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さっぽろ生き物さがしプロジェクト ～花に集まるマルハナバチを探そう～
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 ～ ～～ 調査結果ニュースレター ～

　★ マルハナバチ調査隊について

　★ 参加者と調査量について

　札幌市では、2015年の夏、市内に生息するマルハナバチの一斉調査を行いました。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るため、市民の皆さんに呼びかけて7月18日から8月31日まで、花に来るマルハナバチを報告して

もらいました。ここでは、調査の概要や得られた結果について、参加者の皆さんから寄せられた写真とともに紹介します。

　今回の調査に参加して結果を送っていただいたのは、82グル
ープ、計243名でした。このうち小学生を含むのは59グループ
（72%）で、夏休みの子どもたちが多く参加しました。マルハナバチ

は普段あまりなじみのない虫で、見分け方もやや難しいですが、

多くの方に参加いただきました。1クラス全員で参加した小学

校や、60以上のデータを送っていただいた家族もありました。

　札幌市内に生息する10種類のハチを毛の模様で5つタイプに

分けて報告してもらったところ、調査報告の回数は346件で、

報告された総データは661件となりました。半数以上のグルー
プが写真も合わせて送ってくださったので、判別してより詳し

い記録も整理しています。

　調査した区画数は130メッシュ（1キロ四方の単位）で、札幌全
体の約11%、市街地周辺の約3分の1を調べることができました。

　調査期間のうちお盆を含む8月中旬以外はまんべんなく報告

をいただきましたが、天候の関係もあり、今年はハチが観察し

やすかったのは7月中旬だったようです。

　調査されたのは主に市街地周辺でした。参

加したグループが多いのは豊平区（16グルー

プ）、報告されたデータが多いのは南区（165

データ）でした。南区は確認される数や種類

が多く、山や森林が多い環境をよくあらわし

ていると言えそうです。

　次のページでは、5つのタイプごとの結果を

くわしく見てみます。
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また参加してほしいッコー！

区ごとの参加グループ数と報告データ数

　★ その他の結果について

　ハチがどんな花を訪れていたのかも報

告してもらいましたが、今回はほとんどの

調査が園芸種か外来種の花でのもので

した。特にラベンダー、シロツメクサ･アカ

ツメクサ（クローバー）での報告が目立ち

ました。季節が夏ということも大きかっ

たかもしれません。

　ハチが花に穴をあけて蜜をとってしまう「盗蜜」（くわしくは手引き参照）につ

いては、4チームから報告がありました。写真はチームなかやま（白石区）が撮っ

てくれました（セイヨウによるハナツリフネソウの盗蜜）。

　マルハナバチ以外に花に来て

いる虫も報告してもらいました。

ミツバチやチョウが多くあげられ

ました。その他は他のハチ類やカ

メムシなどです。

　写真を事務局でチェックした結果、報告の

タイプ判定が間違っていたケースがいくつか

あります。判定ミスはそれほど多くありませ

んが、種類が多い黄色タイプや灰色タイプで

はよく見られました。オスが多い時期だった

こともミスを生みやすかったといえます。

　★ 参加チームのランキング、感想・写真について

　今回参加いただいたチームの最終的な報告数ランキングは右のようになりまし

た。上位チームには、限定グッズを差し上げます。また、きれいなハチの写真、

興味深い写真を送っていただいた14チームにもグッズを差し上げます。送付大変

ありがとうございました。

　いただいた感想をいくつか紹介します。 「色々な種類のマルハナバチを観察することが出来て面白かったが、赤色タイプだけ見

つけることが出来ず残念だった」「家族で外来種について話しあい、関心を高めるよいきっかけとなりました」「チョウやトンボなどの

虫に興味を持ってもハチに注目して観察することは初めてでしたので、新鮮な気持ちで楽しかったです」「外来種の数の割りに、在来種

が少ないと思う」「種類についてタイプ別に見るのが精一杯でほんとの種類名までわかりません」

　★ おわりに

　今回の取り組みは、札幌で初めての市民によるマルハナバチ調査となりました。多くの情報が得られ、今後の環境の変化を見て

いくための基礎データとなりました。情報を寄せていただいた方々に感謝いたします。このような市民の手による調査は、今後も

札幌市で取り組む予定です。また以下のサイトや組織でも情報収集をしています。この調査をきっかけに、花たちのくらしを支え

るマルハナバチについて気に留めていただけたら幸いです。

★訪れていた花

★盗蜜について

★その他の虫 ★ハチの判定ミスについて

ウェブサイト  htp://www.city.sapporo.jp/kankyo/biodiversity/maruhanabachi/27chosa.html
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今回の調査の概要

調査時期別の報告データ数

発行：2015 年 12 月

札幌市の生物多様性ＰＲ
キャラクター「カッコー先生」

○調査期間　2015 年 7月18日～ 8月31日　（45日間）
○対象範囲　札幌市内　（1キロメッシュ数 1,192）
○参加者数　82グループ、243 名
　　　　　　小学生参加 59 グループ（72%）
　※一般 101名、高校生 2名、中学生 5名、小学生116 名、幼児19 名 

○調査報告数　346 件、　総データ数 661件（市内 631件）
　※主催者データを除くと、報告数 302 件、総データ数462 件

○調査メッシュ数（1キロ四方単位）　130メッシュ（市内の11%）
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調査数 データ数 調査あたり

34 101 2.97

96 151 1.57

92 198 2.15

40 57 1.43

81 119 1.47

343 626

調査時期

7月中（7/18-7/20）

合計

7月下（7/21-7/31）

8月上（8/01-8/10）

8月中（8/11-8/20）

8月下（8/21-8/31）

※札幌市内のデータのみ。調査時期不明の3調査を除く。
※「調査あたり」は1調査でどれくらいのデータが得られているかを示す。
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※（  ）内はそのタイプに間違えられた正しい種名

判定ミスが生じていた割合

◇セイヨウ情勢（市民参加によるセイヨウのモニタリングサイト）　ウェブサイト http://www.seiyoubusters.com/seiyou/ 

◇さっぽろ自然調査館・北海道自然史研究会（市民調査の実施･情報蓄積）　メール chosakan@cho.co.jp

 　　　　    　　　　報告　　報告　   参加
  　　　　　　　　データ数  メッシュ数    人数
01 チームすず 66 11 3
02 伏古北小３－１ 43 17 34
03 oh good research 33 6 3
04 今西 family 26 5 5
05 野中 20 3 1
06 まや調査隊 17 5 1
07 Team　Sou 16 5 2
08 はちみつチーム 15 6 1
09 マルヤマハナバチ 14 3 3
10 チーム新名 12 1 1
11 チーム白土家 10 4 3あんざい（東区）あんざい（東区） マツムシさんチーム（豊平区）マツムシさんチーム（豊平区） マルヤマハナバチ（中央区）マルヤマハナバチ（中央区）

ラベンダー、
コスモス、
ポリジなど

アカツメクサ・シロツメクサ
オオアワダチソウなど

オオバセンキュウ・キツリフネ
エゾアジサイなど

グループ名
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　★ 全体的な調査結果について

　★ タイプごとの結果

三色タイプ

外来タイプ

在
来
種

外
来
種

　市内で得られた631件のデータの結果は下記のようになりました。分布が拡大しつつある外来種セイヨウオ
オマルハナバチがもっとも多く確認されましたが、夏場に多く見られるハイイロマルハナバチ類を始めとする
在来種も3分の2以上を占めました。1キロメッシュ単位で見ると、外来タイプは調査箇所の68%で、灰色タイ
プは49%で確認されています。区ごとに確認されたタイプを見比べると、外来タイプの割合は市内の東側で多

い傾向が分かります。このハチが恵庭市や江別市などの農村地帯から広がってきたことが推察されます。

　5つのタイプごとに結果をまとめ、分布マッ

プを作成しました。また、見られた環境や季節

の傾向もまとめました。それぞれの種に特徴が

見られるでしょうか。（写真は調査参加者からの

ものです）

　そのタイプが確認された場所を1キロメッシュ単

位にしてまとめました。色が塗られていないメッシ

ュは調査されていて確認がなかった場所です。

　そのタイプが確認されたメッ

シュの環境を集計して示しまし

た。なお調査した箇所全体では、

右図のように森林が26%、宅地

が60%となっています。そのタ

イプが多い環境が分かります。

　どの時期の確認が多いかを示しています。時期に

より調査量が異なるため、1調査あたりで確認できる

割合を示しています。

黄色タイプ

赤色タイプ

灰色タイプ

タイプごとの報告数 区ごとのタイプの違い

厚別区 78件厚別区 78件

手稲区 17件

清田区 36件清田区 36件

西区 17件 中央区 29件中央区 29件

東区
 76件
東区
 76件

南区 165件
山地 54件

白石区 14件白石区 14件

豊平区 69件豊平区 69件
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黄色

赤色
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外来

北区 76件

0 100 200

202件（32%）

120件（19%）

24件（4%）

111件（18%）

174件（28%）

黄色タイプ

赤色タイプ

灰色タイプ

三色タイプ

　低地で多く確認されたが、山地にも分布が点在する。調査

時期から考えて、このタイプのほとんどがエゾオオマルハナバ

チと思われる。本来、札幌付近では本種はどんな環境にも生

息し、在来種の中ではもっとも数も多いが、今年はなぜか例年

よりもかなり個体数が少なかった。今回の結果もそれを反映

して、地点数が少なめになったと考えられる。

確認されたメッシュ
調査したメッシュ

市街地（市街化区域）
区の境界線

・報告数 120 （19%）
・メッシュ数 62 (48%)
確定種　オオマル 62、コマル 3

・報告数 24 （ 4%）
・メッシュ数 19 (15%)
確定種　アカマル 12

分布マップ 2015
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　このタイプはアカマルのみだがミスで他種が含まれている

可能性がある。低地から山地にかけて広い範囲で確認されて

いるが、地点数は少なかった。もともと多い種ではないが、真

夏が来る前に活動を終えてしまうため、少なめになりやすい。

しかも今年は春が極端に早く、活動期間が前倒しとなり、調

査時期には非常に少なくなっていた。

分布マップ 2015
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　低地から山地にかけて広い範囲で確認されているが、低地

での確認はほとんどがエゾコマルハナバチのオスと思われる。

コマルは市街地でも生活できるが、アカマル同様に例年より早

く活動を終えたため、確認が少なくなった。一方、トラマルは

山地に偏って確認されており、よい自然環境が残された場所

にしかすめないことを良く示している。

・報告数 111 （18%）
・メッシュ数 53 (41%)
確定種　トラマル60、コマル♂8、
　　　　　　　ヒメマル♂4

・報告数 174 （28%）
・メッシュ数 64 (49%)
確定種　ハイイロ類87、
　　　　ナガマル3、ヒメマル6
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　確認された地点数が多く、低地に広く分布している。すでに市街地

のほぼ全域に広がったといえる。その一方で、セイヨウは森林を利用し

ないといわれるように、山地の森林地帯ではほとんど確認がなかった。

ただし、スキー場がある手稲山や藻岩山で確認されていて、手稲山で

は標高700m付近でも働きバチが見つかっている。

・報告数 202 （32%）
・メッシュ数 89 (68%)

分布マップ 2015

分布マップ 2015

季節

環境

季節

環境

調査した130メッシュ
の環境の割合
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77%

60%
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　過去の研究で市街地にはニセハイイロマルハナバチが多い

と分かっていることから、報告の多くはこの種だったと思われ

る。今回の調査では、低地を中心に多く確認された。緑地の多

い川沿いや公園を好むため、このような場所で多く確認され

たと考えられる。在来種ではもっとも多く報告されたが、今年

は例年より数が多かったようである。

分布マップ 2015
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おいたんファミリー（南区）おいたんファミリー（南区）

あまちゃん（白石区）あまちゃん（白石区） マルハナ探検隊（西区）マルハナ探検隊（西区）

マルカメバチ（北区）マルカメバチ（北区）

外来種外来種外来タイプ

調査員K（北区）調査員K（北区） チームすず（南区）チームすず（南区）

外来 202 32% セイヨウ 202 89 68%
オオマル 62
コマル 3
不確定 55
アカマル 12
不確定 12
トラマル 60
コマル♂ 8
ヒメマル♂ 4
不確定 39
ハイイロ類 87
ナガマル 3
ヒメマル 6
不確定 78

631 100% 130 100%

メッシュ数

62 48%

19 15%

53 41%

64 49%

報告数 種名（確定したもの）

赤色 24 4%

黄色 111 18%

三色 120 19%

灰色 174 28%

※札幌市内のデータのみ。
※「種名」は写真などで確定できるもののみ示している。

分布マップ 2015


