業生

産の急速な増加によって，ミツバチの需要がますま

す高まっている(越中 2010).食糧生産に必要なミ

ツバチを滞りなく供給するためには，養蜂業の持続

草本種

野生種 栽培種

エゴノキ ウンシュウミカン タチアワユキセンダングサ ソパ

キハダ リンゴ

クロガネモチ

コシアブラ
シナノキ a

ソヨゴ

トチノキ

ニセアカシア
ハゼノキ b

ナタネ

ホワイトクローパー
レンゲ

『日本の主要蜜源11(社団法人日本養蜂はちみつ協会)より 種名は記載のまま引用

記号 a:オオパボダイジュも含まれる， b 中国原産で現在は野生化している.ゴシック体

は本論文で紹介する主要7蜜源植物.
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ではなく，養蜂家の多くが蜜源植物の開花前線を

追って日本を移動する.もちろん移動しない養蜂家

もいるが，本州、| の 7 月 ~8 月は蜜源植物の花が少な

い「花枯れJ，あるいは暑さのために花があっても

流蜜が少ない「夏枯れ」の時期となるため(越中

2010，柚洞 2006)，多くの移動養蜂家にとって北海

道が移動の最終地点となる.必然的に，北海道が日

本でもっとも蜂蜜生産量が多い地域になるだろう

(表 2).しかも，越夏と呼ばれる高温対策が養蜂業

の課題のーっとなっている中で(和田 2009，柚洞

的発展が不可欠なのはいうまでもない

養蜂業は本来，ミツバチを飼って蜂蜜や蜜ロウな

どを採る生業であり，そのため養蜂家にとって蜜源

の確保は死活問題に直結する最優先の課題である.

つまり ，養蜂業の基盤となる蜜源の確保なくして養

蜂業の持続的発展はありえない.しかし基盤となり

うる蜜源植物種は数が絞られる.これはミツバチに

とっての蜜源としての価値が，植物によって大きく

異なるためである.たとえば，社団法人日本養蜂は

ちみつ協会(以下，日蜂協とする)発行の『日本の

主要蜜源11(http://bee.lin.go.jp)にあげられている主

要蜜源は，わずか 16種に過ぎない.その内訳をみ

ると，木本種は 11種，そして革本種は 5種と，木

本種が草本種の 2倍以上となっている(表 1).これ

は草本の花が，樹木の花に比べて地表付近に平面的

に広がるのに対し，樹木の花は大きな樹冠に立体的

に配置されており，単位面積当たりの花量が草本に

比べて樹木の方で多くなるためと考えられる(中村

2009a，佐々木 2010).実際，温帯域では草本類よ

り木本類が蜜源と して大きく貢献しており，単位面

積当たりの蜂蜜生産量は木本種の方が多い傾向が

ある (Ciesla2002) .また，主要蜜源の木本種のうち

野生種が 9種あることは，人里より奥地の森林が重

要な蜜源になっていることを強く示唆している.草

木種に注目 してみると ，5種中 4種が栽培種である

ことから，樹木に比べて平面的という草本種の花分

布の短所は，作付面積の広さによって捕われている

ものと推察される.

樹木が重要な蜜源とはいえ，野生種も栽培種も，

それぞれが気温や降水量などに応じて分布域や作

付け地域が決まっている.図 lは日!峰協が会員に対

するアンケー ト調査を集計して日本の各地域にお

ける主要蜜源を摘出したものだが，地域性がはっき

りと浮き彫りにされている.北海道や東北，北陸な

どに顧著なニセアカシアや トチノキ，シナノキは冷

温帯の落葉広葉樹である し， 四国，九州にみられる

柑橘類は暖温帯地域における主要な果樹である.こ

のような地域性について和田 (2009)は，東日本は

ニセアカシアと トチノキなどによる「山の蜜源J，

西日本はレンゲやミカンなどによる「里の蜜源」と

言い表している.

さらに，植物は同じ種で、あっても生育地の緯度や

標高によって開花期が変わる.蜜源横物もその例外
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2006，関口ら 1954)，近年の夏期の高温化によって，

冷涼な北海道は重要度が増している.図 lに示した

ように，北海道はニセアカシアやシナノキ，クロー

ノ〈ーを主体とした蜜源域であるが，それらを含めた

蜜源植物の利用には，さらに道内においても地域的

な偏りがある(真坂ら 2013).蜜源の利用実態を把

握することは，それぞれの地域において蜜源の管

理・増殖を検討する上での基礎的情報になるだろう.

本論文では， 2013年に日本森林学会誌に掲載され

た拙著論文『養蜂業による樹木蜜源の利用実態一北

海道における多様性と地域性一』をもとに，新たな

データを付け加え，北海道における樹木蜜源の利用

実態を紹介する.北海道を対象とするのは，蜂蜜生

産量が最も多い地域であるだけでなく(表 2)，統計

データとして主要な蜜源植物ごとの単花蜜※註Iの生

産量，蜂群の設置場所，設置数，設置期間などが北

海道農政部生産振興局畜産振興課によって毎年集

計されており，蜜源の利用実態が詳細に分析できる

ためである.まず第 II節において，主要な蜜源植物

(ニセアカシア※註 2，シナノキ※註 3，キハダ， トチ

ノキ，クローパー，ソパ，アザミ)による蜂蜜生産

量とその年次変化を説明する.本論文ではこれら 7

種を主要 7蜜源植物と呼ぶことにする.第 III節で

は，主要 7蜜源植物以外の樹木蜜源について紹介す

る.第 1V節では，北海道内の蜜源利用について振

興局(支庁)単位での地域性を示し，地域性をうむ

背景について検討する.そして第 V 節では，ポリ

ネーションに貸し出されて衰退した蜂群の建勢※註4

にかかわる蜜源樹木について，果樹が主力作物と

なっている後志地方を例に，果樹のポリネーショ

ン・スケジュールと主要 7蜜源植物の採蜜期間の関

表 2 蜂蜜生産量の上位5県

順位 l位

都道府県 北海道

2012年 生産量 (t) 521.9 

% 18.9 

都道府県 北海道

2013年 生産量 (t) 394.4 

% 13.9 

都道府県 長野

2014年 生産量 (t) 361.6 

% 12.7 

係から論じる.ここで，とくにニセアカシアについ

ては社会情勢との関連に焦点を当てる必要がある

だろう.なぜならば，主要7蜜源植物のうち，北米

原産のニセアカシアは侵略的外来種として外来種

問題の姐上に載り，日本各地で駆除対象となった経

緯があったためである.養蜂家らは「アカシアを守

る会」を結成し，蜜源植物としての重要性について

普及啓発活動を展開した.現在，ニセアカシアは産

業管理外来種に指定されている.このような背景か

ら第 1V節では，ニセアカシアが侵略的外来種と

なった「科学的根拠Jを簡単に説明し，その後の顛

末について紹介する.最後に，養蜂業におけるヒグ

マ被害と林業のかかわりを取り上げる.北海道では

戦前から養蜂業が活発で、あったが，北海道でヒグマ

被害が顕在化するのは 1970年代からである.これ

には天然林伐採による蜜源樹木の減少が大きくか

かわっている(間野 2000).そこで第 VII節では，

最近のヒグマによる蜂場の被害の動向と，ヒク、、マが

蜂場を襲うようになった歴史的背景について間野

(2000)の研究成果をもとに紹介する.以上のデー

タを踏まえ，第 VIII節において，北海道の森林が有

数の蜂蜜生産地になった要因と蜜源の将来展望に

ついて議論する.

11.北海道における主要 7蜜源植物

北海道農政部生産振興局畜産振興課調べによる

『みつ源調査等報告書』には， 2007年より毎年の主

要 7蜜源植物による蜂蜜生産量が集計されている

(ただし，トチノキとアザミは 2008年から).報告

書が発行されている 2015年までの 9年間の平均値

について，各蜜源植物間で比較すると，多い順に第

2位: 3 イ立 4位 5位

長野 熊本 秋田 青森

229.9 194.7 180.4 155.3 

8.3 7.0 6.5 5.6 

秋田 熊本 長野 青森 j 

215.8 191.8 179.6 176.9 I 
7.6 6.8 6.3 6.2 

北海道 熊本 秋田 青森

358.6 198.1 164.9 152.0 

12.6 7.0 5.8 5.4 

『養蜂をめぐる情勢~ (農林水産省生産局音産部畜産振興課)より.
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(25.1t) 
A 、、、也、也、弘、也、、I

アザミWY生産量
(26.5t) 2953t 

蜜

図 2 主要 7蜜源植物による蜂蜜の年平均生産量
『みつ源調査等報告書~ (北海道農政部生産振興
局畜産振興課)より.
「その他」の平均 84.ltを含めると年平均総生産

量は 376.ltになる rその他」には百花蜜，イヌ
エンジュ蜜，オオハンゴンソウ蜜，菜の花蜜，
白花豆蜜，タンポポ蜜等が含まれる.なお，百
花蜜には主要 7蜜源植物由来の蜂蜜も混入して
いる場合がある

一位がニセアカシア (91.7t)，第二位がシナノキ

(78.lt) ，そして第三位がクローパー (47.lt) とな

り(図 2)，これら 3種だけで主要 7蜜源植物全体の

73.4%を占めた.図 lに養蜂家が対象とする蜜源植

物に現れたように，北海道における蜜源植物はこの

3種で代表されると言っても良いだろう また主要

7蜜源横物のうち，樹木 4種は全体の 66.6%を占め

た.北海道の樹木蜜源で道外の他地域との違いを際

立たせているのは，シナノキとキハダの 2種といえ

るかもしれない.日蜂協発行『日本の主要蜜源』に

は，シナノキは「トチノキとともに，わが国の山の

代表的みつ源Jと説明されているが，北海道外では

上位三位内に入っていない(図1).実際，シナノキ

蜜は単花蜜としては青森までで，それ以南では他の

蜜源植物の蜂蜜と混じることが多いという(丹羽 ・

羽佐田私信).また，キハダ蜜は北海道で、しか採ら

れていない (HONEYF，ばM2006).東北地方でもま

れに採蜜されることがあるが，単花蜜として市販す

るほどには採れないようである(羽佐田私信).ト

チノキ蜜の生産量が少ないということも北海道の

特徴といえるかもしれない.北海道のトチノキは東

北・北陸地方ほどの優占度はなく(図 1参照)，主

要 7蜜源植物のなかで生産量はもっとも少ない.こ

れは北海道南西部の渡島半島にだけ偏在すること

が理由になっているだろう.草本蜜源ではあるが，

北海道にはアザミが多数種分布しているものの，蜂

蜜が採れるのはコパナアザミだけだという(新田

2013) コパナアサ寺ミはおもに森林内に生育するア

ザミであることから，森林というくくりで樹木とア

ザミを合わせると全体の 75.6%にも達する.このこ

とは，北海道では森林が主要な蜜源域となっている

ことを意味している.

蜂蜜生産量の年平均値で比較すれば，シナノキは

確かに第二位ではあるものの，養蜂家がオモテ・ウ

ラと呼ぶように，毎年のシナノキ蜜の生産量には大

きな年変動があり，毎年，安定的に蜂蜜が採れるわ

けではなし、(図 3).開花量そのものが年変動するこ

とを森林生態学では豊凶現象と呼んでいる.シナノ

キの場合はほぼ隔年で豊作となるが(水井 1983)， 

まれに大豊作年がある.越中 (2010)は養蜂家の次

のような経験談を紹介している.

リンデン※註5の枝が顔を掠めた.それだけで顔が

蜜でベトベトになってしまったことを憶えてい

る. (中略)その日いちばんに採蜜した蜂場の群

は，夕方にはもう蜜であふれかえるというありさ

まだった

これは 1977年，芦別市での逸話である.また，

場所は不明だが， 1959年には l群で 5斗 (120kg)

採蜜した記録もある(酒井 1989). シナノキは平均

値で第二位とはいえ，豊作年に注目すると， 2007 

年~2015 年の 9 年間で四度も年間第一位を記録し

ている.とくに 2014年は，ニセアカシアが低調だ、っ

たということもあるが，ニセアカシアの約 2倍の蜂

蜜生産量となった.シナノキは，当たれば大きいと

いうごとである.しかし，たとえ開花量としては豊

作年で、あっても，天候不順のために採蜜できない年

もあり，蜂蜜生産量の年変動の予測を困難にしてい

る.花が咲いても雨が降ればミツバチは飛ばないし，

また花蜜を集めても高温下で湿度が高ければ水分

がとばないため濃縮できず，糖度が上がらない花

の膏が晩霜によって枯損してしまうこともある.

2014年におけるニセアカシア蜜生産量が 9年間で

顕著に少ないのは，開花量そのものは豊作年だった
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主要 7蜜源植物による蜂蜜生産量の年変動.
『みつ源調査等報告書.11(北海道農政部生産振興局畜産振興

課)より .

上から年平均生産量が多い順に配置している.破線は年平均
値を表す.2007年におけるアザミと トチノキのデータはな
い シナノキにおける*印は，その年の生産量が主要 7蜜源
植物の中で第一位であることを表す.

図3

cvの小ささに反映しているといえる.対照的に，

シナノキとトチノキ，キハダにおける cvの大きさ

は，それぞれ第五位~第七位と最下位についた.こ

の結果は，ニセアカシアを除くと，樹木蜜源からの

蜂蜜生産量が革本蜜源と比較して年変動が大きい

ことを示している.そのニセアカシアが樹木蜜源の

なかでも飛び抜けて安定的な生産量を誇るのは，マ

メ科の特性に起因するものと推察される .植物に

とって繁殖とは資源を消費する活動であり，栄養成

長に配分した資源の残り ，いわば余剰資源、を利用し

ものの，開花期に寒気が入札全道的に雨天が続い

たためだという(斎藤私信). 

蜂蜜生産量の年変動の大きさ，すなわち豊凶幅に

は種間差がある.主要 7蜜源植物における豊凶幅を

変動係数cv(=標準偏差ジ平均値)で比較したのが

図4である. この図から，蜂蜜生産量がもっとも多

いニセアカシアの cvが最も小さいことが分かる.

Strode (1977)によると ，ニセアカシアの毎年の開

花量には明瞭な凶作年がなく ，豊作年と豊作年のあ

いだに並作年があるという 凶作年がないことが



らパラ科樹木の開花期は北海道で、は5月初中旬であ

り，この時期は山地で降雪がみられるほど冷え込む

ときがある.養蜂家らは，北海道でこれらの樹種か

ら蜂蜜が採れないのは，低温による流蜜の少なさに

起因すると考えている.美唄市にある道総研林業試

験場の樹木園では，ニセアカシアとほぼ同時期に咲

くエゾサンザシに多数のミツバチの訪花が観られ

た.その一方で、，すぐ近くに咲いているニセアカシ

アの花にはほとんどミツバチが観られなかった.ニ

セアカシアの開花期の後半にはクリの蜂蜜が混じ

るという(橋本私信).本州ではクリ蜜が市販され

ているが，北海道ではクリ蜜を目的には採られてい

ないようである.市販されるような単花蜜としては，

イヌエンジュが対象となっている.ハリギリ蜜は市

販こそされていないが，ハリギリは開花期がもっと

も遅い樹種の一つで，道北地方でまれに採蜜される

(西原・吉岡私信).ハリギリの開花期は晩夏で，

その時期は朝夕の低温によってミツバチが帰巣出

来なくなる可能性が高いことや，冬季に道外で越冬

させる養蜂家が蜂群を搬出する時期とも重なり，養

蜂家らもわざわざ採蜜を試みたりはしないようで

ある(新海・西垂水私信).また，ハリギリ蜜は独

特な匂いがあるためミツバチが興奮し，興奮した分，

老化が早まるという(斎藤私信)• 

蜜源ではなく，花粉源としてではあるが， 6月に

はホオノキの花粉が多数入る(関口ら 1958).ホオ

ノキの花は甲虫媒花で蜜腺体がないため，ミツバチ

がホオノキの花を訪花するのは花粉を採るためで

あろう.

日!蜂協発行『日本の主要蜜源』には，北海道にも

自生するコシアブラが主要蜜源 16種のーっとして

列記されている ところが，北海道でコシアブラの

蜂蜜が採られたという話は全く聞かない.コシアブ

ラ蜜は山陰地方や近畿地方，岐阜などで採れている

という(丹羽・羽佐田私信).ただし，時期的に湿

度が高いせし、か水分が飛びにくく，また他の花蜜と

混じって百花蜜になりやすいため，越夏用のエサに

される(丹羽私信). 
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IV. 北海道内における蜜源植物の地域性

対象とする主要 7蜜源植物ごとの蜂群数から，各

振興局単位で蜜源利用の状況をクラスター分析し

たのが図 5である(元図では支庁としているが，本

ている.そのため多年生である樹木の豊凶現象は，

樹体内における年次聞での資源収支によってある

程度説明できる (Masakaand Maguchi 2001).マメ

科は根系で窒素固定菌と共生するため，貧栄養地で

も旺盛に成長できる.これは，マメ科以外の植物と

比べて繁殖により多くの資源を配分でき，それが毎

年の蜂蜜生産量の安定性に寄与しているものと推

察される.

北海道には主要7蜜源植物以外にも蜜源樹種が多

数ある.北海道では最近，道内で蜂群を越冬させる

養蜂家もおり，越冬後の蜂群を建勢するのにヤナギ

類が必要とされる(岩崎・鵜川・橋本，私信).ヤ

ナギ属樹種は雌雄異株で雌花・雄花ともに蜜腺体を

持つが，風虫両媒の種も少なからずあり(百muraand

Kudo 2000)，ミツバチがヤナギ類の花蜜を積極的に

集めているかどうかは不明である.少なくとも花粉

源として認識している養蜂家がおり(鵜川私信)， 

事実，関口ら(1958)はヤナギ類の花粉からなる花

粉因子を観察している.本州ではリンゴ蜜やサクラ

ンボ蜜が採られて市販されているが，北海道ではリ

ンゴやサクランボの流蜜がほとんどなく，市販でき

るほどの蜂蜜は採れないという(光源寺[毅]・光

源寺[零]私信).ただし花粉は集めている(真坂未

発表データ).同様に本外|で採れるサクラ蜜も，北

海道では採ることができない(羽佐田私信).これ

その他の樹木蜜源III. 
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振興局別の主要 7蜜源植物およびその他を対象とした累積蜂群数(左)と累積蜂群数の種構成を基にしたクラ

スター分析の結果(右)

蜂群数は 2007 年~2010 年の 4 年間の平均値.真坂ら (2013) を改図.

図 5

ツパチがどの程度の範囲内を飛朔して花蜜を集め

るのかほとんど分かつていないため，養蜂家が記載

する際にしても，感覚的なところに依存せざるを得

ないのが現状であろう.蜂場のすぐそばに，大量に

花を着けているニセアカシア林があれば，ほとんど

のミツバチはそのニセアカシア林に行くかもしれ

ないし，また周辺にキハダが見えないのにもかかわ

らず，キハダの開花時期にはキハダ蜜が入ってくる

蜂場もある.経験論的には，蜂場の蜂群数を増やせ

ば一群当たりからの採蜜量が減る傾向にあるため

(鵜川・光源寺[毅]私信)，蜜源という資源に上

限があることだけは確かである.振興局単位でのシ

ナノキおよびキハダ、の蓄積量と，それら樹種を対象

とした蜂群数の関係を照らし合わせたのが図6であ

る.これより，シナノキおよびキハダの蓄積量が多

い振興局ほど蜂群数が有意に多い傾向にあること

が分かる.このような有意な相関関係は，養蜂家が

効率的に蜜源資源を利用できている証左といえる

だろう.回帰線から多少ぱらつきがあるのは，養蜂

家が蜂場を設置するにあたって，作業を行う関係か

ら車を横付けできる場所や，南向きの緩斜面で湿気

のない場所を選好し，また急傾斜地や標高の高い場

所，河畔を避けるようにしているため(佐藤ら

論文では振興局と同じものとして取り扱う).クラ

スター分析の結果，対象蜜源の地域性は地理的通称

で区分できるような分類ができた.図 5をみると，

道央型と区分された地域においてニセアカシアが

主体のほか，トチノキが道南地域で主要蜜源になっ

ている. トチノキ蜜の北限は，東は胆振の豊浦町ま

で，西は後志の小樽市までの範囲で採られている.

道南地域には海岸付近や河川敷を中心にニセアカ

シアも広く分布しており(小野寺ら 2007)，ニセア

カシア蜜の採蜜も盛んである.道央型で、ニセアカシ

アが主要蜜源として突出しているのは，空知は旧産

炭地，石狩は海岸防風林にニセアカシアが分布して

いることによる.太平洋岸型ではクローパーが主体

であり，これはこれらの地域が酪農地帯であること

と関連する(斎藤私信).道北型と区分された地域

ではシナノキ，キハダ，そしてアザミが主体であり，

これはこの地域に原生的な森林が広く残っている

ことが理由と考えられる.オホーツク型はシナノキ

とクローパーに代表されることから，道北型と太平

洋型の移行帯と言えよう.

農林水産省や北海道庁では，養蜂家へのアンケー

ト調査で，対象とする蜜源植物の植栽面積などを記

載する項目を設けることもある.しかし，実際にミ
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図6 振興局別のシナノキおよびキハダ、の蓄積量とそ
れらを対象にした蜂群数の関係
0印は太平洋型とオホーツク型.実線および破
線は，それぞれ回帰係数の平均値および95%信

用区間を表す.真坂ら (2013)を一部改変.

2011a) ，すべての蜜源樹木を余すことなく利用でき

ているわけではないためと考えられる.

なお，理由はまったく不明だが，桧山南部では満

開のシナノキの樹冠下に蜂箱を置いてもシナノキ

蜜がまったく採れないという(光源寺[毅]・水流私

信).またキハダについては，太平洋型の釧路と十

勝における蓄積が道内でもっとも多いにもかかわ

らず，蜂群数が少なかった.これは，太平洋型は図

5でみたようにクローパーが主体の地域であること

と関係する.クローパー蜜はキハダ蜜に比べて生産

量が圧倒的に多いうえ(図 2)，卸値はクローパー蜜

の方が高い.加えてキハダ、蜜の生産量は年変動がき

わめて大きい(図 4).このような状況のなかで，ク

ローパーの開花時期がキハダの開花時期と大きく

重なるとなれば，キハダの蓄積量がもっとも多い地

域であったとしても，クローパーが選好される傾向

にある(阿部私信)のは自然なことであろう.た

だし，道東で、キハダ蜜をねらって採る養蜂家もいる.

v.建勢にかかわる蜜源樹種

「夕張メロンJや「らいでん西瓜」を初めとして，

地名を冠さないまでも地域ブランドとなっている

果物や野菜が北海道には多数あり，これらの多くが

ミツバチによるポリネーションに頼っている(表 3).

ミツバチの導入によって，労力が1/3程度に省力出

来たという農協もある(佐藤ら 2011b).なお表 3

では，ポリネーションに利用される蜂群数合計が 3

年間で減少しているように見えるが，年によって変

動しているだけである.

一般に，ポリネーションに従事した蜂群は衰退す

る傾向にある.蜂群の衰退は農薬の影響とも指摘さ

れるが，ほかに，単一の花蜜花粉源を利用するため

の栄養の偏りがあるとか，人間の都合が良いように

品種改良された果樹野菜はミツバチにとって栄養

価が高い花蜜花粉源ではなくなった，などとも考え

られている.実際，露地栽培のメロンやスイカのポ

リネーション用に用意したミツバチが，同時期に咲

いている近隣のニセアカシアの方にばかり行って

しまうとしづ農家の苦情もある(北海道 2008，佐

藤ら 2011b，柳原 2004).ミツバチにとっては野生

蜜源の方が魅力的なのだろう.北海道では，リンゴ

やサクランボ，メロンの花粉交配に従事しでも，そ

れらの花から十分な花蜜が採れるわけではなく，随

時砂糖水を給餌している(光源寺[毅]・光源寺[琴]

私信).蜂群の衰退原因が何であるにせよ，衰退し

た蜂群は建勢して，いわゆる強群にしなくてはなら

ない.

北海道にある 14振興局のうち，呆樹生産が盛ん

な後志における余市町，仁木町，そして共和町を例

に，果物のポリネーション期間と，この地域におけ

る主要 7蜜源植物(一部)の蜂場設置期間を表 4に

示す.表4から明らかなように，イチゴやリンゴの

ポリネーション期聞が終わってすぐに蜂群設置期

間となるのがニセアカシアとトチノキである.ただ

し，トチノキは図 4に示したように豊凶幅が比較的

大きい.つまり，ある年は建勢に寄与できても，翌

年は難しい樹種である.そのため，豊凶幅が小さい

ニセアカシアが建勢に大きく寄与することになる.

また羽佐田氏は，東海地方でイチゴのポリネーシヨ

ンに従事した蜂群を北海道に輸送し，北海道のニセ
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表 3 北海道におけるポリネーション用ミツバチの利用状況

作物
2012年 20日年 2014年

蜂群数 農家数 蜂群数 農家数 蜂群数 農家数

メロン 4419 1631 4985 975 3862 1120 

スイカ 259 350 190 85 177 83 

イチゴ 944 330 682 198 401 144 

施設 カボチャ 349 167 2 2 

タマネギ 706 6 543 6 532 6 

甘露 4 2 4 2 

ヒマワリ 4 3 

メロン 70 19 30 14 10 7 

スイカ 140 65 100 39 150 92 

カボチャ 1227 711 415 283 405 304 

露地
ナシ 150 55 180 18 

桜桃 561 280 337 45 189 94 

リンゴ 1位 71 180 18 

なたね 44 14 5 5 

ソ ノ〈 7 7 

計 8686 3534 7999 1853 5740 1864 

『みつ源調査等報告書~ (北海道農政部生産振興局畜産振興課)より .

表 4 後志地方における主要果樹野菜のポリネーション ・スケジューノレと主要蜜源櫛物の蜂群設置期間

イチゴ

サクランボ

余市

イチゴ

サクランボ

リンゴ

共和

メロン

イチゴ

スイカ

蜜源

ニセアカシア

シナノキ

トチノキ

イタドリ

真坂 (2015)より .

アカシアで建勢している.ただし，夕張におけるメ

ロンのポ リネーションでは，開花期聞が長 く， 10 

日ごと に蜂群を入れ替えるため， 特定の蜜源植物が

対象になるわけで、はないという(長野 私信)• 

VI.産業管理外来種ニセアカシア

蜂蜜の年平均生産量が主要7蜜源植物のなかでも

第一位の座を占める北米原産のニセアカシアは，な

がく 治山緑化や街路樹などに用い られてきたが，旺

盛な繁殖力によって河川敷や松枯れ跡地に広がる
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などして，日本生態学会は「日本の侵略的外来種

ワースト 100J に認定し(日本生態学会 2002)，環

境省は 2005年，外来生物法によって要注意外来生

物に指定した.しかし実際のところ，ニセアカシア

が分布を広げている場所は，主に人為によって直接

的，あるいは間接的に生態系基盤が改変された土地

がほとんどである.たとえば札幌市において，天然

記念物に指定されている円山・藻岩山周辺でニセア

カシアが分布を広げていると問題視されたことも

あったが，現在の分布域と過去の土地利用を照らし

合わせたところ，ニセアカシアが生えているのはお

もに耕作放棄地や土場跡地，伐採跡地，道路沿道な

ど，やはり改変地が主体だ、った(道総研林業試験場

普及用パンフレット『外来種ニセアカシアの取扱い

とその考え方j]).重機が走行したり，植生を剥ぎ取

られたり，埋め立てされたりしたような改変地はも

ともと植物多様性が低い.そのような土地に成立し

たニセアカシア林において林床植物を観察すれば，

種多様性が低いのは当然である.しかし，多様性が

低いのはニセアカシアによってもたらされたとい

う学説が唱えられたこともある.つまり，改変地に

はやはり侵略的外来種とされるセイタカアワダチ

ソウやブタクサなども繁茂しやすいのだが，ニセア

カシアと一緒に生えているのが観察されることが

あるという，ただそれだけの理由でニセアカシアの

窒素固定能力に因果関係を求め，富栄養化した土地

を好むらしい外来草本がニセアカシアによって呼

びこまれたとしづ学説である(前河・中越 1991; 

宮脇 1970) アレロパシーという，他種植物への生

育阻害作用も指摘されたこともある(前河・中越

1991，高橋・亀山 1987). ところが，北海道での調

査 (Masakaet al. 20 l3)や， ドイツ (Trentanoviet al 

2013) ，イタリア (Sitziaet al. 2012)，そして原産地

外の北米 (vonHolle巴tal. 2006)での調査でも，そ

の学説を支持する結果は一つも得られていない.上

述の外来草本とニセアカシア，いずれも強光利用型

の先駆種とされ，明るい改変地にいち早く更新する

性質をもっ.したがって，同所に生育しているので

あれば，これらの植物は互いに関係なく，たんに明

るい土地の出現にあわせて偶然一緒に更新しただ

けと考える方が生態学的には理に適っている.実際，

ニセアカシア林内には，希少種のカタクリや絶滅危

慎種のサクラソワ，フクジュソウをはじめ，在来植

物が多数繁茂している様子が観察される(真坂

2009， Masaka et al. 20l3).たとえ外来植物の侵入経

路といわれる道路や線路沿い，あるいは改変地の近

くにニセアカシア林があったとしても，林内に外来

草本がことさら生えるわけではない (Masakaet al. 

2013). 上記の学説は，外来種は在来生態系に悪影

響を及ぼすはずだとしづ先入観，あるいは悪影響を

及ぼすべきだという決めつけがもたらした錯覚で

しかない(真坂 20日).ニセアカシアを取り巻く言

説については真坂 (20l3)で詳しく論じているので，

そちらを参照されたい.

北海道におけるニセアカシアは，札幌に街路樹と

して明治 18年 (1885年)に植栽されたのを皮切り

に，鉱山跡地の緑化や海岸防風林などに用いられて

きた.ニセアカシアは薪炭材としても有用で，とく

に海岸付近では冬季の燃料として漁師が植えたと

ころもあるようだ.ニセアカシアは生木でも燃える

ため，出漁で多忙な漁師にとって，伐ってすぐに燃

料として使えるニセアカシアは重宝したに違いな

い.第 II節で紹介したように，ニセアカシア蜜の生

産量は北海道では最も多く(図 2)，また他の主要 7

蜜源植物と比べて豊凶幅が最も小さし、(図 3).日本

全体でのニセアカシア蜜の生産量は蜂蜜の全生産

量の約 44%に達するとの試算もあり(中村 2009b)， 

日本の養蜂業にとって最重要な基盤と位置付けら

れる蜜源植物といえる.そして第V節でみたように，

ニセアカシアはリンゴやイチゴなどのポリネー

ションが終了したすぐ後に開花するため，衰退した

蜂群の建勢にも大きく貢献する.ニセアカシアが生

態系を脅かすという明瞭かっ具体的な科学的根拠

がない一方で、，日本の食糧生産に養蜂業を介して密

接なかかわりを持っているのである.このような背

景から， I産業並びに生業の維持又は公益性におい

て重要で，代替性がなく，その利用にあたっては留

意事項に沿って適切な管理を行うことが必要な外

来種」として，ニセアカシアは 2015年，環境省に

よって産業管理外来種に指定された.

VII. ヒグマによる蜂場被害と森林蜜源の減少

人里離れた山林のなかに置かれた蜂箱は，中身を

知ってしまったヒグマにとっては格好のエサとな

る.しかし本来，ニホンミツバチが棲息していな

かった北海道では，ヒグマは蜂蜜の味を知らなかっ
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たはずである.

最近 10 年間 (2005 年~2014 年)の蜂場被害箇所

数について，振興局別の推移を図 7に示す.被害箇

所数がもっとも多いのは上川で，ついでオホーツク，

後志という順となる.20日年の上川が大きく突出し

ているが，羽佐田氏によると，この年は，ふだん出

没するとは予想していなかった，畑に取り固まれた

孤立林内の蜂場に出現するなど被害が顕著だった

という.多くの養蜂家はヒグ、マを電気牧柵(以下，

電牧とする)によって防除しているが，電牧を設置

していない蜂場も少なからずある 『みつ源調査等

報告書』によると， 2012年の被害地はすべてで電牧

が設置されていなかった.ところが翌2013年には，

上川の 16ヵ所と十勝の lカ所において，そして 2014

年には渡島の 1ヵ所，上川の 4ヵ所，剣"路の lカ所

において電牧が設置されているにもかかわらず破

壊されてヒグマが侵入し，蜂箱が襲われた蜂蜜の

味を覚えたヒグ、マは，電牧を怖れない傾向があると

いう(斎藤・長谷川私信).たとえば，幌加内町で

祖父の代から蜂場を設けてきた長谷川氏によると，

ヒグ、マ被害が発生するようになったのは，蜂場を引

き継いで 3~4 年目頃の平成 20 年 (2008 年)頃から

60 

だという.祖父の代の約 50年間，ヒグマ被害はまっ

たくなかったそうである.そしてその後，被害が顕

著になった.電牧を設置しでも，ヒグマは電線をく

ぐるように穴を掘って蜂場内に侵入するという.

間野 (2000)によると，ヒグ、マによる顕著な被害

が始まった時期には地域差があり，網走 ・北見・ 紋

別地区で最も早く (1974年)，次いで道北(1984年)， 

そして日高・胆振・南空知 (1992年)の順だ、った(地

名表記はそのまま引用).この背景として，間野

(2000)は広葉樹蜜源の減少を指摘している.すな

わち，減少する広葉樹蜜源の対処として，採蜜量を

確保するため，より広範囲に小規模な蜂場を設置し

たことで，ヒグマが蜂場を襲うことを学習する機会

が増加した可能性がある.そこで，図 8に振興局別

のシナノキの蓄積量の年次推移をみてみる.これよ

り，もともと蓄積量が多かったオホーツク，上川，

空知におけるシナノキ蓄積量の減少速度が著しい

ことがわかる.このことから，ヒグ‘マ被害が発生す

るようになった背景には，確かにシナノキの減少が

影響している可能性が示唆される.ただし，これら

3地域の減少曲線をみても，間野 (2000)が指摘し

た被害発生時期の時差を説明できるような地域差

60 

50 

図7 振興局別の蜂場ヒグマ被害件数の推移
『みつ源調査等報告書~ (北海道農政部生産振興局畜産振興課)より
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谷川氏によると，被害を受ける蜂場の順番はおおよ

そ予測がつくため，蜂場を襲うヒグ、マは毎回同一個

体のヒグマで、はなし、かとのことだ、った.必ずしもヒ

グマの生息密度の高さが被害件数と関連している

わけではない.

北海道にはニセアカシアやシナノキ，クローパー

を代表に，多数の主要な蜜源植物があり，とくに木

本種が優占していた(図 2).そして蜜源の利用には，

土地利用や自然植生を強く反映した地域性がみら

れた(図 6).北海道における蜂蜜生産量が全国で最

上位(表 2) に位置するのは，もちろん面積の広さ

や移動養蜂における最終目的地といった理由もあ

るだろうが，素因として，以下に示すような歴史的

要因と気候的要因が大きく貢献していると考えら

れる.

歴史的要因としては次の二点を指摘できる.一つ

は，森林の大規模伐採が，明治時代に至るまで沿岸

部を例外としてほとんどなかったことである(北海

道 [1953J参照).沿岸部での伐採というのは，ニ

シン粕製造のための燃料として海岸林を中心に収

奪されたものである(田島 2011).対照的に，北海

VIII 考察

は見出せない.これについて理由はまったく不明で

ある.また図 8では，ヒク守マによる被害がほとんど

発生していない十勝での減少量も著しいこともわ

かる.これは，十勝がクローパー主体の地域である

ため(図 6)，もともと多くの蜂場が，ヒグマが出没

しない平野部に設けられることが関係している可

能性が指摘できる(斎藤私信).日本でもっとも良

質なシナノキ蜜は道東で採られる(丹羽，私信)ょ

うで，シナノキはとくに上川~十勝~網走の境に多

いという(光源寺[毅]私信).十勝では，シナノ

キ蜜を白的にした山地への蜂場の設置はシナノキ

の豊作年に限られ，その際は電牧でヒグマを防除す

る.またこの地域のヒグマは蜂蜜の味を知らないた

め，蜂場が襲われることはほとんどない(斎藤私

信).上川南部の占冠村においても，念のため電牧

は設置するものの，もともとヒグPマによる被害はな

いそうで，やはりヒグマが蜂蜜の味を知らないから

だという(横出私信).夕張市でも同様である(長

野私信). 

ヒグマの生息密度と被害の発生の関係について

は，たとえば北海道大学の天塩演習林(現天塩研究

林)では，たった l頭のヒグマによってひどい被害

が出たことがあった(間野 2000).また，前出の長
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道の内陸部には原生的な森林が広く残っていた.本

州以南では，ふるくは大和時代から薪炭や肥料源と

して収奪的に山野の利用が進んできたため，太平洋

戦争後しばらくまで、各地にハゲ、山・ボサ山がみられ

た(太田 2012，小椋 2012)のとは対照的である.

もう一つは，北海道が日本有数の産炭地だ、ったこと

があげられる.この産炭地との関連は後にまた触れ

るが，鉱山跡地の緑化にはニセアカシアがしばしば

用いられ(谷本・金子 2004，田村ら 2007)，道央

の!日産炭地にも広くニセアカシアが分布している

(山田・真坂 2009).また海岸林造成においてもニ

セアカシアが用いられたところが多い.これらの歴

史的要因によって，蜂蜜生産量において樹木蜜源が

優占する結果となったと考えられる.

気候的要因としては，気候に応じた植生および農

業形態があげられる.冷温帯林~北方林に分類され

る北海道の森林では，シナノキやトチノキ，キハダ

は主要な構成種であり，とくにシナノキはそれ自体

が優占する林分を，またトチノキはサワグルミとと

もに渓畔林を形成する(伊藤 1987).そしていずれ

の種もときに胸高直径※討が 1m以上の巨木になる.

また外来種ニセアカシアは，原産地がアパラチア山

脈とその周辺域 (Huntley1990)であることから，

この種も冷涼な北海道の気候に適した樹種といえ

る.そして冷涼な気候の下，農業においては酪農が

主体となる地域も多く，その際，牧草としてクロー

ノミーが植えられ，それが蜜源としてのクローパーが

蜂蜜生産量において第三位となる基盤をつくった

(図1).また幌加内町や新得町のようにソパが主力

作物になる地域も多い.これら歴史的要因と気候的

要因があわさって，北海道の蜜源の多様性を生んだ

ともいえる.

蜜源の多様性は，蜂蜜の生産性の高さに直接つな

がる.蜜源植物にはそれぞれ種特有の開花期があり，

重なる場合があるものの，種によって異なる.開花

期が種によって大きく異なるのは，虫媒花植物の特

徴といえる.つまり虫媒花植物は，ミツバチなどが

生育期間中にエサ不足で全滅しないように，種に

よって開花期をずらし，途切れなく何らかの種が開

花している状況をつくっていると考えられる(菊沢

1985). もともと野生の植物は，ポリネーター不足

などによって開花した花ほどには種子の生産量が

期待できないとも言われており (e.g.Burd 1994)， 

そのため種によって開花期がずれることで，ポリ

ネーターをめぐる植物聞の競争も緩和される.これ

は植物と昆虫の共進化の結果といえる.本論文で紹

介した主要 7蜜源植物も，キハダFとクローパーのよ

うな例外はあるが(第 IV節)，種間で開花期が大き

く異なる.そのため，主要 7蜜源植物を構成する蜜

源植物が多い地域ほど，その地における蜂蜜の生産

性が高くなるとし、う結果になる(真坂ら 2013).つ

まり種多様性が高いほど生産性が高いということ

を意味する.種多様性，あるいは生物多様性の保全

が叫ばれて久しいが，その意義に関する議論は希望

的観測か，せいぜい経験論に基づいたものが多い.

そのため最近は，生態系が人聞社会にもたらす，恩恵

の定量化，いわゆる生態系サーピスの実証によって，

種多様性保全などの意義を考える潮流が現れてい

る(たとえばQuijaset a1. [2010Jや清和 [2015J).

森林蜜源が主体の北海道において見出された種多

様性と蜂蜜生産量の正の相関関係は，まさに種多様

性が人聞社会にもたらす，恩恵といえるだろう.もち

ろん蜜源は主要 7蜜源植物に限らず，第四節に紹

介したように，様々な樹種がミツバチに利用されて

いる.それらの樹種が，春から晩夏にかけて主要 7

蜜源植物の開花がない端境期を埋めることになる.

ミツバチにとって，花暦は命のリレーと言っても良

いだろう.

また，主要 7蜜源植物は全道にまんべんなく分布

しているわけで、はなく，北海道の各地域における森

林の組成や土地利用を大きく反映した地域性をみ

せる(第 IV節).しかし蜜源植物の在り様は，時代

とともに変遷する.北海道でもっとも多く採られて

いるニセアカシア蜜の場合は，かつては今ほどの採

蜜量はなかったはずである.たとえば旧産炭地の美

唄市に分布するニセアカシアは，炭鉱の閉山が相次

ぎ，また山腹の耕作地が放棄され始めた 1960年代

から 1970年代にかけて急速に成林した(山田・真

坂 2007).今，ニセアカシア林が広がる旧産炭地の

三笠市や歌志内市，砂川市，芦別市，夕張市などの

山々も同様であろう.ニセアカシアは 30~40 年生

で成長がピークを迎え，そして種子生産は 15年~

40年が最盛期で，その後 60年生くらいまで続く

(Huntley 1990， Strode 1977).ニセアカシアは先駆

樹種であるため，その林内には後継樹はほとんどな

く，耐陰性の高い在来広葉樹が多数更新している.
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いずれ在来広葉樹からなる森林に遷移するだろう

(Masaka et al. 20日， von Holle et al. 2006) .つまり，

このままでは将来的に，ニセアカシアからの蜂蜜生

産量が減産に向かうことを意味する.また，ニセア

カシアがポリネーション後の蜂群の建勢にうって

つけの時期に開花期をもつことから(第V節)，ニ

セアカシア林の衰退は建勢スケジュールにも影響

を及ぼすと予想される.第 VI節で説明したように，

ニセアカシアは侵略的外来種として外来種問題の

槍玉にあげられたこともあるが，それは材が利用さ

れないまま放置されているからでもあり，ニセアカ

シア林業が盛んなハンガリーのように木質ノ〈イオ

マス・エネルギーとして利用すれば，管理の手が行

き届くだろう (Masakaet al. 2015). 一般論として，

多数ある外来種のなかで，生態系や人畜に対して甚

大な負の影響を与えるのはごく一部でしかなく

(パーディック 2009)，なかには侵略的として厄介

者扱いされていた種が，じつは在来生態系の修復に

なくてはならない大きな役割を果たすことが分

かった種もある (Janzen2000). ニセアカシアが荒

廃地に生えなければ，北海道では樹木の更新を阻害

するササやオオイタドリなどが繁茂する可能性が

高く，その場合，当然，森林の再生は難しくなる.

ニセアカシアの管理は，風評に惑わされず，科学的

根拠に基づき，私たちの社会の在り様を考えたうえ

で行なわれるべきだろう.思想的善悪に基づく価値

判断は科学ではないし，社会を誤った方向に導く可

能性がある.

一方，北海道ではニセアカシアと並んで重要な蜜

源樹木であるシナノキは，林業上においても重要な

樹種であり，合板の化粧面などとして利用されてき

た.毎年発行される『北海道林業統計(北海道水産

林務部)Jlをみると，現在のシナノキの蓄積量の多

さは，広葉樹の中ではナラ類とカンパ類に次いで第

三位についているが，太平洋戦争後はナラ類に次い

で2番目の蓄積量を誇った.戦後，針葉樹人工林の

増加と反比例するように天然林面積は減少し，当然，

天然林構成種であるシナノキも大量に伐採された

(図 8).シナノキの蓄積量が減った分，シナノキ蜜

の生産量も減ったと推察される.第VII節で示した

ように，縮小・分断化してゆく広葉樹林に対応すべ

く，蜂場の分散化かつ小規模化が進んだ結果，ヒグ

マとの遭遇確率が高まり，蜂場被害につながった

(間野 2000).近年，シナノキ蓄積量は一部地域で

微増傾向にあるようにも見えるが(図 8)，たとえこ

のまま増加したとしても，ヒグマ被害が減少すると

は考えられない.市場では安い海外産蜂蜜におされ

る中，電牧を購入し，漏電防止のため電牧周囲の除

草をしなければならないなど，養蜂家にとってはそ

の分，コストがかさむことになる.

水田の減反も蜂蜜生産に大きく影響を及ぼして

いる.たとえば空知では，水田の減反によって水稲

からソパへの転換が進んだ.美唄市では稲刈りの時

期とソパの収穫時期をずらすため，早生品種のソパ

が作付けされることが多いという ところが早生品

種のソパの開花時期とシナノキの開花時期が重な

るため，減反が始まる以前はシナノキ蜜が採れてい

た蜂場でも，シナノキ蜜にソパ蜜が混じるようにな

り，シナノキの単花蜜として販売できなくなった

(橋本私信).空知以外でもソパ蜜の混入が増えて

いるという(丹羽，私信).ソパ蜜の色は真っ黒で

味はえぐみが強いため，混ざるとシナノキ蜜の色合

いや風味が大きく損なわれてしまうのである.なお，

ソパ蜜自体はえぐみが強いため人によって噌好が

はっきり分かれるが，カリウムや鉄分などのミネラ

ルやルチンを多く含むことから機能性食品として

期待され，また喉の炎症を緩和するとして民間療法

で利用されてきた (HONEYFARM 2006，ジエイコ

ブセン 2008). 

養蜂業が対象とする蜜源植物は，多くの場合，養

蜂家の所有物ではない.そのため，林業や農業，鉱

業など他の産業による自然植生の改変や土地利用，

畑作物の転換に振り回されるように，対象とする蜜

源植物も変遷してきた.そしてまた，近年，女王蜂

輸出国での検疫上の輸出停止とし、う事件が発生し，

これがミツバチ不足の原因の一つになった(越中

2010) ※註 7 これは， ミツバチが石油やレアメタル

と同様に戦略資源になりうることを強く示唆する

事件と言える.養蜂業が提供するミツバチが，食糧

の安定供給にとって要石であることが一般社会の

共通認識になってきた現在，これまでのように個々

の養蜂家による蜜源探索に任せるだけでなく，社会

として蜜源の保全と増殖に積極的にかかわる必要

があるだろう.たとえば桧山の乙部町では， 2010 

年から，乙部町魚っきの森協議会主催による「蜂蜜

の里の森づくり」が行なわれている.また，北海道
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養蜂協会成年部は，毎年，道内において蜜源林造成

を目的とした植樹祭を開催しているものの，植樹祭

を行う用地確保が課題となっている.農業や林業に

おいては，近年，それぞれ耕作放棄地や造林未済地

のなど管理放棄地の増加が全国的に問題になった

(国土交通省国土計画局 2009).このような管理放

棄地において蜜源増殖を図ることも一案ではない

だろうか.またその際，第 III節においてさまざま

な樹種がミツバチに利用されていることを紹介し

たように，単一樹種からなる造林ではなく，多様性

の高い森づくりも選択肢のーっかもしれない.
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註 1:日本で市販されているアカシア蜜はニセアカ

シアから採られた蜂蜜である.

註 2:養蜂業においてシナノキはボダイジュとも記

載される.厳密にはシナノキとオオパボダイ

ジュの 2種があり，前者はアカジナ，後者は

アオジナとも呼ばれる.オオパボダイジュの

蜂蜜は酸味が強いと言われる.

註3:1種類の蜜源植物から集められた蜂蜜のこと.

2種以上が混じる場合は百花蜜と言われる.

ただし，野生の植物から採られる蜂蜜には

様々な植物由来の蜂蜜も混じるのは当然で

ある.純度が高い蜂蜜は，蜜源植物によって

味，香り，色，結晶のしやすさが大きく異な

るため，これを基準に養蜂家は単花蜜と百花

蜜を選別する.

註 4:衰退した蜂群を建て直すこと.

註 5:越中 (2010) ではセイヨウボダイジュの別名

となっているが，間違いである.しかも植林

はほとんどない.北海道で採蜜対象となって

いるのは野生のシナノキとオオパボダイ

ジュである.

註 6:地上高 1.3mの位置における幹の直径のこと.

註 7:ボリネーションに貸し出すミツバチは lヵ所

にまるまる l群(約 2万匹)必要がない場合

が多く，その際，女王蜂のいない働き蜂の蜂

群だけが分割されて供与される.イチゴのよ

うに開花期聞が長い場合，働き蜂の寿命が尽

きるので，蜂群が維持するため輸入された女

王蜂が添加される.
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