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ミツバチの仲間
ミツバチの種

ミツバチ属 Apis は現生種ではコミツバチ亜属 Micrapis、オオミツバチ亜属 Megapis、および
ミツバチ亜属 Apis の3亜属、合計9種に分類される[4]。

コミツバチ亜属には次の2種が属し、その体の大きさはミツバチ属中で最も小さく、現生種のう
ちで最も祖先的な群である[6]。
• コミツバチ (Apis florea Fabricius, 1787) - 東南アジアから南西アジアに分布する[4]。
• クロコミツバチ (Apis andreniformis Smith, 1858) -東南アジアに分布する[4

オオミツバチ亜属には次の2種が属し[4]、体の大きさはミツバチ属中で最も大きい[7]。オオミツ
バチには基亜種のほかに2亜種が知られている[8]。
• オオミツバチ (Apis dorsata Fabricius, 1793) -東南アジアから南アジアに分布する[4]。

o A. dorsata breviligula (Maa, 1953) フィリピンのルソン島に分布するオオミツバチの亜
種[8]。

o A. dorsata binghami (Cockerell, 1906) インドネシアのスラウェシ島とブタン島に分布
する亜種[8]。

ヒマラヤオオミツバチ (Apis laboriosa Smith, 1871) - ヒマラヤ地域に分布する

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%84%E3%83%90%E3%83%81#cite_note-.E9.AB.98.E6.A9.8B2005_pp147-148-4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%84%E3%83%90%E3%83%81#cite_note-.E9.AB.98.E6.A9.8B2006_p23-6
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%84%E3%83%90%E3%83%81&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Apis_florea
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%8D%97%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%84%E3%83%90%E3%83%81#cite_note-.E9.AB.98.E6.A9.8B2005_pp147-148-4
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%84%E3%83%90%E3%83%81&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Apis_andreniformis
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%84%E3%83%90%E3%83%81#cite_note-.E9.AB.98.E6.A9.8B2005_pp147-148-4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%84%E3%83%90%E3%83%81#cite_note-.E9.AB.98.E6.A9.8B2005_pp147-148-4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%84%E3%83%90%E3%83%81#cite_note-.E9.AB.98.E6.A9.8B2007_p83-7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%84%E3%83%90%E3%83%81#cite_note-.E9.AB.98.E6.A9.8B2007_p84-8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%82%AA%E3%83%9F%E3%83%84%E3%83%90%E3%83%81
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Apis_dorsata
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%84%E3%83%90%E3%83%81#cite_note-.E9.AB.98.E6.A9.8B2005_pp147-148-4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%84%E3%83%90%E3%83%81#cite_note-.E9.AB.98.E6.A9.8B2007_p84-8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%84%E3%83%90%E3%83%81#cite_note-.E9.AB.98.E6.A9.8B2007_p84-8
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%92%E3%83%9E%E3%83%A9%E3%83%A4%E3%82%AA%E3%82%AA%E3%83%9F%E3%83%84%E3%83%90%E3%83%81&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Apis_laboriosa
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%9E%E3%83%A9%E3%83%A4%E5%B1%B1%E8%84%88


日本に生息するミツバチとセイヨウミツバチ

養蜂振興協議会：ミツバチ飼育技術講習会テキストより引用



養蜂における
日本ミツバチとセイヨウミツバチの違い

養蜂業の指標 日本ミツバチ セイヨウミツバチ

生産物 蜂蜜、蜂蝋 蜂蜜、ロ-ヤルゼリー、 プロポリス

採蜜頻度 １回 数回

集密量 ７kg／群／年 40kg／群／年

群蜜数 数千～２万 数千～万

管理の手間 病気や越冬の手間が少なく、10時間／群／年間
病気や衛生管理、越冬に関する手間がかかる ８
０時間／群／年間

分蜂 環境が悪い野生化し、逃げる
家畜化され群の匹数が増えると分蜂するが、未然に
防げる



日本ミツバチとセイヨウミツバチの巣と巣箱

日本ミツバチ

セイヨウミツバチ



ミツバチの家族の構成と役割
ミツバチのコロニーは、１匹の女王とその娘の働き蜂および息子の雄蜂により
形成されています。

女王の役割 ：女王は、毎日500個～2000個の卵を産み、働き蜂と雄蜂を自分のコニーに供給します。
働き蜂の役割 ：働き蜂は、全て雌です。コロニーの約９９％を構成し、色々な仕事を担い、コロニーの

生活を維持していきます。
雄蜂の役割 ：複数の雄蜂が、女王と交尾しその精子は女王の体内に貯蔵され働き蜂の産卵に使用

されます。雄は、針もなく、仕事もなく交尾すると死んでしまいます。



ミツバチの性の決定
ミツバチは、人間のように性を決定する性染色体がありません。染色
体数により決定されます。

オスは、１６本、女王とメス蜂は、３２本です。

オスは、精子が卵に入らなかった未授精卵より生まれるため、遺伝子
が半分の１６本で、そのすべての遺伝子が女王より由来するため、

オスには、父親がいませんが、母方の祖夫がいます。

働き蜂は、精子が卵に入った受精卵より生まれるため、父親の遺伝子
と女王の遺伝子それぞれ１６本の合計３２本の染色体を持つことにな
ります。

上記の様式の性の決定を半数倍数性といいます。



ミツバチの社会について
ミツバチは、社会性昆虫と言われ、巣の中で仕事の分担、情報の伝
達が行われ群れとしての秩序を維持して生活しています。

仲間同士の情報交換には、触覚、羽の動き、臭い、フェロモンおよび

ダンスなどが重要な働きを担っています。

蜜や花粉の採取および巣の分峰時には、八の字ダンスにより目的地
の方角や距離を仲間に伝達します。

８字ダンスは、8の字の角度により方角をダンスの

長さと尻振りの速さなどで距離や蜜減の良し悪しを
伝えます



働き蜂の一生

ミツバチ協議会：「ミツバチにうまく働いてもらうために」より引用

約１-2か月の寿命の中で働き蜂の仕事は日齢が進むにつれて以下の図のように移り変わります。前半の２-
３週間は、内勤期、後半は、外勤期で、この時期に花粉媒介をします。ただし冬期のハウス内では、寿命が３
か月程度に延長することもあります。仕事の分担は、指示するリーダがいるわけでなく、蜂自身が決めていき
ます。



ミツバチの訪花活動

●行動範囲は、ほぼ6-10ｋｍを探索
●花を探すのには、視覚、匂いおよび太陽との位置を使用する
●蜜１0ｇを集めるには,1匹が２か月間に約1万キロを飛び、1日に
2000個の花を訪れます。

花粉は、足のカゴに付けて、
蜜は胃に貯めて運びます。



5. ミツバチと植物は、受粉活動により共生しています

ミツバチが花粉を花から花へ運ぶ受
粉活動にて、花や木は種をつけ子孫
を広げることができます。

ミツバチは、花から蜜や花粉を
もらい、食料にしています。



3. ミツバチを含む送粉者（受粉）による多彩な生産物の一覧
受粉による直接生産物 

果物：リンゴ、マンゴウ、キーウィ、プラム、桃、ネクタリン、グァバ、イチゴ、西洋ナシ、ア

ボカド、サクランボ、レモン、柿、ビワ、ドリア、スイカ、ブドウ、 

キイチゴ、ブラックベリー、オールスパイスパッションフルーツ、杏、メロン、みかん、梨、ギ

ュウシンリ、ライチ、ライム、マルメロ、ボイゼンベリー、カンタロープ、タンジェロ、カイニッ

ト、タンジェリン、パパイア、パイナップル、ビワ、クランベリー、タマリンド 

野菜： 

オクラ、タマネギ、セロリ、ブロッコリー、カリフラワー、キャベツ、白菜、  カブ、トマト、フェ

ネル、コリアンダー、クワイ、キャベツ、ニンニク、 

キューリ、カボチャ、ピーマン、ビート 

豆、木の実： 

インゲンマメ、小豆、大豆、コーヒー、クルミ、コーヒー、クルミ、ゴア豆、  ココナッツ、カカ

オ、亜麻、ブラジルナッツ、枝豆、ソラマメ、インゲン、梅 

 

香辛料、香料、油： 

キャラウェー、赤トウガラシ、シシトウガラシ、チリペッパー、ゴマ、バニラ、ひまわり油、ナ

タネ油、ベニバナ 

その他：そば、綿、カラシナ 

受粉による間接生産物 

医薬品；ケシ→モルヒネ、ヤナギ→アスピリン、カンゾウ→グリチルリチン 

酪農製品：アルファルファ等の牧草→ミルク、チーズ、バター、牛肉 

衣類：綿→コットン類の衣類 

エネルギー：穀物、サボテン、サトーキビ→バイオマスエタノール 



受粉による経済効果
農業環境技術研究所（農環研）プレスリリース 平成２８年２月４日より



養蜂について(歴史）

今から千万年～１千万年前にミツバチが、また数百万年前に人
類が地球に登場して、１万年前には、人類が蜂蜜を取って食べ
ていた証拠があります。紀元前三世紀には、エジプトで転地養
蜂が行われていた壁画があり、お酒や薬として使われていまし
た（ミツバチの文化史 渡辺孝著）。

人とミツバチは、はるか昔から共に歩んできた歴史があります。

日本では、「蜜蜂」の語が初めて用いられたのは「日本書紀」の
皇極2年（643）の「百済の太子余豊、蜜蜂の房四枚をもって三
輪山に放ち、養う。しかれどもついに蕃息（うまわ）らず」 という
記載です。その後、ニホンミツバチによる養蜂が本格的に行わ
れるようになったのは江戸時代からです。明治時代になり、新
政府により、セイヨウミツバチによる養蜂が導入されました(日本
養蜂協会ホームページより）。



1. ミツバチの進化と採蜜さらに養蜂への発展の歴史

年代 2億2000年前 2300万年年前 20万年前 1万7000年前 4600年前 2384-2322年前 2000年前 1365年前 現代

ミツバチの           

進化

蜂の琥珀化

石（ミャン

マー北部）

写真１

ミツバチの化

石     

（アメリカの

ネバダ）

世界に9種のミ

ツバチが生息

している

野生ミツバチか

らの採蜜の歴史

現生人類

の祖先が

アフリカ

で誕生　

写真2

スペインのア

ラニャ洞窟の

採蜜を描いた

壁画　写真３

野生のミツバ

チからの採蜜

は、世界中で

見られる

養蜂の歴史

エジプト

のババサ

の墓に養

蜂の壁画

発見　写

真4

アリストテレ

スが養蜂の観

察著書を記し

ている

中国の養

蜂の祖の

姜岐によ

る養蜂の

始まりが

記録され

ている

日本書紀

にハチを

飼うと記

載されて

いる

世界各国で年

間120万トン前

後の蜂蜜が生

産されている

写真

写真1 写真2 写真3 写真4

ミツバチの誕生は人類の発現より極めて早く、植物とともに進化し受粉と採蜜の相互関係を構築してきたミツバチの誕生は人類より極めて早く、植物とともに進化し受粉と採蜜の相互関係を構築してきた

人類の誕生

後約18万年

を経て最初の

採蜜記録が

見られる

人類が野生

のミツバチか

ら採蜜後

2400年を経

て最初の養

蜂の記録が

見られる

参考資料：

ミツバチの文化史、渡辺孝、筑

摩書房

ハチミツの歴史、大山晶 翻訳、

原書房

日本養蜂協会ホームページ

山田養蜂場ホームページ等



養蜂とはちみつ生産量
• 世界の養蜂状況としては、旧ソ連地域（主にウクライナ、ベラルーシ、ロシアなど）、中
国、北米、ヨーロッパの諸国など温帯、亜寒帯地域で盛んです

• ミツバチの数は、中国900万群強、旧ソ連地域900万群弱、米国300万群強、メキシ コ
300万群弱、ブラジル200万群前後、アルゼンチン150万群前後、となります。ちなみに
日本では20万群弱です。

• 全世界でのはちみつ生産量は120万トン前後と推定されますが、このうち中国が20万ト
ン強、旧ソ連地域20万トン弱、米国10万トン前後とこの3地域で半数近くを占めています。
日本のミツバチ飼育戸数は、2013年に８３００戸で、はちみつの国内自給率は、平成25
年で6.8％と少なく、輸入に頼っているのが現状です。

• ミツバチはこれら採みつに使われるだけでなく、近年ではポリネーション利用の割合が
増し、米国ではこのミツバチによるポリネーション（受粉）の経済的価値が年間50～100
億ドルに達し、はちみつを始めとする蜂産品の経済的価値の100倍以上になると言わ
れています。



養蜂の実際

養蜂の四季における動画

https://www.youtube.com/watch?v=wYo8I8gNowQ

https://www.youtube.com/watch?v=wYo8I8gNowQ


ミツバチの生活を脅かす病気と環境

世界中で起きた消えたミツバチの謎 

2007 年から 2008 年にかけて米国では飼育されているミツバチの 3 割以上が突然姿を消しまし
た。 
特徴は、巣箱の中や付近に蜂の死体がなく、巣箱全体の 30～90%もの大量の蜂が突然いなくな
りました。 
同じような現象は、インド、台湾、ブラジル、オーストラリアなど、全世界に広がり、養蜂の
世界では、大問題となったのです。 
この現象は、「蜂群崩壊症候群（CCD, Colony collapse disorder）」と名付けられました。 
CCD の正確な原因はまだ分かっておらず、現在は、複数の要因の組み合わせによるとの報告が
主流です。 

複数の要因としては
①ミツバチに寄生するダニの影響
②昆虫に毒性が強いネオニコチノイド農薬
③気候変動や養蜂場の移動によるストレスや単一種類の花粉摂取による栄
養障害の影響



わが国の蜜源について

農林水産省生産部畜産局 養蜂をめぐる情勢データより



蜜源の変化

農林水産省生産部畜産局 養蜂をめぐる情勢の４データより



蜂にやさしい庭づくりのお願い
1. 蜜資源の減少への支援活動として蜂にやさしい庭づくりのお願い 

庭は土がむき出しにでる場所を残し、蜂が土中に巣を作れる環境を保持します。 
花の植生は、野性あるいは野生に近い種類を優先ください。品種改良した花では、蜜や
花粉が少ないものがあります。 
開花期の長い花を選んで植生願います。また、背丈や花の大きさが違った花の組み合わ
せが種類の違うハナバチを招くことになります。 
竹、粘土、木材などでビーハウス（蜂の家）を作ってみませんか 

 
庭の花に来たハナバチ               粘土で作ったビーハウス：ミツバチの教科書 

より フォーガス・チャドウイックら著 



ミツバチに刺された時の対応について

ミツバチに刺されて、近くに巣がある場合は、すぐにその場から離れましょう。

ハチは、針から警戒ホルモンの役目をする毒液をまき散らすことで、他の仲間を呼び寄せる

という習性があります。

針が残っていたら毒の入った袋を触らないようにピンセットを用いて針を抜き、患部から毒を

絞り出して、水で洗い流します。ヒスタミン剤をつけても。 痛みがとれなかったり、腫れが長引

く場合は病院へ行くことをお勧めします。

刺されたとこから毒吸引排除応急セット（ポイズンリムーバー）市販されており、野外活動の

際に、準備することをお勧めします。

呼吸困難や血圧低下、じんましんなどのアナフィラキシーの症状が出た場合はすぐに救急車

を呼ぶことはもちろん、体を急に動かしたりせず、緊急車両が到着するまで安静にしていま

しょう。



ミツバチのことをもっと知りたい方に
本の紹介

• ハチの家族と社会、坂上昭一、中公新書、1992年
• ミツバチの文化史、渡辺孝、筑摩書房、1994年

• あっ！ハチがいる（世界のハチとハチの巣とハチの生活）、千葉県立中央
博物館監修、晶文社、2004年

• ミツバチがたどった道〈進化の比較社会学〉、坂上昭一、新思索社、2005
年

• ミツバチの世界、Jǔrgen Trutz、 丸野内棣訳、丸善株式会社、2010年
• だれでも飼える日本ミツバチ―現代式縦型巣箱でらくらく採蜜 藤原誠太、
• 農山漁村文化協会、2010年
• ミツバチの会議、Thomas D. Seeley、片岡夏実訳、築地書館、2013年
• ミツバチの飼い方、干場秀弘、農文協、2020年
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