北海道に定着したセイヨウオオマルハナバチの寄生生物
Parasites of the introduced bumblebee, Bombus terrestris, naturalized in Hokkaido, northern Japan
小坂
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摘

要

農作物の授粉を目的に導入されたヨーロッパ原産のセイヨウオオマルハナバチは，
1990 年代半ばに北海道に定着した。セイヨウオオマルハナバチの導入は現在も続い
ているため，随伴する寄生生物のわが国への侵入が危惧される。北海道に定着したセ
イヨウオオマルハナバチ女王を採集して解剖したところ，寄生線虫のタマセンチュウ
属の 1 種とシヘンチュウの 1 種，寄生バエの 1 種および寄生バチの 1 種の合計 4 種の
内部寄生生物を確認した。これらの寄生生物が外来であるかどうか確認できなかった
が，
今後侵入する可能性のある寄生生物としてモニタリング調査が必要と考えられた。

キーワード：寄生バエ，寄生バチ，シヘンチュウ，タマセンチュウ，
マルハナバチ越冬場所

Key words：parasitic fly, parasitic wasp, mermithid nematode, Sphaerularia,
bumblebee hibernation site

1．はじめに
ヨーロッパ原産のセイヨウオオマルハナバチ Bombus terrestris は，主に温室を用いたトマト栽培の授粉
1）
用に 1990 年代初頭から北海道に導入されている 。
1996 年に野外からセイヨウオオマルハナバチの巣が
2），3）
。外
見つかり，北海道に定着したと考えられた
来マルハナバチの定着は，在来マルハナバチとの直
接的な競合を引き起こすだけでなく，異種交配によ
る在来種女王の不妊化や花粉媒介を通じた在来植物
の受粉へ悪影響を及ぼす可能性があり，また，外来
マルハナバチを導入し続けることにより，想定外の
4）
寄生生物の侵入を引き起こす可能性が生じる 。マ
ルハナバチの内部寄生生物であるマルハナバチポリ
5）
プダニ Locustacarus buchneri は，マルハナバチの
人為的な移動とともに移動・分散していると考えら
れ，セイヨウオオマルハナバチの定着した北海道で
は，在来マルハナバチから外来の遺伝子型を持つダ
6）
ニが検出されている 。一方，世界的にはマルハナ
バチ類でウイルス，細菌，菌類，線虫，ダニ，昆虫

といった多種多様な内外部寄生生物が報告されてい
7），8）
が，在来，外来を問わず，わが国におけるマ
る
ルハナバチの寄生生物に関する調査報告は少なく，
外国産マルハナバチの導入が，寄生生物相にどのよ
うな変化をもたらし，宿主であるマルハナバチ類に
どのような影響を与えるかは未知の部分が多い。し
たがって，まず，国内におけるマルハナバチ類の寄
生生物の実態を把握する必要がある。
そこで，本稿では，まず，外来生物が国内におい
てどのような寄生生物を保有しているかを明らかに
することから着手し，北海道に定着したセイヨウオ
オマルハナバチ女王を活動期間から越冬期間を通じ
て採集して解剖し，網羅的に内部寄生生物を探索す
ることとした。
2．材料と方法
マルハナバチ類の中でセイヨウオオマルハナバチ
が優占して分布する北海道恵庭市と千歳市およびそ
9）
の周辺 で，セイヨウオオマルハナバチ女王を採集
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図1

セイヨウオオマルハナバチ女王の採集場所．

A：女王の主な採集地（矢印の先）．B：採集地 S17 で活動中の女王の約半数を採集した．黄色い花をつけている外来のアブラナ科植物が
女王の蜜源植物．C：採集地 S21 では越冬中の女王を採集した．左手前の幹はアカエゾマツで，奥がイチイ．

した（図 1）。採集地の作図には OpenStreetMap を
利用した（©OpenStreetMap contributors, CC BYSA）。2008 年 5 月 22 日から 6 月 26 日まで，主に河
川敷や道路脇など開放的な空間で訪花活動中のセイ
ヨウオオマルハナバチ女王を捕虫網で捕獲した。基
本的に毎週 1 回調査を行った。6 月中旬以前は 1 回
の調査につき約 50 頭を捕獲したが，それ以降は訪
花する女王が減ったため，1 日で採れる限りの女王
を捕獲した。女王を捕獲した主な訪花植物は，6 月
中旬までは外来のアブラナ科植物の一種 Brassica
sp.
（採集地 S15，S17）
，以降はコンフリーSymphytum
of ficinale（採集地 S27）とタニウツギの一種 Weigela
sp.（採集地 S21）であった。全捕獲個体の約半数を 6
月中旬までに採集地 S17 で捕獲した。これ以外に，
越冬個体における寄生生物を探索するために，越冬
女王の採集も試みた。セイヨウオオマルハナバチ女
王の越冬場所として樹木下の落葉下が報告されてい
10）
る ことや，札幌市の針葉樹林の落葉下からエゾオ
オマルハナバチ B. hypocrita sapporoensis とエゾコ
マルハナバチ B. ardens sakagamii の越冬中の女王
を採集した事例（小坂，未発表）を参考に，採集地
S21 のアカエゾマツ Picea glehnii およびイチイ Taxus cuspidata の下の落葉下を 2009 年 4 月 14 日と 11
136

月 18 日に約 3 時間探索した。採集した女王はその
場でエタノールに入れて殺した後，容量 50 ml の遠
沈管に移してクーラーボックスに入れ，札幌市にあ
る森林総合研究所北海道支所に持ち帰り，実体顕微
鏡下 で解 剖し た。タマ セン チュウ 属の 寄生線虫
Sphaerularia sp. が検出された場合は，一部をエタ
ノールに保存してリボソーム大サブユニット D2D3
領域の塩基配列決定に供した。塩基配列の決定には
1 頭の線虫幼虫を用い，S. vespae で行われた塩基配
列決定方法のうち増幅した遺伝子を直接シーケンス
11），12）
。また，セイヨウオオ
する方法により行った
マルハナバチの分布が確認されていなかった 2007
年の森林総合研究所北海道支所構内で採集したエゾ
コマルハナバチ女王から検出したタマセンチュウ属
の一種も同様に塩基配列を決定した。
3．結果と考察
活動中のセイヨウオオマルハナバチ女王を合計
191 頭捕獲した。捕獲したセイヨウオオマルハナバ
チ女王を解剖した結果，タマセンチュウ属の寄生線
虫 の 一 種（ 寄 生 率 2 ％ ）と シ ヘ ン チ ュ ウ の 一 種
Mermithid nematode（寄生率 0.5％），寄生バエの一
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セイヨウオオマルハナバチ女王の解剖写真．

A：タマセンチュウに寄生された女王は卵巣が発達せず不妊化する．B：A と同時期に採集した健全な女王には成熟卵がある．

図 3 タマセンチュウ，シヘンチュウおよび寄生バエの
三重寄生を受けたセイヨウオオマルハナバチ女王．


種 Dipteran parasite（寄生率 0.5％）および寄生バチ
の一種 Hymenopteran parasite（寄生率 8％）の 4 種
の内部寄生生物を確認した。
セイヨウオオマルハナバチおよびエゾコマルハナ
バチから得られたタマセンチュウの一種の塩基配列
を GenBank データーベースにそれぞれ Accession
number AB733665 および AB733664 として登録し
た。これらの配列の相同性は 99％であった（696 塩
基中，置換 7 欠損 1）。また，北海道産セイヨウオ
オマルハナバチのタマセンチュウとロシア産マルハ
ナ バ チ タ マ セ ン チ ュ ウ S . bombi の 塩 基 配 列
（DQ328726）の相同性は 97％（657 塩基中，置換 14
欠損 3）であった。マルハナバチに寄生するタマセ
ンチュウとして現在までに記載されているのはマル
13）
ハナバチタマセンチュウだけである 。在来マルハ
ナバチにもタマセンチュウの一種が寄生することが
知られているが，その情報は断片的で種の同定にま
14）
で至っていない 。今回の調査で得られたタマセン
チュウについても形態を精査できなかったので，種
の同定には至らなかった。しかし，塩基配列の相同
性からセイヨウオオマルハナバチおよびエゾコマル
ハナバチに寄生する線虫はマルハナバチタマセンチ
ュウである可能性が高い。また，セイヨウオオマル
ハナバチに寄生していたタマセンチュウの塩基配列
はロシア産マルハナバチタマセンチュウよりエゾコ
マルハナバチに寄生していたタマセンチュウに近か
った。これらから在来のタマセンチュウが北海道に
定着したセイヨウオオマルハナバチに寄生したこと
も考えられる。今後，北海道に定着したセイヨウオ
オマルハナバチに寄生するタマセンチュウの種を同
定するとともにその由来を明らかにする必要があ
る。マルハナバチタマセンチュウはマルハナバチ女
7）
，8）
，15）
。
王を不妊化する寄生線虫として知られている
今回観察されたタマセンチュウに寄生されたセイヨ
ウオオマルハナバチ女王でも卵巣が発達しておらず
不妊化していた（図 2）。
続いて，シヘンチュウの一種と寄生バエの一種

が，同一のセイヨウオオマルハナバチ女王からタマ
センチュウとともに三重寄生で確認された（図 3）。
マルハナバチからシヘンチュウの検出事例はあるも
16）
のの，詳細は不明である 。社会性カリバチ類やア
リ類といった膜翅目昆虫からは Pheromermis 属な
17）－19）
が，これ
どのシヘンチュウが報告されている
らのシヘンチュウのうち生活史が解明されているも
のでは，中間宿主が捕食されることにより終宿主で
ある膜翅目昆虫に寄生することが明らかになってい
17）
る 。また，セイヨウミツバチ Apis mellifera から
は稀にシヘンチュウの寄生が報告されているが，感
20）
染経路は明らかにされていない 。シヘンチュウの
感染経路として中間宿主の捕食の他，宿主の吸水時
におけるシヘンチュウの卵の摂取やシヘンチュウ幼
虫の宿主への経皮感染が知られているが，シヘンチ
17）
ュウに関する情報は断片的にしかなく ，今回検出
されたシヘンチュウの生活環の推定や属レベルでの
同定は困難であった。本報告が，マルハナバチから
のシヘンチュウ検出事例の 2 例目と，報告数が極め
て少ないことを考えると，導入されたセイヨウオオ
マルハナバチとともにシヘンチュウが北海道に侵入
137
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セイヨウオオマルハナバチ女王に対する寄生バ
チの寄生率（2008 年）．


表1

採集地
S17

図4

S15

採集月日

採集数

寄生率
（％）

採集数

寄生率（％）

5/22

52

5/30

19

19

0

－

11

20

0

6/ 4
6/12

20

10

20

5

5

0

1

0

6/19

2

0

0

－

合計

98

14

41

2

セイヨウオオマルハナバチ女王から検出された寄生バチ．

A：寄生バチの卵
（球状の物体）
．卵内に孵化直前の幼虫が見られる．B：寄生バチの幼虫（多数のウジ）．

して定着した可能性は低く，タマセンチュウと同様
に在来のシヘンチュウが寄生したことも考えられ
る。一方，寄生バエについては，札幌で採集したエ
ゾオオマルハナバチ，エゾコマルハナバチおよびニ
セハイイロマルハナバチから同様の寄生バエを検出
している
（小坂，未発表）。海外では，マルハナバチ
に寄生する双翅目昆虫についてはメバエ科
7），8）
，在来マ
Conopidae の種などが報告されており
21）
ルハナバチからもメバエ類が検出されている もの
の，今回検出された寄生バエの分類学的位置付けは
わからなかった。したがって，寄生バエについては，
在来マルハナバチについても感染実態を調査し，今
後分類学的帰属を精査する必要がある。
寄生バチの一種は，15 頭のセイヨウオオマルハ
ナバチ女王から検出された。他の寄生生物と重複し
て寄生しているものはなかった。1 頭の女王に複数
の寄生バチの卵あるいは幼虫が見られることが多
く，100 頭以上の幼虫が見られる場合もあったが，
それらが単一の母バチ由来かどうかは不明である。
マルハナバチの体内に寄生する寄生バチについては
コマユバチ科 Blaconidae の種などが報告されてお
7），8）
，札幌で採集したエゾオオマルハナバチとエ
り
ゾコマルハナバチからも寄生バチが検出されている
（小坂，未発表）
。今回セイヨウオオマルハナバチか
ら検出された寄生バチには，複数種が混じっている
ことも考えられるため，今後の分類学的研究が必要
である。
138

これらの寄生バチは採集地 S17 と S15 で捕獲し
たセイヨウオオマルハナバチ女王から検出された
（表 1）。5 月 22 日に捕獲した女王では，卵内に幼
虫が見られ孵化直前と思われる卵とある程度発育の
進んだ幼虫が別宿主から検出された（図 4A，B）。
以降は，幼虫のみ検出された。採集地 S17 での寄
生率（14％）は約 1.5 km 離れた採集地 S15 での寄生
率（2％）より有意に高かった（Fisher の正確確率検
定；P＝0.03）。そのため，この寄生バチは局地的に
偏在している可能性が示唆された。寄生バチも寄生
バエ同様に，輸入されたコロニーの働きバチに寄生
して侵入した可能性があるため，今後精査する必要
がある。
越冬中のセイヨウオオマルハナバチ女王を 2009
年 4 月に 6 頭，11 月に 3 頭採集した（図 5A）。菌糸
が絡んで厚さ 2～3 cm のマット状になった落葉下
の土壌表面に小穴
（越冬室）を作って越冬していた。
10）
この越冬様式は海外での事例と同様であった 。2
頭のセイヨウオオマルハナバチ女王が同一空間に隣
り合って越冬している場合もあった（図 5B）。わが
国では，在来の 4 種マルハナバチ女王の越冬事例が
22）－25）
が，セイヨウオオマルハナバチ女王の越
ある
冬事例は，本報告が初めてである。
採集したセイヨウオオマルハナバチ越冬女王に内
部寄生生物は見られなかった。4 月には他種の越冬
マルハナバチは見つからなかったが，11 月にはエ
ゾオオマルハナバチ（図 5C）とアカマルハナバチ B.
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越冬中のマルハナバチ女王．

A：セイヨウオオマルハナバチ
（11 月）
．B：隣り合って越冬しているセイヨウオオマルハナバチ
（4 月）
．C：エゾオオマルハナバチ
（11 月）
．
D：アカマルハナバチ
（11 月）
．

hypnorum（図 5D）の女王を 1 頭ずつ採集した。これ
らにも内部寄生生物は見られなかった。オランダで
は，マルハナバチタマセンチュウに寄生された越冬
後のマルハナバチ女王が落葉下などの女王の潜在的
な越冬場所を訪れ，越冬中の次世代女王に寄生する
15）
線虫を放出したことが観察されている 。またイギ
リスでは，マルハナバチタマセンチュウの寄生を受
けたマルハナバチ女王が頻繁に訪れた場所の情報を
もとにして越冬中のマルハナバチ女王を採集し，そ
の女王からマルハナバチタマセンチュウを検出して
26）
いる 。しかし，今回の調査では越冬中のセイヨウ
オオマルハナバチ女王からタマセンチュウは検出さ
れなかった。このことは，本調査地がセイヨウオオ
マルハナバチの越冬場所としては好適ではなかった
ことを示唆しているのかもしれない。マルハナバチ
の越冬場所が詳細に調査されたイギリス南部では，
セイヨウオオマルハナバチ女王は主に広葉樹が優占
する林の落葉下で越冬するほか，川の土手の土中で
10）
も越冬することが報告されている 。タマセンチュ
ウの寄生はセイヨウオオマルハナバチ個体群の変動
に影響する可能性があるため，その感染場所と考え
られる女王の越冬適地がどのような場所であるの
か，北海道においても今後より詳しく調べていく必
要がある。
4．おわりに
セイヨウオオマルハナバチのコロニーの輸入が続

く限り，随伴する寄生生物の侵入の危険性も続く。
上記のように，マルハナバチタマセンチュウはマル
ハナバチの女王だけに寄生し，寄生された女王は不
15）
妊化するとされていた ため，コロニーを維持して
いるマルハナバチ女王は本線虫に寄生されていない
と考えられていた。しかし近年，マルハナバチタマ
センチュウに寄生されたヨーロッパのアカマルハナ
27）
バチ女王が営巣して産卵する事例 や，セイヨウオ
28）
オマルハナバチの働きバチにも寄生する例 が報告
された。すなわち，コロニーを維持しているセイヨ
ウオオマルハナバチ女王やその働きバチもマルハナ
バチタマセンチュウに寄生されている可能性がある
ので，コロニーの輸入に伴う外来マルハナバチタマ
センチュウの侵入に注意する必要がある。また，シ
ヘンチュウや寄生バエ，寄生バチは，それらの一般
的な生活史から働きバチに寄生することも考えられ
るため，マルハナバチタマセンチュウと同様にそれ
らの侵入に注意する必要がある。本研究では，輸入
されたセイヨウオオマルハナバチを直接調査してい
ないので，野外のセイヨウオオマルハナバチから検
出された内部寄生生物が在来であるか侵入して定着
したものか断定はできなかった。しかしながら，今
後，侵入を警戒する対象を絞り込めた意義はあると
筆者らは考えている。
セイヨウオオマルハナバチは，「特定外来生物に
よる生態系等に係る被害の防止に関する法律」によ
り，原則として飼育が禁止されている。一方で，こ
のマルハナバチは温室における農作物の授粉を目的
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として導入された有用生物でもある。そのため，環
境省に申請して許可を得れば飼育可能である。申請
に際し，セイヨウオオマルハナバチが飼育施設から
29），30）
などの対策を施
逃げ出さないように網で覆う
す必要がある。しかし，この網が寄生バエや寄生バ
チといったセイヨウオオマルハナバチの寄生生物の
侵入を阻止しているか明らかではない。外来生物を
有用生物として利用する際には，想定される寄生生
物の寄生を防ぐ対策も検討する必要がある。
今後，このタマセンチュウを含めセイヨウオオマ
ルハナバチから検出された寄生生物の分類学的帰属
を明らかにする必要がある。また，北海道の女王だ
けでなく働きバチも含めた各地の在来マルハナバ
チ，外来マルハナバチの寄生生物相を徹底して調査
し，マルハナバチの寄生生物の固有性を明らかにす
るとともに，寄生生物の宿主転換が起こっているの
か，起こりうるのか，また，寄生生物がマルハナバ
チの個体数変動や分布の拡大や縮小といった生態に
影響を与えているのか，明らかにする必要がある。
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小坂

肇
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