
緒　　　　　言

現在，作物のポリネーター（送粉者）として産業的に利
用されている昆虫にはセイヨウミツバチ Apis mellifera，マ
ルハナバチ属 Bombus spp.，単独性ハナバチの一部などが
挙げられる．近年の世界的ミツバチ不足はミツバチ以外の
ハナバチ類の利用促進を一層推し進めている（例えば，
Bosch and Kemp, 2002; Cane, 2005）．
単独性ハナバチの中でも特にマネージメント（飼養管理）
が進んでいるグループの一つにツツハナバチ属 Osmia spp.

が挙げられる．ツツハナバチ属の果樹園における最初の利
用は日本のリンゴ園におけるマメコバチ O. cornifronsで
あった（例えば，Maeta and Kitamura, 1964, 1965）．現在，
青森，長野の大半のリンゴ園でマメコバチによる送粉が行
われ，オウトウや和ナシなどでも利用されている（例えば，
Sekita and Yamada, 1993）．また，アオツツハナバチ O. lig-

nariaは北アメリカでアーモンド，リンゴ，オウトウ，アプ
リコットの送粉に利用され（例えば，Torchio, 1985; Bosch

and Kemp, 1999)，O. cornutaはヨーロッパでアーモンド，
リンゴ，洋ナシの送粉に利用されている（例えば，Bosch,

1994a; Maccagnani et al., 2007）．その他， O. ribifloris

（Sampson and Cane, 2000），O. rufa（Krunic and Stanisavlje-

vic, 2006），O. aglaia（Cane, 2005）など多くのツツハナバ
チ属が現在すでに実用化されているか，その利用が検討さ
れている．
ツツハナバチ属のマネージメントが進んでいる理由の一
つは，概してこのグループの送粉効率が高いことにある．
今まで調査された大部分の作物で，ツツハナバチ属の送粉
能力にかかわる諸特性（一訪花当たり送粉効率，一個体一
日当たり訪花数，他家送粉頻度など）はセイヨウミツバチ
と同等かそれ以上である（前田・北村，1981; Bosch and

Blas, 1994; Sampson and Cane, 2000; Vicens and Bosch, 2000;

Cane, 2005）．送粉能力を高める要因としては，雌蜂が腹部
下面に花粉採集毛を持ち，しかも集めた花粉を粉末の状態
で保持するので，訪花の際に花粉が雌蕊柱頭につきやすい
こと，虫体の柱頭接触率がミツバチの採蜜個体よりも非常
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に高いこと（Bosch and Blas, 1994; Vicens and Bosch, 2000;

Monzon et al., 2004），一年のうち一時期だけ出現して繁殖
するので短期間に大量の花に訪花することなどが挙げられ
る．
こうした観点から，農作物のポリネーターとして利用す
るためにツツハナバチ属の多くの種でその生態が克明に調
査されてきた（山田ら，1971; 前田，1978; Torchio, 1989;

Bosch, 1994b; Bosch and Kemp, 1999）．しかし，調査された
種のほとんどすべては木の穴，または筒に営巣する種であ
る．ツツハナバチ属のうち，マイマイ（カタツムリ）の空
き殻に営巣する種は北アメリカに 3種，ヨーロッパに 9�17

種，日本に 1種知られるが（Cane et al., 2007），これらの
営巣習性についてはほとんど分かっていない．
マイマイツツハナバチ Osmia orientalis Benoist（ハチ目：

ハキリバチ科）は日本産ツツハナバチ属 7種のうち唯一マ
イマイの空き殻に営巣する種であり，マイマイの空き殻の
みを営巣資材とする（渋谷，1939; 前田，1978, 1980）．本
種は他のツツハナバチ属と同様に送粉効率が高いことが期
待される．しかし，その生態については未知な点が多い．
前田（1978, 1980）は本種の営巣習性について比較的詳細
に調査した．その中で一巣（殻）当たり育房数や性比，性
の配列についても報告しているがサンプル数が非常に少な
く，定性的な記述にとどまっている．また，営巣資材とし
てのマイマイの空き殻の選好性，営巣の際の周辺環境の選
好性については未知である．
そこで本研究では，農作物のポリネーターとして利用で
きる可能性をもつマイマイツツハナバチの営巣習性を解明
することを目的とし，以下の点について調査した．1．野
外に人為的に設置したマイマイの空き殻に本種を営巣させ
ることは可能か．2．営巣資材としてどの種類や状態のマ
イマイの空き殻を選好するか．3．営巣の際，どのような
周辺環境を選好するか．4．一巣当たり育房数はどのよう
になっているか．5．巣内の性比はいくらか，また性の配
列に規則性はあるか．以上の 5点である．
なお本研究を遂行するにあたり，マイマイ類の同定をし
ていただいた株式会社緑生研究所の中原ゆうじ氏，有益な
ご助言をいただいた近畿大学農学部昆虫生態制御学研究室
の矢野栄二氏に深く御礼を申し上げる．

材料および方法

1. 調査地と実験材料

本研究は奈良県奈良市中町近畿大学農学部キャンパス内
で行った．本調査地は奈良市南西部の矢田丘陵地に位置す
る．約 110万 m2のキャンパスの敷地の大半は樹木密度の
高い二次林で構成され，いわゆる里山的環境にある（馬
場・岩坪，2001）．
マイマイツツハナバチ（Fig. 1）は春季に出現する年 1化

性のハナバチで，同属の他種が主に竹筒やヨシ筒などに営
巣するのに対し，本種はマイマイ類の空き殻に営巣すると
いう特異な習性を持つ（渋谷，1939; 前田，1978, 1980）．
広訪花性のハナバチ種で，調査地付近ではクサイチゴ
Rubus hirsutus，カンサイタンポポ Taraxacum japonicum，セ
イヨウタンポポ T. offcinale，シロツメクサ Trifolium repens，
ナヨクサフジ Vicia dasycarpaなどへの訪花が確認された．
本種は本州，四国，九州に広く分布しているが，生息地は
局所的である．これは唯一の営巣資材であるマイマイ類の
生息密度と関係があり，マイマイ類の生息密度が高い場所
では本種の生息密度も高いのではないかと考えられる（前
田，1980）．本調査地においてツツハナバチ属では他にツ
ツハナバチ O. taurusとイマイツツハナバチ O. jacotiが確認
されているが，マイマイツツハナバチの個体数が最も多い．
また，カンサイタンポポやクサイチゴ上では時期により訪
花昆虫の中でも本種が最も訪花頻度が高い（Kandori et al.,

2009）．本種への寄生者としてはイワタセイボウ Chrysura

hirsutaのみが知られている（渋谷，1939）．
本研究では，マイマイツツハナバチの営巣資材として 2

種類のマイマイの空き殻を用いた（Fig. 2）．クチベニマイ
マイ Euhadra amaliae Kobelt（以下「クチベニ」と省略）は
腹足綱オナジマイマイ科のカタツムリで，殻は中形で殻高
20�24 mm，殻径 26�37 mm．淡い黄白色で光沢があり，
やや薄く，螺塔は低い円錐形である．関西地方に広く分布
する（東，1982）．ニッポンマイマイ Satsuma japonica Pfeif-

fer（以下「ニッポン」と省略）は腹足綱ニッポンマイマイ
科のカタツムリで，殻はやや小形で殻高 17 mm，殻径 19

mm．うすく半透明で黄褐�濃褐色をしており，螺塔は円
味のある円錐形である．本州に広く分布する（東，1982）．
本調査地ではこれら 2種が最も普通に見られるカタツムリ
である．

2. 調査方法

クチベニとニッポンの空き殻を 2007年 11月から 2008年
3月にかけて調査地周辺で拾い集め，殻の内部を水洗いし
た後，1個ずつ殻の表面に黒色油性マジックで番号をつけ
て識別した．その後，殻の直径（殻口外縁から 180°反対
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Fig. 1. Female O. orientalis visiting a strawberry flower.
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側まで）を測定し以下の基準に従って分類した．
・殻の種類： 1．クチベニ．2．ニッポン．
・殻の穴・欠けの有無： 1．殻の表面に穴や欠けはない．
2．殻の表面に穴や殻口付近に欠けが 1か所以上ある．
・殻の鮮度： 1．新しい（殻表面の薄膜は半分以上残って
おり，殻の色は半透明の肌色または褐色）．2．古い（殻表
面の薄膜は半分以上消失し，石灰質が露出する．殻の色は
不透明で白色化している）．
これらの殻を各分類基準について出来るだけ偏りが生じ
ないように 20等分し，調査地内の 20か所に設置した．そ
の際，殻を設置する場所を以下の 5つの環境に区分し，各
環境区分に 4か所設置した．
・環境： 1．裸地（半径 2 m以内に目立つ植物がまったく

生えていない，土がむき出しの場所や，もとも
と比較的草の少ない場所を人為的に除草し，裸
地化した場所）．

2．背の高い草地（シダ類やセイタカアワダチソ
ウ Solidago altissima，ススキMiscanthus sinensis

など，高さ 1 m以上の草本が密生している場
所）．

3．背の低い草地（高さ 30 cm前後の草本がやや
密生している場所）．

4．建物の周辺（作業小屋や校舎など建物の軒下
もしくは縁の下など雨のほとんど当たらない場
所．草はほとんど生えていない）．

5．林縁（山裾の林縁部の半日陰になった場所．
落ち葉が積り，下草はまばらに生えている）．

各設置場所では長さ 80 cmの園芸用支柱と麻紐で 1.5

m�1.5 mの正方形区画を囲い，その中の地表に殻をできる
だけ均一に散らばるように設置した．設置した殻は合計で

クチベニが 174個，ニッポンが 73個であった．2008年 4

月 9日に設置し，6月末に回収して営巣の有無を確認した．
回収した時点で営巣途中の殻は見つからなかった．営巣が
確認された殻については，25°C恒温室で保存し 10月から
10°C恒温室に移した．そして 12月に殻の分解を行った．
その際ピンセットと解剖バサミを用いて殻を分解し，内部
の育房数を記録した．さらに育房内の繭を解剖して内部の
次世代羽化成虫を確認し，性別を判定した．育房内の蜂幼
虫が羽化に至らず死亡していた場合や寄生蜂イワタセイボ
ウの羽化成虫が見つかった場合も併せて記録した．

3. 統計解析

マイマイツツハナバチの営巣率を決める要因を推定する
ため，ロジスティック回帰分析を行った．この分析におい
てマイマイの空き殻に本種が営巣したか否かを従属要因と
し，殻の種類，殻の欠け・穴の有無，殻の鮮度，殻を設置
した環境，の 4要因を独立要因とした．また，殻の大きさ
と営巣率の関係を知るため，殻の種類別に営巣していた殻
としていなかった殻の間で殻の直径に差があるかどうかを
Mann-Whitney U検定を用いて調べた．
次に，殻の種類による一巣当たり育房数の違いを知るた
めMann-Whitney U検定を行い，サンプル数の多かったク
チベニについてはさらに殻の大きさ（直径）と育房数の関
係を知るため単回帰分析を行った．
最後に，次世代の性比（雌雄の産み分け）に影響を及ぼ
す要因を推定するため，ロジスティック回帰分析を行った．
この分析において従属要因は育房内の個体の性別（雄か雌
か）とし，独立要因は殻の種類，殻内の育房の順番の 2要
因とした．その際，殻内の育房の順番は全部で 7区分し
た．つまり殻の奥から 1番目，2番目，3番目，手前（殻
口）から 1番目，2番目，3番目，さらにこれら 6区分に
あてはまらない中間位置にある育房をまとめて「その他」
とした．どの巣も，ある育房の順番は殻の奥または手前の
どちらか早い順番で数えられる方とした．ただし 1巣中の
育房数が 3または 5個だった場合，真ん中の育房は奥から
数えても手前から数えても同じ順番になるため，便宜的に
その他に含めた．クチベニについてはさらに，殻内の育房
の順番による性比の違いを詳しくみるため，区分ごとに 1

グループ c2検定を行った．解析には SPSS14.0J（SPSS Inc.,

2005）を用いた．

結　　　　　果

1. 営 巣 率

設置したマイマイの空き殻のうち，一部は原因不明の破
壊や行方不明などにより回収できなかった．全回収率は
77.7%（192個/247個）であり，そのうちマイマイツツハナ
バチによる営巣が確認された殻の割合（営巣率）は 19.8%

（38/192）であった．営巣率に影響を与える要因に関するロ
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Fig. 2. Shells of two snail species: E. amaliae (left) and S. japon-
ica (right).
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ジスティック回帰分析の結果，殻の種類，殻の欠け・穴の
有無，営巣環境の 3要因が有意な影響を与え，殻の鮮度は
影響しなかった（Table 1）．営巣率を殻の種類別に見たと
ころ，クチベニ（24.1%）のほうがニッポン（10.2%）より
も営巣率が高かった（Fig. 3）．また，2種類の殻のどちら
についても，欠けや穴のない殻のほうがあるものに比べて
営巣率が高かった（Fig. 4）．殻を設置した環境別に見ると，
裸地，建物周辺，林縁よりも背の高い草地や低い草地で営
巣率がやや高かった（Fig. 5）．
回収したクチベニの殻のうち，マイマイツツハナバチが
営巣していた殻の直径（3.11�0.30 [mean�SD] cm, n�32）
は営巣していなかった殻の直径（2.87�0.47 cm, n�101）よ
りも有意に大きかった（Mann-Whitney U検定: p�0.026）．
また，回収したニッポンの殻のうち，マイマイツツハナバ
チが営巣していた殻の直径（2.02�0.12 cm, n�6）は営巣し
ていなかった殻の直径（1.89�0.14 cm, n�53）よりも有意
に大きかった（Mann-Whitney U検定： p�0.034）．

2. 育 房 数

1巣当たり育房数はクチベニ（6.72�1.71個，n�29，最
大 10個，最小 4個）のほうがニッポン（5.00�1.22個，

n�5，最大 6個，最小 3個）より有意に多かった（Mann-

Whitney U検定： p�0.001）．またクチベニについては，殻
の大きさ（直径）が大きくなるほど育房数が有意に増加し
た（Fig. 6）．

3. 性　　比

営巣が確認できた殻のうち，37個（クチベニ 32個，
ニッポン 5個）で性比を調査した．イワタセイボウによる
寄生，原因不明の幼虫・蛹期の死亡などにより性別を確定
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Fig. 3. Nesting rate of O. orientalis in the shells of two snail
species. Numbers indicate the number of shells with nests of
all shells recovered.

Table 1. Summary of the multiple logistic regression for the nest-
ing rate of O. orientalis

c2 df p

Shell speciesa 6.291 1 0.012
Shell damageb 12.700 1 <0.001
Shell freshnessc 0.058 1 0.810
Environmentd 9.589 4 0.048

N�192 (number of shells), McFadden’s r2�0.138, c2�26.39, df�7,
p�0.001.
a The effect of the two snail species (E. amaliae or S. japonica).
b The effect of intact or damaged shells with or without surface holes.
c The effect of new or old shells.
d The effect of five different environments in which shells were placed
(denuded area, tall grass, short grass, adjacent to buildings, or forest
edge).

Fig. 4. Nesting rate of O. orientalis in intact or damaged shells of
two snail species. Numbers indicate the number of shells with
nests of all shells recovered.

Fig. 5. Nesting rate of O. orientalis in the shells of two snail
species in five different environments. Numbers indicate the
number of shells with nests of all shells recovered.

Fig. 6. Cell numbers of O. orientalis per E. amaliae shell in rela-
tion to shell diameter. Regression: y��1.772�2.789x,
r2�0.353, n�29, F�14.738, p�0.001.

77_84.pdf   4 10.5.28   2:29:17 PM



できなかった個体を除くと，2種類の殻を含めた全巣の雄
率は 59.2%（116個体/196個体）となり，雌より雄のほう
がやや多かった．次世代の性比に影響を及ぼす要因に関す
るロジスティック回帰分析の結果，殻の種類，殻内の育房
の順番ともに性比に有意な影響を与えていた（Table 2）．
殻の種類別雄率はクチベニで 55.1%，ニッポンでは 100%

であった（Fig. 7）．
クチベニについて詳しく殻内の育房の順番による性比の
違いを見ると，雄率は奥から 1番目（80.0%）および 2番

目の育房（82.1%）で最も高く，ともに全体平均（54.5%）
との間に有意差があった（Fig. 8）．奥から 3番目の育房
（68.4%）でも雄率は高い傾向にあったが有意差はなかっ
た．そこからさらに，その他（32.4%），手前から 3番目の
育房（27.8%）へと雄率は徐々に下がり，手前から 2番目
の育房（20.8%）で最も低くなった．これら 3区分の育房
では全体平均より有意に雄率が低かった（Fig. 8）．最後に
手前から 1番目の育房（64.0%）で再び雄率が回復する傾
向が見られた．また一部ではすべて雄またはすべて雌とい
う巣も確認された（8または 6育房すべて雌，6育房すべ
て雄，それぞれ 1例ずつ）．

考　　　　　察

本研究では，野外に人為的に設置したマイマイの空き殻
に野生のマイマイツツハナバチを営巣させることに初めて
成功した．よって，筒営巣性の他のツツハナバチ類を竹筒
などの営巣トラップに営巣させ捕獲できるのと同様，本種
も営巣資材を提供することで野外個体を捕獲することがで
きることが確かめられた．
また本種が好む空き殻についてもいくつかの知見が得ら
れた．まずマイマイの種類としてはニッポンよりもクチベ
ニを好んだ（Table 1, Fig. 3）．その理由の一つはクチベニ
の殻が平均的に大きいためだろう．これは 2種のマイマイ
ともに大きい殻のほうが営巣されやすかったという結果か
らも支持される．野外において，クチベニのような大型の
殻がなかなか見つからない場合にのみニッポンのような小
型の殻をやむを得ず利用するのかもしれない．一方で，ク
チベニのような平べったい一般的なマイマイの殻だけでな
く，ニッポンのような殻高の高い殻にも営巣したという事
実は，本種がマイマイの比較的広範な種類の殻を利用しう
ることを示唆している．また本種は穴や欠けのない殻を好
むことが分かった（Table 1, Fig. 4）．これは，穴や欠けか
らの水分や天敵の侵入を避けるためと推測できる．また，
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Table 2. Summary of the multiple logistic regression for the sex
ratio of O. orientalis

c2 df p

Shell speciesa 21.272 1 <0.001
Cell orderb 43.687 6 <0.001

N�196 (number of cells), McFadden’s r2�0.241, c2�63.81, df�7,
p�0.001.
a The effect of the two snail species (E. amaliae or S. japonica).
b The effect of cell order within a shell nest divided into seven cate-
gories (see Fig. 8).

Fig. 7. Sex ratio of O. orientalis in the shell nests of two snail
species. Numbers are the numbers of males of all individuals
for which sex was determined.

Fig. 8. Sex ratio of O. orientalis according to the order of cells in shell nests in E. amaliae. Numbers are the numbers of males of all individuals
for which sex was determined. Dotted line indicates the overall ratio of males. NS, non-significant; * p�0.05, ** p�0.01, *** p�0.001 (1-
group c2 test with overall male ratio as the expected value).
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穴や欠けがあることによって，育房を作るのが困難である
ことも考えられる．ただし，殻の鮮度に対する選好性は見
られず，古い殻でも新しい殻と同程度に選好された（Table

1）．これは白色化した古い殻でも比較的丈夫で壊れにくい
ためかもしれない．
本種は営巣地として裸地，林縁，建物周辺より草地を好
む傾向にあった（Table 1, Fig. 5）．ただし，殻を設置した 5

つの環境で営巣率 0の環境はなかったことから，本種はマ
イマイの空き殻さえあれば比較的どのような環境にも営巣
可能と考えられた．
本種の一巣当たり育房数は，ニッポンよりクチベニに営
巣した時のほうが多かった．これはクチベニの殻のほうが
平均的に大きいためと考えられる．クチベニの種内でも大
きい殻に対して育房数が多かった（Fig. 6）．筒営巣性のツ
ツハナバチでは一般的に筒が長くなるほど育房数が増える
が（前田，1978），この傾向を本種も持っていると考えら
れる．ただし今回得られた一巣当たり最大育房数は 10個
で近縁のイマイツツハナバチ（最大 20個；前田，1978）や
他の日本のツツハナバチと比べても少なかった．これは営
巣資材がマイマイの殻という特殊な材料であることと関係
があるかもしれない．この巣材は殻の最奥は狭すぎ，また
クチベニのような比較的大型の殻では殻口付近は広すぎて
利用に適さないため営巣空間が限られる．そのため，近縁
種に比べ最大育房数が少なくなってしまうものと考えられ
る．
本種の全データを基にした性比は雄率約 0.6であり，他
の日本産ツツハナバチの性比（前田，1978）と変わらず，
雄がやや多かった．筒営巣性のハナバチの場合，一般的に
筒の入口に雄，奥に雌を配置するが（前田，1978），この
意味において本種は一般的な性の配置をしない種と考えら
れる．さらに，本実験から本種に関して以下のような性の
配置の規則性が読み取れた．

1. 空間の狭い場所には雄を配置する．これはニッポン
に営巣した時にすべて雄だったこと（Fig. 7），クチベニに営
巣した時も，奥の狭いスペースは雄率が非常に高いこと
（Fig. 8）から想定される．内径の小さい筒巣では雌より体
サイズの小さい雄を産む傾向があることはツツハナバチを
含むハナバチ類で広く知られている（例えば，Stephen and

Osgood, 1965; Raw, 1972; 前田，1978）．なぜニッポンに営巣
した時に雄率が 100%まで高まるかについては，今のとこ
ろはっきりした原因は分からない．ニッポンは殻道が狭く，
比較的空間の広い殻口付近でさえ，雌の育房を作るには狭
すぎるのかもしれない．

2. クチベニに営巣した場合，奥から 2個の育房は雄率
が非常に高いが，殻口に近づくにつれ徐々に雌率が高まり
手前から 2番目の育房で最も雌率が高まる．そして最も手
前の育房で再び雄率が回復する．この傾向は前田（1980）

の推察には含まれていない，新しい知見である．ただし，
最も手前の育房で再び雄率が高まる原因については不明で
ある．
ところで，このような順番で性を配置した時に困ると思
われるのが雌に先立つ雄の出現であろう．雌雄型（巣の奥
に雌，手前に雄を配置）の性配列の必要性は雄の脱繭順序
が雌のそれよりも早いことに関係があり，雌が出現し確実
に交尾できるための適応性の現れと考えられている（前田，
1978）．しかし，本種に近縁（同じ Chalcosmia亜属）のイ
マイツツハナバチでは混合型が比較的多く見られ（前田，
1978），雌雄型がどの程度機能的かは疑問視されている（前
田，1993）．本種でも調査地周辺において雌に先立ち雄が
出現する（香取，未発表）．クチベニの巣からの脱出順序
を観察した結果，雄は脱繭後すぐに殻の外に出るが，雌は
奥からの雄の脱繭に刺激されるような形で一旦脱繭して殻
口近くまで出てきた後，奥から出てきた雄とすれ違って
（殻口近くは空間も広く営巣されていないので十分すれ違
える）また殻の奥にもぐり込み，しばらく殻内に留まる現
象が観察された（香取，未発表）．
前田（1993）はポリネーターのマネージメントにあたり
単独性のハナバチ類が満たすべき必須条件の一つとして，
「人工または人手を加えた環境で容易に営巣させうること」
を挙げている．本研究では，マイマイツツハナバチが人為
的に野外に設置したマイマイの殻に営巣することが確かめ
られた．また網室内に蜜源となる花と営巣資材となる植物
の葉とマイマイの殻を入れてやれば，網室内でも営巣可能
なので（前田，1978），本種はこの条件を満たしていると
いえる．
以下に，野外における作物のポリネーターとして本種を
利用する際の現時点における最適なマネージメントの条件
を検討した．まず営巣資材としてのマイマイの殻は直径 3

cm以上の比較的大きめのクチベニかそれと同サイズの他
種のマイマイの殻が望ましいだろう．鮮度は問わないが，
殻表面に欠けや穴がないものを用いると営巣率が高まる．
ただし最適な殻だけをそろえることが難しければ，やや小
型の殻，欠けや穴のある殻でも多少は営巣するので数をそ
ろえた方がよいだろう．次にマイマイの殻を設置する環境
としては，対象作物が栽培されている場所のできるだけ近
くで，雑草に覆われた地面が好ましい．マイマイの殻や本
種の次世代を再利用することを視野に入れると，広い場所
に殻を散在させるよりは，あらかじめ枠で囲っておいた 1

m2程度の狭い空間に 10�数十個の殻を集中的に配置した
方が回収率が高まるだろう．最後に，本種を大量にマネー
ジメントするには，マメコバチや他のツツハナバチと同様
に人為的に営巣資材を大量に提供することが必要となるだ
ろう．本種は本来マイマイ類の殻という特殊な営巣資材を
必要とするが，野外において大量のマイマイの空き殻を拾
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い集めるのはかなりの労力を必要とする．したがって，一
度営巣された殻を再利用する方法の検討，マイマイの空き
殻に代わる代替巣の検討が必要であると考えられる．

摘　　　　　要

農作物のポリネーターとして利用できる可能性をもつマ
イマイツツハナバチ Osmia orientalisについて，その特異な
営巣習性を調査した．野外に人為的に設置したマイマイの
空き殻に本種を営巣させることに成功した（営巣率 19.8%）．
殻の種類としては，殻の小さいニッポンマイマイより殻の
大きいクチベニマイマイのほうが営巣率は高かった．また，
欠けや穴のない殻が，あるものに比べて営巣率が高かった．
一方，殻の鮮度は営巣率に影響しなかった．周辺環境とし
ては裸地，建物周辺，林縁よりも草地での営巣率が比較的
高かった．次世代性比は全体として雄がやや多かった（雄
率 59.2%）．巣内の性の配列に関して以下のような規則性
が読み取れた．ニッポンマイマイのような小さな殻に営巣
した場合すべての育房に雄を産んだ．クチベニマイマイに
営巣した場合，奥から 1番目と 2番目の育房は雄率が非常
に高かった．そして殻口に近づくにつれ徐々に雌率が高ま
り手前から 2番目の育房で最も雌率が高まった．手前から
1番目の育房では再び雄率が高まった．最後に，本種を農
作物のポリネーターとして利用できる可能性，および最適
なマネージメントの条件について検討した．
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