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　★ マルハナバチ調査隊について

　★ 調査の流れ

　★ 調査で知りたいこと、分かること
　どのマルハナバチがどこに分布してい

るかをマップにします。数や種類の多さ

は環境の良さと関わりがあります。また、

外来種セイヨウオオマルハナバチの数や

比率、分布範囲もまとめ、今後定期的に

調べて変化をみたいと思います。

　トマトなどの受粉を助けるために導入されま

したが、野外ににげたものが増え、在来種への

悪影響などが心配されています。外来生物法の

「特定外来生物」に指定されており、生きたま

ま持ち運ぶことなどが禁止され、各地で駆除の

取り組みが行われています。

　札幌市内では2007年ごろから確認され、

徐々に数や分布域が拡大しているようです。
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★セイヨウオオマルハナバチとは?

2014年こんちゅうウォッチの結果より









　札幌市では、市内に生息するマルハナバチの一斉調査を行います。身近にいるマルハナバチを通じて、札幌の自然環境

を調べます。ぜひ調査にご協力ください！

　申し込みは不要です。この手引きを見て、調査方法を確認して下さい。事務局まで事前

にメールをいただければ、報告シートの入力フォームなどをお送りします。

① じゅんび

② しらべる

③ 報告する

④ 結果まとめ

実施期間：7月18日（土）～ 8月31日（月）

報告締切：９月７日（月）【必着】

12月に送付予定

●関連イベントも開催！

●連絡はこちらへ！

　期間中に、調査のやり方やマルハナバチ

のことを専門家の方に直接教えてもらうイ

ベントが開催されます。調査のことをくわし

く知りたい人は、自分で調査する前に参加

してみましょう！

マルハナバチ調査隊
　　　　　 in サッポロさとらんど

◆日時  7月25日（土）10：00～12：30
◆場所  さとらんど（東区丘珠町584-2）

◆定員  先着５０名

◆申込  7月11日から受付開始、

　　　 787-0223（さとらんど）まで

　結果を調査場所ごとにまとめて、「報告シート」（裏面）に書いて送ってください。送るの

は調査のつどでも、すべての調査が終わってからでも良いです。メールに添付して送るか、フ

ァクスや郵便で送ってください。

　結果は事務局で整理・集計します。まとめた結果は参加者全員に送付するほか、記念品を

さしあげます。ホームページにも結果を掲載します。特にたくさんの地点で調査した参加者

や、すてきな写真を送ってくれた参加者には特別な記念品も用意していますので、お楽しみに。

　期間内に、市内各地で調査をしてください。家の庭や学校など身近な場所で繰り返し観

察してもよいですし、大きな公園や野山に出かけて、どんなハチがいるか記録してもよい

です。手稲山や空沼岳などの高山帯では、たくさんの種類や数のハチを観察できます。

　ハチの種類は、この手引きの見分け方（3ページ）や図鑑などを参考にしてください。ハ

チや花の名前がわからない時は、メールやフェイスブックで写真を事務局に送っていただ

ければ、なるべく名前を判定して返信します。

フェイスブック  
https://www.facebook.com/ 
maruhana.sapporo

電子メール maruhana@cho.co.jp
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●参加に当たっての注意　　　　　　　　　　　　　　　　野外での活動は十分注意

してください／お子さんは大人の人と参加するようにしてください

／私有地には無断で立ち入らないでください／一部の原始林な

ど昆虫採集が禁じられている場所では採集しないでください／

マルハナバチはおとなしいハチですが、手で捕まえたりすると刺

される場合があるので注意してください。また近くにスズメバ

チがいることがあるので注意してください／送っていただいた

写真は、札幌市の広報物やホームページ上で使用する場合があ

ります。あらかじめご了承ください／報告の際にいただいた個

人情報は、本事業にのみ利用します

センダイハギに訪花

マルハナバチをおそう
スズメバチが来ていることも

　ホームページ http://www.city.sapporo.jp/kankyo/biodiversity/maruhanabachi/27chosa.html

札幌市 マルハナバチ調査隊2015 結果報告シート



外来種

エゾオオマル～w エゾオオマル～♂

エゾコマル～w エゾコマル～w

エゾトラマル～w

セイヨウ～Q

アカマル～w アカマル～♂

　マルハナバチは、花で集めた蜜や花粉だけを食べ

て生きている昆虫です。ミツバチのように巣をつくっ

てたくさんのハチが集まって暮らし、子育てをします。

花の重要なパートナーとして知られている昆虫で、花

のしくみや進化と重要なかかわりがあります。

　★ よい写真のとり方

　えさ集めに夢中になっているときは、ゆっくりと近づけばあまり逃げないの

で、シャッターチャンスです。マルハナバチは動きが速いので、昼間でもストロ

ボを使うとよいでしょう。接写モードで強制フラッシュの状態にし、カメラを

ゆっくり近づけてハチに焦点を当てて撮影します。ただ、それでも被写体ブレ

が起きやすいので、何枚も撮影し、その中からよく撮れているものを探します。

　ハチの斜め横から撮ると、種の特徴となる模様がはっきり出て、しかもマル

ハナバチらしく写ります。正面からは、顔の特徴が分かる写真が撮れます。

　★ こんなところに注目

　花の上で、マルハナバチがどのように蜜や花粉を集めているの

か、よく観察してみましょう。長い舌を使ってすばやく蜜を吸い

取りながら、同時に花粉も集めています。花粉を出させるために、

やくを振るわせる高周波の音が聞こえることもあります。

　お腹はタンクになっていて、自分の体重より重い蜜を運べます。

花粉は、後ろ足のカゴ状のくぼみに入れて運びます。

　花の中には、キツリフネやエゾトリカブトなど、不思議な形を

しているものがあります。このような花の蜜をとり、花粉を運ぶ

のはマルハナバチの仲間だけです。これらのような花は、マルハ

ナバチとの関係を深めるうちに、今のような姿に進化したと考え

られています。花のしくみとハチの動きを観察してみましょう。

　コンフリーやクサフジなど、

細長い花や複雑な形の花を観

察していると写真のように、つ

け根のところに穴があいてい

ることがあります。これは、ハチが蜜のある場所のそばに穴をあけ

て、直接蜜を吸ったあとです。

　植物はハチに蜜をあげ、ハチは別の花まで花粉を運んであげる

というのが花とハチの基本の関係です。しかし、穴から直接蜜を吸

うと花粉がハチの体につかないので、受粉されません。蜜をかすめ

取るだけなので「盗蜜」と呼ばれます。

　盗蜜をするのはエゾオオマルとセイヨウの２種のマルハナバチで

す。この2種は蜜を吸うための舌が短く、細長い花では舌が届かな

いために、こういったことをします。

一回穴があくとほかの虫もここから

蜜を持っていってしまうので、花から

すると困ったことです。

　外来種であるセイヨウがこのよう

な形で花を傷めるのは、従来の自然

のしくみを壊してしまう問題の一つと

言えます。

　★ マルハナバチを探して観察してみよう

　マルハナバチを見つけるためには、花がたくさん咲い

ている場所を探します。しかし、花なら何でもよいわけ

ではなく、蜜や花粉が多い花を探すことが大事です。蜜

が多い花としては、マメ科やシソ科（ハーブ類）、ゴマノ

ハグサ科などの花、花粉が多い花としては、バラ科やナ

ス科、アジサイ科などの花があげられます。これに対し

て、フランスギクや八重咲きの花は目立つ花でも蜜や花

粉が少ないものが多く、ハチはやってきません。

　まずは自宅のまわりで、花がたくさん咲いている場所

を探してみましょう。花を訪れている昆虫の中に、大き

くてせわしなく動くハチがいれば、マルハナバチの可能

性が高いです。ハナアブの仲間のように、マルハナバチ

に似た昆虫もいるので注意しましょう。飛び方や動き方、

目の形で見分けられます。

エゾコマル～♂

エゾトラマル～♂

セイヨウ～w セイヨウ～♂

エゾヒメマル～♂

ハイイロ～Q ハイイロ～w

エゾナガマル～wエゾヒメマル～w

ハイイロ～♂

ナガマル

ハイイロ

トラ

アカマル
コマル

オオマル

セイヨウ

7月

ハイイロ
トラ

コマル

オオマル セイヨウ

8月
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○その他の種

キツリフネの花の
　　　断面を見ると．．．

奥深くに蜜

花粉

正式なルート！
長い舌と技術が必要

穴をあけて直接蜜を盗る！！

調査の主役マルハナバチ調査の主役マルハナバチ調査の主役マルハナバチ

マルハナバチが来るペパーミント・ヒマワリ

札幌周辺で夏に見られる
マルハナバチの種類（丹羽 , 2008-2014）

マルハナバチに似ているが違う虫
（ヒゲナガハナバチ・セイヨウミツバチ・ハナアブ）

アカツメクサとエゾトラマル

ヒロハクサフジで盗蜜をするセイヨウ

コンフリー アオノツガザクラ

エゾトリカブトとエゾトラマル

来ないヒメジョオン

●「盗蜜」について
とう みつ



外来種外来種

　札幌市内には10種類ほどがすんでいますが、今回の調査では、毛の色で5つのタイプに分けて記録します。代表的な種

類を写真で紹介します。よく見られる場所、よく来る花も参考にして、探してみてください。種名の後の記号は、「Ｑ：女王

バチ、ｗ：働きバチ、♂：オスバチ」を示しています。巣が活動を終える前に、新女王とオスが出てきます。

レモン+しろタイプ

あか目立つタイプ

きいろ目立つタイプ

しろっぽいタイプ

くろ+しろ+きいろタイプ

エゾオオマル～wエゾオオマル～w エゾオオマル～♂エゾオオマル～♂

エゾコマル～wエゾコマル～w エゾコマル～wエゾコマル～w

エゾトラマル～wエゾトラマル～w

セイヨウ～Qセイヨウ～Q

アカマル～wアカマル～w アカマル～♂アカマル～♂

三色タイプ

赤色タイプ

黄色タイプ

灰色タイプ

外来タイプ

　★マルハナバチの見分け方ミニ図鑑（札幌市内・７～８月版）

エゾコマル～♂エゾコマル～♂

■セイヨウオオマルハナバチ　お尻が白いところを確認で
きれば見まちがうことはない。また、黒地にレモンイエローの帯

がよく目立つ。雌雄の外見の差は小さく、区別は難しい。

【 場所と季節 】開けた環境を好み、農村部や大きな公園、河川

沿いに多い。７～８月は働きバチの数がもっとも多い。８月後半

には新女王やオスも見られるようになる。

【 よく来る花 】ムラサキツメクサやオオハンゴンソウ、園芸植物

のラベンダーやコスモスなどによくやってくる。

■アカマルハナバチ　全身赤みの強いオレンジ色で、お尻が黒く、コン
トラストが美しい。オスは赤みが薄いオレンジ色で、お尻の黒は目立たない。

【 場所と季節 】低地から高山まで広く分布し、市街地にも生息するが少ない。

７月後半には働きバチが減り、オスが活発に飛び回るが、それも８月中旬に

は見られなくなる。

【 よく来る花 】夏はシロツメクサやラベンダーの花で見かけることが多い。

■エゾトラマルハナバチ　全身薄いオレンジ色。女王バチは大型。顔
が長く、舌も長い。雌雄の外見の差は小さく、区別は難しい。

【 場所と季節 】低地から亜高山まで分布するが、開発の影響に敏感で、市

街地や農村部ではほとんど生息しない。

【 よく来る花 】長い花を好む。ムラサキツメクサ、キツリフネ、エゾトリカブ

トなど。

■ハイイロマルハナバチ（類）　全身灰色だが、胸部は
毛が少なく黒っぽく見える。雌雄は似ている。 

【 場所と季節 】低地の開けた場所に多い。７～８月は働き

バチの数がもっとも多い時期で、活発に飛び回る。８月後

半には新女王やオスも見られるようになる。

【 よく来る花 】クローバーやクサフジなどのマメ科の花。

■エゾヒメマルハナバチ♂
全身うす黄色で小さい。

高山にのみ生息。

●その他の種
■エゾヒメマルハナバチQ
　高山に生息

●その他の種　■エゾヒメマルハナバチ♂　高山に生息　　　■エゾコマルハナバチ♂　活動時期が早い　　　■ミヤママルハナバチ　高山に生息するとされる

●その他の種　■エゾヒメマルハナバチｗ　高山に生息
　　　　　　　■エゾナガマルハナバチ　高山に生息

■エゾナガマルハナバチ　
黄色味を帯びた灰色で顔　

が長い。高山に生息。

■エゾコマルハナバチ♂
全身明るい黄色で、お尻

だけオレンジ。８月中旬

には見られなくなる。

■エゾコマルハナバチ女王･働きバチ　エゾオオマルによく似るが、えり
の白の帯は色が薄い。やや小さい。オスは黄色タイプ。

【 場所と季節 】低地に多く、標高の高い場所には生息しない。住宅街ではもっ

とも多い在来種である。巣の衰退が早く、７月後半には働きバチの数が減る。

【 よく来る花 】夏はコンフリーやクサフジなどで蜜を取り、ハマナスやバラで

花粉集めをしている。

■エゾオオマルハナバチ　黒と白の縞模様で、お尻はオレンジ色。オ
スは全体に黄色味がかっていて、トーンがはっきりしない。

【 場所と季節 】開けた環境を好み、どのような場所でも多く見られる。７～

８月は働きバチの数がもっとも多い時期で、活発に飛び回る。８月後半には

新女王やオスも見られるようになる。

【 よく来る花 】さまざまな花を利用する。クローバー・ハマナスなど。

エゾトラマル～♂エゾトラマル～♂

セイヨウ～wセイヨウ～w セイヨウ～♂セイヨウ～♂

エゾヒメマル～♂エゾヒメマル～♂

ハイイロ～Qハイイロ～Q ハイイロ～wハイイロ～w

エゾナガマル～wエゾナガマル～wエゾヒメマル～wエゾヒメマル～w

ハイイロ～♂ハイイロ～♂
※ハイイロ～類にはハイイロとニセハイイロを含む。両者は似て
いて野外での区別は難しいが、市内ではニセ～が多いと言われる。

■エゾヒメマルハナバチ w
全身淡い灰色で小さい。高

山にのみ生息。 3

○その他の種○その他の種

調査の主役マルハナバチ調査の主役マルハナバチ



マルハナバチ 調査隊マルハナバチ 調査隊
ちょう  さ   たいちょう  さ   たい

20152015

～ 調査の手引き ～～ 調査の手引き ～

札幌市の生物多様性ＰＲ
キャラクター「カッコー先生」

厚別区

清田区

中央区

東区

白石区

豊平区

○主催　札幌市環境局 環境共生推進担当課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階

電話 011 (211) 2879　ファクス 011 (218) 5108
〒004-0051 札幌市厚別区厚別中央１条７丁目1-45山岸ビル

電話 011 (892) 5306　ファクス 011 (892) 5318

○マルハナバチ調査隊事務局 （さっぽろ自然調査館内）

送付先！ メールは、 maruhana@cho.co.jp へ。

（担当：渡辺･丹羽）

　★ 結果報告のやり方、報告シートの書き方

●記念品がもらえる！

　参加グループには、この夏に公開される

昆虫映画「アリのままでいたい」の記念グ

ッズをはじめ、参加賞を差し上げます！

　さらに報告数上位者

やすてきな写真を送っ

てくれた方には限定グッ

ズも用意していますの

で、たくさんの報告・写

真をお待ちしています。 ©２０１５「アリのままでいたい」製作委員会

映画「アリのままでいたい」は
7月11日(土) ３Ｄ・２Ｄ ロードショー！

きねんひん



※「場所」は、特定できるようにくわしく書いてください。
※「地名」は具体的な場所名を書きます。位置が分かるように、「住所」を「○丁目」程度まで書いてください。大きな公園や学
校名などであれば「住所」は不要ですが、広い場所を示す地名のときは「住所」も書いてください（藻岩山、野幌森林公園など）。

※「メッシュ番号」や「緯度経度」が分かるときは、具体的に書いてください。「メッシュ番号」は地域を示す共通コードで、3次メッ
シュコード（1キロメッシュ）まで書いてください。ウェブサイト「Geocode Viewer」などで地図を確認しながらコードを調べられます。

※「環境」は、調べた場所の代表的な環境を一つ選んで○をつけてください。

※確認したタイプに○をつけて、おおよその数を記録して下さい。種名まで分かれば、種名も書いてください。
※写真は、この表との対応が分かるようにファイル名かプリントの裏に番号をつけて、メール添付か郵送してください。デジカメ
のデータを郵送するときは、CD-R や USBメモリに入れて送ってください。返却を希望するときは、その旨明記して下さい。

※訪れていた花の名前は、代表的なものを書いてください。チョウやアブなど他の虫が来ていたときは、書いてください（記入自由）。
※「盗蜜」については 2ページの説明を見てください。花に穴があいているのが分かったら記録してください。

※ 2 回目の報告からは、グループ名と代表者名を記入していただければ、他の項目は省略できます。
※ 過去の調査の「こんちゅうウォッチ」「シードソン」は札幌市環境局で2014･2013 年に実施した調査、セミ調査は札幌市博物
館活動センターで2008～2010年に実施した調査、「フラワーソン」は北海道新聞主催で5年に1回実施している調査となります。

◆下記の「報告シート」に結果を書いてください。そ

れぞれの項目の説明を下につけてあります。

◆たくさん報告できる方は、このシートをコピーする

か、ホームページ･メールで「報告シート」を入手して

書いてください。

・札幌市ホームページ http://www.city.sapporo.jp/ 
kankyo/biodiversity/maruhanabachi/27chosa.html

◆結果のほか、調査の感想や、質問事項、参加風景

を撮影した写真も募集しています。メール本文や、テ

キストファイル、お手紙などでお寄せください。

4

たくさん、たくさん送ってほしいんだッコー！

■調査した日  　　　　月　　　　日（ 午前・午後 ） ■天気

■場所　・地名　　　　　　　　　　・住所　　　　区　　　　　　　　　・メッシュ番号・緯度経度など
※記入例　地名（自宅の庭）－住所（北区北10西 6）、地名（豊平公園）、地名（藻岩山）－メッシュ番号（644142-44）

■環境（一つに○） 市街地・庭、公園などの花壇、公園の草地、公園の森、川原、農地、山地の草地・荒地、山地の森、高山

★2.しらべた場所の情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※結果の報告回数 回目
・ ・

じょうほうばしょ ほう  こく  かい  すうけっ    か かい   め

ちょうさ

ばしょ

かんきょう ひと しがいち にわ こうえん か だん こうえん そう  ち こうえん もり かわら のうち さんち そう  ち あれち さんち もり こうざん

ち  めい じゅうしょ く ばんごう い　ど  けい ど

にちがつ ご　ぜん ご　  ご てんき

札幌市 マルハナバチ調査隊2015 結果報告シート札幌市 マルハナバチ調査隊2015 結果報告シート

■グループ名 ■代表者名

■参加人数 　　　　　名 〔 一般　　　名 ／ 高校生　　 名 ／ 中学生　　 名 ／ 小学生　　 名 ／ 幼児　　 名 〕

■代表者の連絡先 ・住所  〒　　-　

・電子メール ・ファクス

 ※過去に参加した調査に○ ⇒ こんちゅうウォッチ ・ シードソン ・ セミ調査 ・ フラワーソン ・ セイヨウバスターズ

★1.しらべた方の情報　　　　　　　　　　　※グループ名はかならず書いてください（公表する場合がありますので命名の際はご注意ください）

・電話

じょうほうかた めい か こうひょう ば   あい めいめい さい ちゅう い

めい

めい いっぱん こうこうせい ちゅうがくせい しょうがくせい ようじさん    か  にん  ずう

だいひょうしゃ れん らく さき じゅうしょ

でん　わでん　し

か   こ さん  か ちょうさ

だいひょうしゃ めい

※

記
入
例
〔○ 〕三色タイプ 種名：エゾオオマル 数： 4、5匹 写真：3番 〔 　〕赤色タイプ 種名： 数： 写真：

〔 　〕外来タイプ 種名：セイヨウオオマル 写真： 〔 　〕黄色タイプ 種名： 数： 写真：

〔 　〕三色タイプ 種名： 写真： 〔 　〕灰色タイプ 種名： 数： 写真：

■訪れていた花 ■花に来ていたほかの虫

■盗蜜 
※
 のあとがあった花 ■備考･メモ

★3.見つけたマルハナバチと来ていた花 （種がわかれば、種名も記入、数は大体でよいです）
み き はな しゅ しゅ   めい かずき   にゅう だい  たい

おとず はな

はな

はな き むし

とうみつ びこう

き
に
ゅ
う
れ
い

さんしょく

さんしょく

がいらい

しゅめい しゅめいかず あかいろ

きいろ

はいいろ

しゃしん かず しゃしん


