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ミツバチプロジェクト

～金農ハチミツの生産を目指して～

Ⅰ 目的・動機

ニホンミツバチ（Apis cerana japonica）は、病害

虫や夏の暑さ、冬の寒さにも強く、おとなしい性格

である（小野，2013）。本校では以前から校庭内でニ

ホンミツバチの営巣が確認されたり、採蜜行動が見

られていた。そのため、数年前からそれらの蜂群を

捕獲して飼育し、「金農産ハチミツ」を地域の方々に

提供したいという思いがあった。しかし、ミツバチ

自体を捕獲することができなかったことや、本格的

な養蜂を実施したことがなかったことなどの理由か

ら実現することができなかった。今春、本校に隣接

する小泉潟公園で分蜂していたニホンミツバチ（図

Ⅰ .1）を捕獲し、これまで作っておいた巣箱に入れ

ることができた。その巣箱をきっかけに、養蜂振興

法に基づき蜜蜂飼育届を提出し、本格的に養蜂およ

び本研究が始まった。

図Ⅰ.1 小泉潟公園で分蜂中のニホンミツバチ

研究開始時に立てた実施計画は次の通りである。

①花粉や花蜜をどうやって集めているのかを調べる

ために死んだミツバチを採取し、解剖して記録す

る。

②巣の中にカメラ（暗い所でも撮影できるカメラ）

を設置し、ミツバチが仲間に餌場を伝えるために

行う「8 の字ダンス」と「円形ダンス」をどのよ

うに行っているかを調べる。

③ミツバチは 1 分間に 10 ～ 20 回の出入りがあれば

元気な状態だというが、どの時間帯が最も活発か、

巣の外にセンサーカメラを設置し、観察・記録す

る。さらに女王蜂が巣にもう一匹できると分蜂（女

王蜂が巣の働き蜂を半分連れて新しい場所を探す

こと）をするので、その様子や気象条件を観察し

記録する。

④気温や湿度の変化、天気がミツバチの行動にどう

影響しているかを調べる。

⑤巣箱は新しいものだとミツバチが入りづらいと言

われるが、本当か、材質や巣の新古で変わるか調

べる。さらに、つくり・形・場所・サイズでミツ

バチの飼育にどう影響するかを調べる。

⑥実際に養蜂家の方にお会いし、研究してきた中で

の疑問（本やインターネットでは解決できなかっ

たもの）を聞き取り調査する。

⑦本校のミツバチで採蜜し、ミツロウの採取も試み

る。

以上の計画から、まず養蜂を始めるには、ミツバ

チの生態を知る必要があると考え、1「センサーカメ

ラとファイバースコープによる巣房の調査」として、

巣の成長速度や最も活発な時間帯、活動時間の調査

を行った。また、2「気温・湿度・照度・風速がミツ

バチの行動におよぼす影響」について調査を行った。

さらに、採蜜したハチミツの利用法として、3「ニホ

ンミツバチのハチミツの活用法」について研究した。

この 3 点を中心に研究し、「金農産ハチミツ」の提供

を目的とし活動した。

なお、実施計画⑤は、ニホンミツバチが分蜂する

時期を逃してしまい、巣箱にミツバチを入れること

ができず研究することができなかった。

Ⅱ 調査・活動

Ⅱ.1 「センサーカメラとファイバースコープによ

る巣房の調査」

ミツバチが仲間に餌場を伝えるために行う「8 の

字ダンス」と「円形ダンス」（吉田，2000）をどのよ
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うにして行っているかを調査した。また、どの時間

帯が活発に蜜や花粉を採取しているかを調査した。

材料および方法

①調査場所

本校実習棟裏の巣箱（図Ⅱ.1.1）1 箱について調査

した。

図Ⅱ.1.1 校庭に設置した重箱式巣箱

②調査方法

調査 1

センサーカメラ（マリブ社・MOULTRIE）を

地表面から約 0.3 ｍの高さで巣箱の前と横に設

置した。

調査 2

ファイバースコープ（サンワサプライ社・デジ

タル内視鏡）を巣箱の出入り口から挿入し、「8

の字ダンス」と「円形ダンス」、巣のつくりを観

察した。

③調査期間

2015 年 5 月 28 日～ 2015 年 9 月 12 日

結果および考察

調査 1 について

巣箱前と横にセンサーカメラ（図Ⅱ.1.2）を設置し

た結果、昼間の 12 ～ 14 時がミツバチの行動がもっ

とも活発であることがわかった（表Ⅱ.1.1）。なお、

早朝や夜間にも活動していることがわかった。昼間

に観察すると 50 回以上のミツバチの出入りを確認し

た。夏（6 ～ 8 月）の早朝と夜間は巣箱内が暑いの

か、巣箱外に張り付いていたり（図Ⅱ.1.3）、蜜源と

なる花（図Ⅱ.1.4）が多く咲いていた 6 月～ 7 月は早

朝から花粉や蜜を採っていたと考えられる。

しかし、夜間は暗くミツバチの動きがわからず、

センサーカメラではあまり鮮明な画像は得られなか

った（図Ⅱ.1.5）。

図Ⅱ.1.2 センサーカメラの取り付け風景

表Ⅱ.1.1 時間帯とミツバチの出入りの回数

図Ⅱ.1.3 巣箱の外に集まるミツバチ
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図Ⅱ.1.4 校庭のラベンダーで

採蜜しているニホンミツバチ

図Ⅱ.1.5 夜間、巣箱の前に来たネコ（右下）

調査２について

ファイバースコープ（図Ⅱ.1.6）を挿入した結果、

ミツバチがファイバースコープに集まり、何も見え

なかった。ニホンミツバチはススメバチを熱蜂球（大

勢のミツバチが集まり、自身の熱でスズメバチをと

り囲むこと）で殺すことができる（菅原，2015）。し

たがって、ファイバースコープを外敵だと思ったた

め巣内のミツバチが集まったと考えられる。

図Ⅱ.1.6 ファイバースコープによる巣内の観察

巣のつくりは 8 枚の巣碑が上から垂れ下がるよう

になっており（図Ⅱ.1.7）、上部が蜜、その下に花粉

が貯蔵され、花粉の下も巣房で卵や幼虫を育てる飼

育スペースとなっていた（図Ⅱ.1.8）。そのため、「8

の字ダンス」と「円形ダンス」を見ることは現在本

校で行っている重箱式巣箱では難しく、はっきりと

したものを見ることはできなかった。

来年度からは巣板式巣箱を導入し、「8 の字ダンス」

と「円形ダンス」を観察したいと考えている。

図Ⅱ.1.7 巣箱の中に作られた巣碑

図Ⅱ.1.8 巣枠を上下逆にして巣碑の観察
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Ⅱ.２ 「気温・湿度・照度・風速がミツバチの行動

におよぼす影響について」

ミツバチの巣箱からの出入りの数が 1 分間に 10 ～

20 回あれば元気な状態だという（藤原，2010）。ミ

ツバチの巣箱からの出入りは、天気・気温・湿度・

照度・風速の違いなどが関係しているのではないか

と考え、調査・研究を行った。

材料および方法

①調査場所

本校実習棟裏の巣箱１箱を調査した。

②調査方法

・マルチ環境測定器（マザーツール社・LM －

8000）を使用し、気温・湿度・照度・風速を昼

と夕方に巣箱前で測定した。

・ミツバチの出入りを妨げないように巣箱の横に

立ち、巣門からの出入りと花粉の運搬数を 1 分

間目測でカウントした。

・門番の数を記録した。

③調査期間

2015 年 6 月 1 日～ 2015 年 11 月 25 日

結果および考察

気温・湿度・照度・風速とミツバチの出入りを記

録すると、気温が最も出入りの数と関係しているこ

とが分かった（図Ⅱ.2.1）。降雨のない気温 25.0 ℃以

上の日に出入りが多いことが分かった。しかし、7

月下旬頃からは、女王蜂が何らかの原因で世代交代

に失敗してしまい無王群になってしまったり、スム

シ（図Ⅱ.2.2）による被害等もあり、25.0 ℃以上あっ

ても出入りが少なくなったものと考えられる。10 月

上旬は、秋の花が開花したことや、9 月下旬に採蜜

を行ったため、越冬の準備として蜜を集める必要が

あり出入りが多くなったものと考えた。昼と夕方で

気温差が大きくなる 10 ～ 11 月は、16 時を過ぎると

出入りがほとんどなくなり、気温が下がるにつれて

おとなしいミツバチも少し攻撃的になった。気温差

があまりなかった 6 ～ 9 月は、16 時を過ぎても出入

りがあった。さらに、花粉の運搬数が気温と関連し

ていることが分かった。花粉の運搬数（図Ⅱ.2.3）が

多いということは、出入りが多いということになる

ので、気温が出入りの数と関係しているといえる。

湿度（図Ⅱ.2.4）・照度（図Ⅱ.2.5）・風速（図Ⅱ.2.6）

は、出入りとほとんど関係していなかった。

図Ⅱ.2.1 気温とミツバチの出入りの関係

図Ⅱ.2.2 スムシ（ハチノスツヅリガの幼虫）

図Ⅱ.2.3 気温と花粉の運搬数の関係
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図Ⅱ.2.4 湿度とミツバチの出入りの関係

図Ⅱ.2.5 照度とミツバチの出入りの関係

図Ⅱ.2.6 風速とミツバチの出入りの関係

さらに、門番の数が多かった日から約 15 日前に出

入りが多かったことが分かった。ミツバチは、羽化

してから約 15 日後に門番として仕事をするので、羽

化したミツバチが多いほど、出入りが多くなるので

はないかと考えた。

Ⅱ.3 「ニホンミツバチのハチミツの活用法」

養蜂家の蜂場に訪問（図Ⅱ.3.1）し、質問した結果、

ハチミツをそのまま販売してもあまり売れないとい

うことを聞き、ハチミツを活用した菓子を作ろうと

考えた。その際に本校でとれる卵も用いることはで

きないかと考えた結果、カステラが適しているので

はないかという結論に至った。そこで、今回採蜜し

たハチミツを利用し、砂糖の量を変えた 2 種類のカ

ステラを試作（図Ⅱ.3.2）し、試食してもらいどちら

がハチミツの風味を感じるか、普段ハチミツを利用

するかなどのアンケートを行った。アンケートの結

果をもとに、「金農産ハチミツ入りカステラ」（図Ⅱ

.2.3，4）を製造・販売することにした。

図Ⅱ.3.1 鳥海ニホンミツバチの会の蜂場にて

図Ⅱ.3.2 試作品のハチミツ入りカステラ

図Ⅱ.3.3 カステラ製造風景
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図Ⅱ.3.4 完成した製品のカステラ

材料および方法

①材料

次の材料と分量（表Ⅱ.3.1）でカステラを試作した。

表Ⅱ.3.1 金農産ハチミツカステラの分量

試作 1 試作 2

ハチミツ 60 ｇ 60 ｇ

砂糖 200 ｇ 275 ｇ

小麦粉 200 ｇ 200 ｇ

牛乳 50 ｇ 50 ｇ

卵 7 個 7 個

②製造方法

・卵をボウルに割り入れ、混ぜた。

・砂糖を入れ、混ぜた。

・よく混ぜたら、温めた牛乳にハチミツを溶かし

たものを入れ、さらに混ぜた。

・小麦粉を入れ、軽く混ぜたところで型に入れ、

160 ℃のオーブンで約 1 時間焼いた。

③アンケートの実施方法

本校で行われた農産物販売会の際に、試作した２

種類のカステラとアンケート用紙（図Ⅱ.3.5）を配り

回答してもらった。また、普段ハチミツを利用する

かというアンケート（図Ⅱ.3.6）も実施した。

図Ⅱ.3.5 試作したカステラについてのアンケート
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図Ⅱ.3.6 ハチミツの利用に関するアンケート

結果および考察

試作したカステラのアンケートの結果（表Ⅱ.3.2）

によると、甘さはどちらも丁度いいと意見が分かれ

たが、ハチミツの風味を感じるかという質問では、

砂糖の量が多いほう（試作２の 275 ｇ）がハチミツ

を感じると答えた人が多かったため、砂糖 275 ｇの

レシピで秋田市内の菓子舗で製造することとした。

表Ⅱ.3.2 味覚に関するアンケート調査

（10 ～ 80 代 85 人に調査）

ハチミツの利用に関するアンケートでは、本校周

辺では食べると答えた方が 80 ％を超え、パンやヨー

グルト、料理の甘み付けに利用している方が多く、

予想外の結果となった（図Ⅱ.3.7）。しかし、食べる

と答えた方のほとんどが高齢者で若者でハチミツを

食べる人は少なかった。

図Ⅱ.3.7 ハチミツの好みに関するアンケート結果

これからは、どうしたら若者にもハチミツの消費

を上げられるかを研究したいと考えている。

今回製造した「金農産ハチミツ入りカステラ」（図

Ⅱ.3.8）は「金農産ハチミツ」（図Ⅱ.3.9）と一緒に本

校の文化祭で販売し、ニホンミツバチのハチミツの

おいしさやその希少価値、また学校の敷地内で養蜂

を行っているということを地域の方々に伝えること

ができたと感じた。

図Ⅱ.3.8 カステラ製造後、小林菓子舗にて撮影
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図Ⅱ.3.9 採蜜したハチミツ

平成 28 年度はさらに巣箱を増やす予定であり、採

蜜の量も増やし、さらにニホンミツバチの魅力を地

域の方々に伝えたいと思う。

Ⅲ まとめ

養蜂を始めて約 9 か月が経過したが、養蜂はとて

も奥が深く一筋縄ではいかないことが多かった。し

かし、たくさんの発見や経験をすることができ充実

した 9 か月間だった。養蜂について詳しく学ぶため

に訪問した大仙市の奥羽養蜂園（図Ⅲ.1）では、越

冬のしかたについて詳しく教えていただいた。教え

ていただいたことを参考に本校でも実践した。

図Ⅲ.1 奥羽養蜂園にて藤原瑞永氏による養蜂指導

7 月 10 日、9 月 12 日、9 月 25 日には、採蜜をす

ることができた。本校の巣箱は、重箱式巣箱のため、

巣箱の 1 番上の段を切り離し、垂れ蜜という方法で

採蜜を行った（図Ⅲ.2，3）。

図Ⅲ.2 採蜜風景

図Ⅲ.3 巣箱から取り出した巣碑

1 回の採蜜で約 5kg のハチミツを採蜜することが

できた。採蜜したハチミツは、カステラと一緒に学

校祭で販売することができ、「地域の方々に金農産ハ

チミツを提供する」という目標を達成することがで

きた。さらに、副産物としてミツロウの採取も次の

とおり試みた。

方法①

鍋でハチの巣（採蜜した後の巣碑）30 ｇと水 50mL

を加熱し、ハチの巣を溶かしたものをキムタオルを

用いて漉し、固体化したミツロウを採取した（図Ⅲ

.4）。

図Ⅲ.4 ミツロウ採取実験
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結果

30 ｇのハチの巣から平均 3.6 ｇのミツロウを採取

することができた（表Ⅲ.1）。

表Ⅲ.1 30ｇの巣から得られるミツロウの量

さらに効率よくミツロウを採取する方法を考え、

溶媒抽出法を試みた。溶媒として様々な化学反応に

使用されるメタノールと、大豆油の抽出工程で使用

されるヘキサンの 2 種類を使って実験をした。

方法②

鍋にハチの巣 30 ｇとメタノール 30mL を入れ、湯

煎して溶かしたものをキムワイプを用いて漉した。

方法③

鍋にハチの巣 30 ｇとヘキサン 30mL を入れ、湯煎

して溶かしたものをキムワイプを用いて漉した。

結果

表Ⅲ.2 溶媒抽出法によるミツロウの量（巣30g）

方法②では、平均より採取できた量が少なかった。

方法③では、平均以上のミツロウを採取することが

でき、最も効率よくミツロウを採取できたといえる。

この方法で採取したミツロウは、方法①で採取した

ミツロウに比べ色が薄かった。しかし、採取してか

ら 2 日経過すると、方法①で採取したミツロウとほ

とんど同じ色になった。メタノールとヘキサンは、

危険性が高い薬品であるため、他の方法も考えてい

く必要がある。さらに、今回採取できたミツロウの

活用法も考えていきたい。

今年度研究してきた「センサーカメラとファイバ

ースコープによる巣房の調査」「気温・湿度・照度・

風速がミツバチの行動におよぼす影響」については、

まだまだデータ不足であることを実感している。さ

らに詳しくニホンミツバチについて研究し、よりた

くさんの人に金農産ハチミツを提供できるように、

今後もこの研究を続けていきたい。

最後になりますが、齋藤憲三・山﨑貞一顕彰会、

鳥海ニホンミツバチの会、奥羽養蜂園の方々から多

大な情報提供や研究助成などをしていただきました。

心から感謝申し上げます。

Ⅳ 研究発表及び受賞可否

・金農祭科学部展示スライド発表（図Ⅳ.1）

・平成 27 年度第 1 回農産物販売会ポスター展示（図

Ⅳ.2）

・平成 27 年度第 2 回農産物販売会ポスター展示

・秋田県立農業科学館におけるポスターとハチミツ

の展示

・第 38 回ミツバチ科学研究会における養蜂情報の意

見交換（図Ⅳ.3）

・日本生物教育学会第 100 回全国大会における高校

生ポスター発表（図Ⅳ.4）

図Ⅳ.1 学校祭における養蜂活動の紹介
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図Ⅳ.2 農産物販売会におけるポスター説明

図Ⅳ.3 第38回ミツバチ科学研究会

平成28年1月10日（玉川大学講堂）

図Ⅳ.4 日本生物教育学会第100回全国大会

高校生ポスター発表平成28年1月11日

（東京理科大学神楽坂キャンパス）
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