
 
 
 
       
 
 
 

蜜蜂被害事例調査中間取りまとめ 
（平成 25 年度報告分） 
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農林水産省 

  



【要約】 
 

農林水産省は、平成25年度から3年間の予定で、蜜蜂の被害事例に関する調

査を実施しています。今回、平成25年度（H25.5/30～H26.3/31）に報告のあ

った被害事例について中間的に取りまとめました。 
 

調査の結果、調査期間中に 69 件の被害事例が報告されました。 

このうち 90%が 7 月中旬から 9 月中旬に発生していました。一般的に１つ

の巣箱には数万匹の蜜蜂がいるとされていますが、巣門前に 1,000 匹/箱以上

の死虫が観察された 57件のうち、2,000 匹/箱以下のものが 60%以上を占めて

いました。一方で 1万匹/箱以上の被害も見られました。 

なお、今回の調査では、死虫数が多い事例においても、蜜蜂の大量失踪は 

報告されておらず、働き蜂のほとんどが女王蜂や幼虫などを残したまま突然

いなくなり、蜂群が維持できなくなる「蜂群崩壊症候群(CCD)」の懸念を生じ

させる事故は確認されませんでした。 

 

被害が発生した蜂場のうち、61件の蜂場の周辺で水稲が栽培されていまし

た。そのうち水稲の開花期（出穂期～穂揃期）に発生した 46 件の被害につい

て、周辺で散布された農薬と被害の関係の解析をしたところ、その 60%以上

で被害が発生する直前に周辺で水稲のカメムシ防除のための殺虫剤散布が行

われていたとの報告がありました。 

46件のうち、12 件で死虫が採取され、その大部分から殺虫剤の成分が検出

されました。検出された 9成分のうち 6成分は水稲のカメムシ防除に用いら

れる殺虫成分であり、LD50値（半数致死量）の 1/10 程度～LD50値程度の高い

値が検出されたものもありました。 

これらから、蜜蜂被害は水稲の開花期に多く、水田においてカメムシ防除

に使用した殺虫剤に直接暴露したことが原因の可能性があると考えられまし

た。 

ただし、検出された農薬の有効成分の濃度からは、報告された被害の全て

が農薬によるものかどうかはわかりませんでした。 
 

農薬使用者側が行った情報提供と養蜂家が受けた情報提供を比較したとこ

ろ、69件の被害のうち、20％で農薬使用者側から養蜂家への農薬使用時期等

の情報提供が行われていませんでした。農薬使用者側が情報提供を行ったと

回答した事例においても、30％の養蜂家が情報提供を受けていないと回答し

ていました。 
 

農薬使用者側からの情報を受けて、あるいは自ら情報を収集して、巣箱の

退避により被害を一部軽減した事例もありました。農薬散布の情報提供を養

蜂家が受けていたものの、有効な被害軽減対策は取られていないことが被害

に結びついた事案が多いことが推測されました。  
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１．調査目的 

 

    この調査は、平成25年度から平成27年度の3年間で農薬による蜜蜂の被害の

全国的な発生状況を把握し、被害防止対策の検討の基礎資料とすることを目

的としています。 

 

２．調査方法 

 

（１） 被害状況に関する調査 

この調査では、養蜂家が蜜蜂被害（巣門前の死虫の顕著な増加、巣箱の働

き蜂の減少等の異常）を発見した場合に都道府県に連絡していただき、連絡

を受けた都道府県の畜産部局が、 

① 被害の発生場所や確認日時等の養蜂家への聞き取り 

② 被害の状況の検分及び蜂に見られる症状や蜂病の兆候の有無の視認等

の現地調査 

を行い、被害の状況に関して以下の事項を確認しました。 

  

（被害が発生した場所及び日時） 

 ・被害を受けた蜂場の所在地 

・最初に養蜂家が被害に気がついた日時 

  ・養蜂家が被害発生前の直近に蜂場を確認した日、確認方法、確認内容 

 （被害の状況）  

  ・被害を受けた巣箱の状況 

  ・巣門前に死虫が観察された場合は、蜂場中で最も被害が大きかった巣箱

の死虫数（死虫 100g 又は茶碗山盛り１杯を 1,000匹に換算） 

  ・同一蜂場内の他の巣箱の被害の状況 

  ・巣外の生存虫で観察される異常な症状 

 （ダニ、蜂病の有無）  

  ・外部寄生ダニの有無（寄生が確認されている場合は寄生率） 

・蜂病の症状の有無（症状がある場合は有症率） 

・病原体の検査の有無（検査を実施している場合は検出率） 

（農薬使用者からの情報提供） 

 ・農薬の使用に関する事前の情報提供の有無、情報の内容、情報提供者 

（被害防止対策） 

・情報を受けて実施した被害防止対策の有無、内容 
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また、現地調査時に瀕死の蜜蜂又は腐敗の有無等から判断して死後間もな

いと考えられる蜜蜂の試料が入手できる場合は、100 匹程度以上を分析用試

料として採取し、清浄な容器に入れて冷凍状態で独立行政法人農林水産消費

安全技術センター農薬検査部（以下「FAMIC 農薬検査部」という）に送付し

ました。 

  

 

（２） 周辺農地に関する調査 

   （１）の①及び②の調査で、異常死の原因として農薬以外のものが特定

できなかった場合に、都道府県の農薬担当部局が、周辺地域における農薬

の使用が原因である可能性を検討するため調査を行い、以下の情報を収集

しました。 

 

  （周辺農地での栽培作物） 

 ・被害が発生した蜂場の周辺地域（半径 2km。その範囲に農薬を使用す

る可能性のある農地、ゴルフ場、山林等がない場合は半径 5km まで）

の主要な農作物とその作付面積 

・被害発生時における栽培作物の生育段階 

（農薬の使用状況） 

・被害発生時前後に農作物等に対し使用が想定される殺虫剤 

・農薬の使用計画又は使用実績が確認できる場合は、散布日、面積、散

布方法 

（養蜂家への情報提供） 

・農薬使用に関して養蜂家へ提供した情報の種類、情報提供者、情報提

供手段 

 

 

 （１）及び（２）の一連の調査の流れを図 1に示しました。 
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（３） 死虫に含まれる農薬の分析 

蜜蜂の死虫の試料に含まれる農薬の分析は FAMIC農薬検査部が実施しまし

た。 

分析の対象の農薬成分は、 

① 国内で登録のあるネオニコチノイド系殺虫剤 7 種類（アセタミプリド、

イミダクロプリド、クロチアニジン、ジノテフラン、チアクロプリド、

チアメトキサム、ニテンピラム） 

② ①以外で、都道府県からの報告等で被害が発生した蜂場の周辺で使用さ

れていたピレスロイド系殺虫剤 4 種類（エトフェンプロックス、シペル

メトリン、シラフルオフェン、ペルメトリン）、フェニルピラゾール系

殺虫剤 2 種類（エチプロール、フィプロニル）、有機リン系殺虫剤 3 種

類（フェントエート（ＰＡＰ）、ジメトエート、メチダチオン（ＤＭＴ

Ｐ））、カーバメイト系殺虫剤 1種類（フェノブカルブ（ＢＰＭＣ））、

マクロライド系殺虫剤 1 種類（エマメクチン安息香酸塩）、ジアミド系

殺虫剤 1種類（クロラントラニリプロール）、昆虫成長制御剤 1 種類（テ

ブフェノジド） 

の計 20 成分としました。 

  なお、カルタップについては、都道府県から報告がありましたが、今回用

いた分析法では十分な精度で分析することができませんでしたので、分析の

対象とはしませんでした。 

分析は、死虫 30 頭を磨砕後、溶媒で農薬成分を抽出し、精製後、液体クロ

マトグラフ-タンデム型質量分析装置（LC-MS/MS）で測定を行いました。 

各成分の定量限界を表 1に示しました。 

    

表１　分析農薬及び定量限界　

系統 農薬 定量限界(ng/匹)

アセタミプリド 0.2

イミダクロプリド 0.5

クロチアニジン 0.5

ジノテフラン 0.5

チアクロプリド 0.2

チアメトキサム 0.5

ニテンピラム 1.0

エトフェンプロックス 0.4

シペルメトリン 8.0

シラフルオフェン 2.0

ペルメトリン 4.0

エチプロール 0.2

フィプロニル 2.0

フェントエート（PAP） 0.2

ジメトエート 0.2

メチダチオン（DMTP） 1.0

カーバメート系 フェノブカルブ（BPMC） 0.5

マクロライド系 エマメクチン安息香酸塩※ 1.0

ジアミド系 クロラントラニリプロール 0.4

昆虫成長制御剤 テブフェノジド 0.2
※エマメクチンB1aを測定

ネオニコチノイド系

ピレスロイド系

フェニルピラゾール系

有機リン系
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３．調査結果 

 

（１） 被害件数 

平成 25 年 5 月 30 日から平成 26年 3月 31日までに都道府県から報告され

た被害は 69 件でした。 

  なお、この他に、調査期間である平成 25年 5 月 30 日以前に発生した旨の

報告が 1件、現地調査が実施されておらず被害の詳細が不明な報告が 3件、

蜜蜂の被害や減少が確認されていない報告が 1 件ありました。これらについ

ては、調査実施要領に基づいておらず、解析に必要な情報が得られていない

ため、調査のとりまとめから除外しました。 

 

（２） 発生時期 

報告された 69 件の被害の

うち、60件（87%）の被害が 7

月中旬から 9月中旬に発生し

ていました。 

なお、これまで農林水産省

が実施してきた『農薬の使用

に伴う事故及び被害の発生状

況』に係る調査では、4～5月

の果樹の開花期に果樹産地に

おいて被害が報告されていま

すが、本調査は実施開始が 5

月末からであることから、今

回の中間報告にはこれらの時

期の被害については含まれて 

いません。 
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（３） 発生地域 

被害は 14道府県から報告されました。北海道 35 件、青森県 4件、栃木県

5 件、千葉県 3 件、岐阜県 9 件、広島県 2 件、福岡県 3 件、大分県 2 件、福

島県、京都府、奈良県、島根県、岡山県及び徳島県が各 1 件でした。                    

北海道において多くの被害が報告されたのは、事例報告の多数を占める水

稲のカメムシ防除期間（7～9月）に、多くの養蜂家が北日本に移動して養蜂

を行っていることと関連していると考察されます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ ミツバチの転飼（移動養蜂）の例 （「養蜂をめぐる情勢」から抜粋) 

 

 

（４） ダニ・蜂病の状況   

報告された被害のうち、農薬以外の斃死の原因として考えられる外部寄生

ダニや蜂病の発生はほとんど認められませんでした。蜂病の症状が認められ

なかった 62 件のうち 8件の蜂場の蜜蜂については、都道府県が病原体の検出

を試みましたが、8件とも病原体は検出されませんでした。 

 
          図４ 外部寄生ダニ及び蜂病の発生状況 

 

 

（http://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/lin/sonota/pdf/yohomegurujousei201309.pdf）
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（５） 被害の状況 

69件のうち 57 件（83%）で、巣門前に死虫（同一の蜂場の中で被害が最も

大きい巣箱で 1,000 匹／箱以上）が観察されていました。 

一般に、養蜂家は毎日あるいは数日に 1回、蜂場を訪れ巣箱の状況を確認

しています。今回、死虫が観察された蜂場でも、養蜂家が定期的に巣箱の状

況を確認していましたが、被害が観察される前に蜂場を訪れた際には蜜蜂の

異常に気がついておらず、1～数日間の短い期間に死虫が発生したと考えられ

ます。 

5 蜂場では同じ蜂場内で巣門前の死虫の発生がそれぞれ 2 回報告されまし

た。これらについては、最初に死虫が観察された日と 2 回目に死虫が観察さ

れた日の間に死虫が全く観察されなかった期間があることから、それぞれを

独立した被害として扱いました。この 5蜂場以外では、死虫が観察された後

に蜂場内で新たな被害が発生した報告はありませんでした。 

 

その他、死虫は確認できないが蜂の数が徐々に減少したという報告が 4件、

巣から離れた場所で死虫が認められ蜂の数が徐々に減少したという報告が 5

件、小規模の被害（死虫 100 匹/箱程度）が継続的に生じ蜂の数が徐々に減少

したという報告が 1件、巣門の前に死虫は認められたものの被害規模の小さ

い事例（100～300 匹/箱程度）が 2 件ありました。 

 

巣箱前に死虫が観察された 57 件

の被害事例においては、蜂場内に十

数～数十箱の巣箱が置かれていまし

たが、各蜂場で観察された巣箱あた

りの最大の死虫数は 2,000匹以下／

箱のものが最も多く 36件（63%）で

した。10,000匹／箱以下のものが 54

件と全体の 95%を占めていました

が、20,000 匹／箱の死虫が観察され

たものも 2件、30,000 匹／箱の死虫

が観察されたものも 1 件ありまし

た。なお、30,000 匹／箱の死虫が観

察された 1 件では、チョーク病が認

められました（有症率 10%）。 
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57件のうち 22件（39%）で、同一の蜂場内の 80%以上の巣箱で同程度の死虫

がみられました。一方で、死虫の発生の程度が巣箱によって異なる蜂場もみら

れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般的に、１つの巣箱には数万匹の蜜蜂がおり、女王蜂は多いときには 1日

に 2,000個程度の卵を生んでいるとされています。よって、巣の蜜蜂の数に多

少の減少が生じても、養蜂家の飼育管理により、蜂群が維持・回復するとされ

ています。 

 

今年度の調査では、蜂群の被害発生後の消長については確認していませんが、

今後は、被害の大きな事例において、被害後に蜂群が維持できたか否かを確認

する調査も行いたいと考えています。 

 

なお、今回の調査では、死虫数が多い事例においても、蜜蜂の大量失踪は  

報告されておらず、働き蜂のほとんどが女王蜂や幼虫などを残したまま突然い

なくなり、蜂群が維持できなくなる「蜂群崩壊症候群(CCD)」の懸念を生じさせ

る事故は確認されませんでした。  
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（６） 周辺農地での栽培作物 

  69 件のうち、被害が発生した時期に蜂場の周辺に水稲が栽培されていた件

数は 61 件(88%)でした。 

水稲が栽培されていた 61件のうち、水稲の生育ステージが開花期（出穂期

～穂揃期）だったものが 46件でした。 

水稲のみが栽培されていたのは 40 件で、残りの 21件では、水稲に加え、

野菜（12件）、果樹（10件）、畑作物（9 件）などが栽培されていました。 

 

 

周辺で水稲が栽培されていなかった事例は 8 件でした。そのうち、畑作物

と野菜が栽培されていた事例が 2 件、野菜と花きが栽培され周辺にゴルフ場

があった事例が 2 件、飼料作物と果樹及び花きが栽培され周辺にゴルフ場が

あった事例、果樹が栽培され周辺にゴルフ場があった事例、野菜のみが栽培

されていた事例、作物の栽培がなく周辺にゴルフ場のみがあった事例が、そ

れぞれ 1件ありました。 

  

なお、都道府県から報告された作物でも、作期からみて明らかに被害発生

時には栽培されていないと考えられる作物はとりまとめから除外しました。 

  

作物名 件数
畑作物 9
野菜 12
果樹 10
花き 4
茶 3
飼料作物 5
ゴルフ場（芝など） 1

  表２　水稲が栽培されていた事例の蜂場
　  　 　周辺で同時に栽培されていた作物

（ｎ=21　複数回答）
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（７） 周辺農地での殺虫剤使用の状況 

  都道府県が農協等から、被害が発生した蜂場の周辺の農地での農薬散布の

計画及び実績を聞き取った結果、散布時期と農薬の種類を特定できたのは 69

件中 58 件（84％）でした。 

特定された散布時期が、養蜂家が巣箱に異常がないことを確認してから被

害に気づくまでの間（被害発生期間）と一致したのは 34 件（49％）でした。 

 

 

（８） 死虫からの殺虫剤検出の状況 

被害が報告された 69 件のうち 26 件について現地調査で死虫の試料が採取

されました。 

26 件の内訳は、斑点米カメムシの主要な防除時期にあたる水稲の開花期

（出穂期～穂揃期）に発生した被害が 12 件、水稲成熟期以降に発生した被害

が 8件、周辺で水稲が栽培されていない地域や時期に発生した被害が 6件で

した。 

 

分析の結果、周辺で水稲が栽培されていた時期（水稲開花期及び水稲成熟

期以降）に被害を受けた蜂場で採取された試料(20 件)からは、高い頻度で水

稲作で使用される殺虫剤の成分のうちいずれかが定量限界以上検出されまし

た。1 件の試料から複数の成分が検出されたものもありました。また、水稲

成熟期以降に被害を受けた蜂場で採取された試料には水稲作には用いられて

いない殺虫剤（シペルメトリン）が検出されたものもありました。 

 

周辺で水稲が栽培されていない地域や時期に被害を受けた蜂場で採取され

た死虫(6件)では、今回分析を行った 20 種類の農薬成分は全て定量限界未満

でした。 
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（９） 水稲の開花期における農薬使用と被害の関係 

殺虫剤の使用状況は、周辺作物の種類や生育ステージによって大きく異な

ります。今回は、水稲の開花期（出穂期～穂揃期）に被害が発生した 46件（67%）

について周辺で散布された農薬と被害の関係を解析しました。 

 

46件のうち、養蜂家が巣箱に異常がないことを確認してから被害に気がつ

くまでの間（被害発生期間）に、周辺でカメムシ防除のための殺虫剤散布が

行われたとの報告のあった件数は 31件（67％）でした。 

 

被害発生期間に散布が確認された殺虫剤は、水稲のカメムシの防除に広く

使用されている殺虫剤 7種類（ネオニコチノイド系 3 種類、ピレスロイド系

2 種類、フェニルピラゾール系 1 種類、有機リン系 1 種類）及び水稲のウン

カ類等の防除に用いられる殺虫剤（昆虫成長制御剤）2 種類でした。カメム

シ防除用の 7種類の殺虫剤は蜜蜂への毒性が強いため、使用にあたっては蜜

蜂の被害を防止するための注意が必要なものです。 

 

  



- 12 - 
 

  46 件のうち、死虫の採取及び死虫に含まれる農薬の分析が行われたのは 12

件でした。12 件のうち 11 件の死虫から殺虫剤の成分が 9 成分検出されまし

た。検出された成分は、水稲のカメムシ防除に用いられる殺虫剤の成分が 6

成分、水稲のニカメイチュウ等防除に用いられる殺虫剤が 1 成分、野菜・果

樹のアブラムシ等の防除に用いられる殺虫剤が１成分、野菜・果樹の鱗翅目

幼虫等の防除に用いられる殺虫剤が 1成分でした。 

 

被害発生期間にカメムシ防除の殺虫剤散布が報告されている 8件のうち、

死虫から農薬成分が検出された 7 件では、死虫から検出された殺虫剤の成分

に散布の報告された殺虫剤の成分が含まれていましたが、報告にない殺虫剤

の成分が検出されたものもありました。 

 

カメムシ防除に用いられる 3成分（ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ、ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ、ｴﾁﾌﾟﾛｰﾙ）に

ついては、蜜蜂への毒性を示す指標である LD50値（半数致死量）の 1/10程度

～LD50値程度が検出されたものもありました。 

これらの事例では、散布した殺虫剤に蜜蜂が直接曝露したものと推測され

ます。 

また 5成分（ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ､ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ、ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ、ﾃﾌﾞﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ、ｸﾛﾗﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟ

ﾛｰﾙ）の検出量は、当該成分の LD50値からみて蜜蜂に悪影響を及ぼすとは考え

られませんでした。1 成分(ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝ)については、今回検出された濃度が蜜

蜂への影響があるかどうかは判断ができませんでした。 

 

46 件のうち 15 件においては、被害が発生した時期に殺虫剤散布が行われ

たとの情報が得られませんでした。都道府県からは、無人ヘリコプターによ

る防除は、組織的かつ計画的に実施されるため、散布時期を特定しやすいと

の意見がありました。今回の調査では、無人ヘリコプターによる散布は 22

件報告されていました。一方、個々の農家が個別に散布する農薬の使用時期

は把握するのが困難であるとの報告もありました。死虫の分析結果を見ても、

都道府県が散布の情報を把握していない殺虫剤が検出されているものもあり

ます。 

 

今後、被害時期に散布された殺虫剤の把握をより詳細に行う必要があると

考えます。また、被害事例における蜜蜂への殺虫剤の暴露について、詳しい

解析を行うに足る十分なサンプル数が得られなかったため、今後はより多く

の事例で死虫試料の採取がなされるよう、養蜂家の試料提供への理解を得る

とともに被害発生後に間を置かず死虫試料の採取を可能とするよう、速やか

な調査に努めることが必要と考えます。 
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（１０）情報提供 

  69 件のうち、農薬使用者側が農薬の使用時期等について養蜂組合等への情

報提供を行ったと回答があったのは 55件（80%）でした。このうち、JAが個

々の養蜂家へ連絡している事例が 19件、都道府県が養蜂組合等へ連絡してい

る事例が 11 件、JA が養蜂組合等へ連絡している事例が 10件、JA が自治会等

へ連絡している事例が 8 件、都道府県が個々の養蜂家へ連絡している事例が

6件でした。 

水稲の開花期（出穂期～穂揃期）に被害が発生した 46件の中にも農薬使用

者側からの情報提供が行われていない事例が 9件ありました。 

一方で、被害を受けた個々の養蜂家が殺虫剤の使用に関する情報提供を受

けたと回答があったのは 40件（58%）でした。 

   

 
  

　情報提供の方法 件　　数

　都道府県から養蜂組合等へ 11

　都道府県から個々の養蜂家へ 6

　市町村から養蜂組合等へ 3

　市町村から自治会等へ 3

　ＪＡから養蜂組合等へ 10

　ＪＡから個々の養蜂家へ 19

　ＪＡから自治会等へ 8

　公益法人等から自治会等へ 2

表６　農薬使用側からの情報提供の方法

　　　　　　(n=55）　　　　　　　※件数は重複回答含む
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農薬使用者側が行った情報提供と養蜂家が受けた情報提供を比較したとこ

ろ、69 件のうち、14件で農薬使用者側からの情報提供が行われていないと回

答し、このうち 13 件で養蜂家が情報提供を受けていないと回答しました。農

薬使用者側が情報提供を行ったと回答した 55件のうち、養蜂家が情報提供を

受けていないと回答した事例が 16 件あり、この中には、農薬使用側が個々の

養蜂家に連絡していると回答していた事例、農薬使用者側が養蜂組合や自治

会等へ連絡していると回答していた事例が含まれていました。 

 

これらのことから、個々の養蜂家に連絡している農薬使用者が、周辺に蜂

場を設置した養蜂家の全てを把握しているわけではないこと、養蜂組合等に

は連絡が伝わっていても個々の養蜂家まで情報が伝わっていないことがうか

がわれました。 

また、巣箱の位置を明らかにすると悪戯等を受ける可能性を心配する養蜂

家が農家に対して巣箱の位置情報を連絡しないという情報もありました。事

故の未然防止のためには、都道府県の畜産部局及び養蜂組合等と、都道府県

の農薬指導部局及び農業団体等が、巣箱の設置状況や農薬の使用計画等の情

報を相互に提供・共有し、得た情報を個々の養蜂家、周辺の水稲農家に伝え

ることが重要であると考えます。 

 

  

農薬使用者側が情報
提供を行った

農薬使用者側が情報
提供を行っていない

　　　　計

養蜂家が情報提供を受けた 39 1 40

養蜂家が情報提供を受けていない 16 13 29

　　　計 55 14

　表７　情報提供（養蜂家が受けた情報提供と農薬使用者側が行った情報提供との関係）

                                         （n＝69)
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（１１）対策の実施状況 

 農薬使用に関する情報提供を養蜂家が受けた 40件のうち、被害蜂場への巣

箱の配置を可能な限り少なくする対策を取った事例が 1件ありました。また、

巣箱の退避先で被害にあった事例が 3 件、水稲の開花期間に巣箱を退避させ

ていたものの開花期間の終了後に巣箱を設置した場所で被害にあった事例が

2件ありました。また、3件では被害が発生してから巣箱を他の場所に退避し

ていました。 

  さらに、情報提供を受けていなかったもののうち、養蜂家が周辺が農薬散

布場所であることを知って蜂場の一部の巣箱を他の場所に退避させ、被害を

回避できた事例も１件ありました。また、退避先で被害にあった事例、被害

が発生してから巣箱を他の場所に退避していた事例が各 1 件ありました。 

その他は、被害を回避するための具体的な対策を取ったとの報告はありま

せんでした。 

 なお、本報告は被害を受けた事例のみを対象としているため、被害を受け

ていない事例について情報は得ていません。 

 

殺虫剤の直接曝露を避けるという面から、散布時に巣箱の退避は効果があ

ると考えられます。被害のあった事例を全体的にみると、農薬使用者側から

の情報提供は受けているものの、有効な退避行動が取られていないことが被

害に結びついた事案が多いと推測されます。 

また、散布情報の提供を受けた場合であっても、巣箱を移動させる場所を

確保するのが困難であるとの養蜂家の意見もあり、地域毎の状況等について

十分把握した上で対策を検討する必要があると考えます。 


