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(57)【要約】
【課題】養蜂で飼育される蜜蜂をスズメ蜂から簡単かつ
確実に保護でき、かつ、盗蜂を防止することが可能な装
置を提供する。
【解決手段】蜜蜂保護装置１は、養蜂で飼育される蜜蜂
をスズメ蜂から保護するための装置である。この蜜蜂保
護装置１は、蜜蜂巣箱２に取り付けて用いられる装置で
あって、巣箱２の巣門４の前方で縦向きの状態で取り付
けられる板状の出入り口部材６と、板状の出入り口部材
６の前方において縦向きに配置される多数本の線状部材
８と、板状の出入り口部材６と線状部材８を縦向き状態
で支える支持板１０を有している。このような特徴を具
備する蜜蜂保護装置１を養蜂巣箱２に取り付けることで
、スズメ蜂が巣門４の近くで蜜蜂を待ち伏せして捕捉す
るといった事態を防止することができ、蜜蜂を簡単かつ
確実にスズメ蜂から保護できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　巣箱で飼育される蜜蜂をスズメ蜂から保護するための装置であって、
　巣箱の巣門前方に取り付けられ、スズメ蜂が通過不可能であって蜜蜂が自由に出入り可
能な第二の巣門が形成された板状の出入り口部材と、
　前記出入り口部材の前方に配置され、前記出入り口部材へのスズメ蜂の接近を妨害する
ための複数本の線状部材と、
　前記出入り口部材と前記線状部材を支えるための支持板と、
　を有することを特徴とする蜜蜂保護装置。
【請求項２】
　前記出入り口部材には、第二の巣門が複数形成されており、
　蜜蜂保護装置を巣箱に取り付けた状態で、前記出入り口部材と前記巣箱との間には、巣
門に通ずる蜜蜂用通路が形成されるようになっている、
　ことを特徴とする請求項１に記載の蜜蜂保護装置。
【請求項３】
　前記支持板と前記出入り口部材は、着脱自在に形成されている、
　ことを特徴とする請求項１に記載の蜜蜂保護装置。
【請求項４】
　前記複数本の線状部材とこれを支える前記支持板は、樹脂からなり、一体成型されてい
る、ことを特徴とする請求項１に記載の蜜蜂保護装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、養蜂で飼育される蜜蜂をスズメ蜂から保護するための装置に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　蜂蜜を採取する目的や、農作物の受粉を確実にする目的で、養蜂が広く一般的に行われ
ている。養蜂では、蜜蜂飼育用の巣箱（養蜂箱）が利用されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
（第１の課題／スズメ蜂による攻撃）
　巣箱を利用する養蜂家にとって、スズメ蜂による捕食被害が死活問題となっている。
　毎年秋頃になると、スズメ蜂は、蜜蜂が大量飼育された巣箱の近くにやって来て、蜜蜂
を簡単に捕捉し、短時間の間に蜜蜂を捕食し、自分の巣に持ち帰ってしまう。
　したがって、スズメ蜂対策を何ら施さない場合には、巣箱の蜜蜂がスズメ蜂によって捕
捉されて全滅することとなり、その場合、養蜂家は甚大な被害を被ることになる。
【０００４】
（第２の課題／盗蜂による被害）
　「盗蜂」とは、蜜の少ない時期に、蜜蜂同士が他の弱い蜂の巣から蜂蜜（他の蜂の巣の
蜜）を盗む行為をいう。これは、すべての養蜂家にとって重大な悩みとなっている。
　最も困るのは同じ蜜蜂同士なので見分けが付きにくいことである。西洋蜜蜂と日本蜜蜂
とでは、大きさや模様といった外観上の違いがあるので、分かるのであるが、同じ種類の
蜜蜂同士だと見分けるのが大変難しい。見分け方としては、巣の前方が騒がしいことや、
巣箱に入って行く時より、巣箱から出て行く蜂が太って見えること、ぐらいである。
　従来では、盗蜂を見つけたら、養蜂されている巣箱を２ｋｍ以上離れた場所まで移動さ
せる、といった方法が採用されている。ところが、このような方法は、田舎なら可能であ
るが、家屋やビルなどが密集した都会では適切な場所を見付けるのは非常に難しい。
　また盗蜂に来ている蜜蜂に印をつけて、その蜜蜂の巣を見つけたら、餌となる蜜を大量
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に与えれば、盗蜂は収まると、書籍等には書いてある。しかし、盗蜂の様子を観察してい
ると、弱い方の巣では、結局のところ、全ての蜜を盗まれてしまっている。
【０００５】
（本発明の目的）
　上述したスズメ蜂による被害や盗蜂による被害といった従来の問題点に鑑み、本発明の
目的は、養蜂で飼育される蜜蜂をスズメ蜂から簡単かつ確実に保護でき、かつ、盗蜂を防
止することが可能な装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的は、巣箱で飼育される蜜蜂をスズメ蜂から保護するための装置であって、
　巣箱の巣門前方に取り付けられ、スズメ蜂が通過不可能であって蜜蜂が自由に出入り可
能な第二の巣門が形成された板状の出入り口部材と、
　前記出入り口部材の前方に配置され、前記出入り口部材へのスズメ蜂の接近を妨害する
ための複数本の線状部材と、
　前記出入り口部材と前記線状部材を支えるための支持板と、
　を有する蜜蜂保護装置によって達成される。
【０００７】
　上記蜜蜂保護装置において、
　出入り口部材には、第二の巣門が複数形成されており、
　蜜蜂保護装置を巣箱に取り付けた状態で、前記出入り口部材と前記巣箱との間には、巣
門に通ずる蜜蜂用通路が形成されるようになっている。
【０００８】
　また、上記蜜蜂保護装置において、支持板と出入り口部材は、着脱自在に形成されてい
る。
【０００９】
　また、上記蜜蜂保護装置において、複数本の線状部材とこれを支える支持板は、樹脂か
らなり、一体成型されている。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の蜜蜂保護装置を巣箱に取り付けることで、スズメ蜂が巣箱に近寄らなくなるた
め、蜜蜂を簡単かつ確実にスズメ蜂から保護できるといった格別の効果が達成される。
　また、本発明の蜜蜂保護装置は、蜜蜂を保護することが目的であって、スズメ蜂をむや
みやたらに殺す必要がないので、自然界の生態系バランスを崩す恐れが無い。
　また、蜜蜂保護装置は、複数本の線状部材と出入り口部材とこれらを支える支持部材な
どで構成されるので、その製造コストは極めて安価であり、スズメ蜂対策に苦慮している
養蜂家に対して低コストで蜜蜂保護装置を提供することが可能になる。
【００１１】
　本発明によって達成される効果は具体的には以下のとおりである。
【００１２】
　本発明の蜜蜂保護装置によれば、複数本の線状部材によって巣箱の巣門へのスズメ蜂の
接近が妨害されるようになっている。すなわち、複数本の線状部材が在ることによって、
スズメ蜂が巣門へ近寄ることができない。
　そして、仮にスズメ蜂が線状部材の間を潜り抜けてこれを突破しても、スズメ蜂は、板
状の出入り口部材によってその行く手を阻まれるので、巣箱の巣門に辿り着くことがない
。すなわち、複数本の線状部材と、巣箱の巣門との間には、（スズメ蜂の行く手を阻むよ
うに）出入り口部材が立ちはだかっているため、スズメ蜂は巣門で蜜蜂を待ち伏せするこ
とができない。
　そして、巣箱の巣門前方に取り付けられる出入り口部材には、蜜蜂が自由に出入り可能
な第二の巣門が形成されている。この出入り口部材に形成された第二の巣門は、スズメ蜂
が通過不可能なサイズに形成されている。したがって、仮にスズメ蜂が線状部材を突破し
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て出入り口部材の手前に辿り着いたとしても、スズメ蜂は、出入り口部材に形成された第
二の巣門を突破することができない。
　特に、オオスズメ蜂は大きくて体重も重いので、垂直な面（出入り口部材の前面）での
作業が不得意であり、その上、オオスズメ蜂は頭が大きいので狭い場所（第二の巣門）へ
頭を突っ込んで蜜蜂を補足することができないので、諦めて巣箱に来なくなる。
　したがって、このような特徴を具備する蜜蜂保護装置を養蜂巣箱に取り付けることで、
スズメ蜂が巣門近くで蜜蜂を待ち伏せして捕捉するといった事態を防止することができ、
蜜蜂を簡単かつ確実にスズメ蜂から保護できるといった格別の効果が達成される。
【００１３】
　また、本発明の蜜蜂保護装置によれば、出入り口部材には、第二の巣門が“複数”形成
されている。そして、蜜蜂保護装置を巣箱に取り付けた状態では、出入り口部材と巣箱と
の間には、巣門に通ずる蜜蜂用通路が形成されるようになっている。
　すなわち、巣箱から出て行く蜜蜂は、巣門を通り抜けた後、必ず「出入り口部材と巣箱
との間の通路」を通り、そして更に、複数の第二の巣門の何れか一を必ず通り抜けて出て
行き、更に、複数本の線状部材の間を通り抜けて飛んで行くことになる。
　同様に、巣箱に帰って来る蜜蜂は、複数本の線状部材の間を通り抜けて出入り口部材ま
で辿り着き、更に、複数の第二の巣門の何れか一を必ず通り抜けて、「出入り口部材と巣
箱との間の通路」を通って、そして更に、巣門を通り抜けて帰巣することになる。
　そして、巣箱に出入りする蜜蜂は、（特定の決まった出入り口だけを通り抜けるのでは
なく）複数の第二の巣門のうちの何れか一つをランダムに通り抜ける。したがって、仮に
スズメ蜂が線状部材を突破して、出入り口部材の手前で待ち伏せしたとしても、蜜蜂は複
数の第二の巣門をランダムに通り抜けて素早く行き来するため、その場所での蜜蜂の補足
が困難になる。
　したがって、出入り口部材の近くでスズメ蜂が蜜蜂を待ち伏せして捕捉するといった事
態を防止することができ、蜜蜂を簡単かつ確実にスズメ蜂から保護できるといった格別の
効果が達成される。
【００１４】
　また、盗蜂のおそれがある場合には、巣箱をもとの場所から５０ｃｍほど移動して、本
発明の蜜蜂保護装置を取り付けて、匂いを虫除けスプレーなどで消せば、盗蜂の蜂には巣
に入る方法が分からないので諦めていなくなる。
　なお、巣箱の蜂は自分の巣箱の匂いを探して巣に帰って来るので心配はいらない。
　これで小型の黄色スズメ蜂、モンスズメ蜂は前で待つ蜂に影響し、大型の大スズメ蜂も
蜜蜂を皆殺しにすることが出来なくなる。
【００１５】
　また、本発明の蜜蜂保護装置によれば、支持板と出入り口部材は着脱自在に形成されて
いる。
　これにより、蜜蜂保護装置を分解した状態で持ち運ぶことができ、また、簡単に組み立
てることができる。
【００１６】
　また、本発明の蜜蜂保護装置によれば、前記複数本の線状部材とこれを支える前記支持
板は、樹脂からなり一体成型されている。
　このように、複数本の線状部材を具備する支持板を一体成型することで、線状部材を１
本１本支持板に対し組み付けるといった煩雑な作業が不要になり、蜜蜂保護装置の製造が
簡単になる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】蜜蜂保護装置を蜜蜂巣箱に取り付けた状態を示す断面図である。
【図２】蜜蜂巣箱に取り付ける蜜蜂保護装置を示す分解図である。
【図３】（ａ）蜜蜂保護装置の支持板と線状部材を示す斜視図（透視図）と、（ｂ）蜜蜂
保護装置の板状の出入り口部材を示す斜視図である。
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【図４】蜜蜂保護装置の機能作用を示す部分断面図である。
【図５】蜜蜂保護装置の機能作用を示す拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
（蜜蜂保護装置の構成）
　以下、添付図面に基づいて、蜜蜂保護装置（スズメ蜂バリヤー）の具体的構成について
説明する。
【００１９】
　図示する蜜蜂保護装置１は、養蜂で飼育される蜜蜂をスズメ蜂から保護するための装置
である。この蜜蜂保護装置１は、蜜蜂巣箱２に取り付けて用いられる装置であって、
　主として図１、図２に示すように、
　・巣箱２の巣門４の前方で縦向きの状態で取り付けられる板状の出入り口部材６と、
　・板状の出入り口部材６の前方において縦向きに配置される多数本の線状部材８と、
　・板状の出入り口部材６と線状部材８を縦向き状態で支える支持板１０を
　有している。
【００２０】
　この蜜蜂保護装置１は、図１に示す様に、巣箱２の側面（巣門４が形成されている側）
に取り付けて用いられている。
【００２１】
　図１に示すように、出入り口部材６は縦向きの板状部材で構成され、蜜蜂保護装置１を
巣箱２に取り付けた状態で、該巣箱の巣門４（第一の巣門）の前方に位置する。また、蜜
蜂保護装置１を巣箱２に取り付けた状態で、出入り口部材６と巣箱２との間には、巣門に
通ずる蜜蜂用通路１２が形成されるようになっている。
【００２２】
　この板状の出入り口部材６には、第二の巣門１４（蜜蜂の出入口となる開口部）が複数
形成されている。巣箱２に出入りする蜜蜂は、第一の巣門４と第二値の巣門１４を必ず通
過し、また、蜜蜂用通路１２を必ず通過する。逆に、第一の巣門４、第二値の巣門１４、
蜜蜂用通路１２を通ることなく、蜜蜂は巣箱２の内部に出入りすることはできない。
【００２３】
　この第二の巣門１４は、図４、図５に示すように、開口部である出入り口１６と、この
出入口に通ずる傾斜面である止り台１８を有しており、スズメ蜂が通過不可能であって、
蜜蜂が自由に通り抜けることができるサイズに形成されている。巣箱２に帰ってきた蜜蜂
は、第二の巣門１４を通らないと、第一の巣門４に辿り着くことはできず、また、巣箱２
から出て行く蜜蜂は、第二の巣門１４を通らないと、外部の自然界へ飛び立つことができ
ない。
【００２４】
　図４に示すように、巣箱２から出て行く蜜蜂は、出入り口１６を通り抜けて止り台１８
から飛び立ち、複数の線状部材８の間を潜り抜けて、外部の自然界へ飛び立って行く。
　外部の自然界から巣箱へ帰って来る蜜蜂は、複数の線状部材８の間を潜り抜けて止り台
１８に降り立ち、出入り口１６を通り抜けて帰巣する。
【００２５】
　また、図３(b)に示すように、板状の出入り口部材６の上端部には、テーパー状の突起
２１が複数設けられている。この突起２１は上端側が小径で、下端側が大径で、全体がテ
ーパー形状を有している。複数のテーパー状突起２１は、板状の出入り口部材６の上端部
に一体的に設けられている。
【００２６】
　これらの複数のテーパー状突起２１は、支持板１０に形成された複数の接続穴２３に差
し込むようになっている。図１、図２に示すように、出入り口部材６のテーパー状突起２
１を、支持板１０の接続穴２３に対し、押し込むようにして差し込むことで、縦向きの出
入り口部材６が、横向きの支持板１０に対し確りと固定される。また、支持板１０から出
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入り口部材６を下向きに引っ張ることで、テーパー状突起２１を接続穴２３から引抜くこ
とができる。このような構成により、支持板１０と出入り口部材６は着脱自在となってい
る。
【００２７】
　複数本の線状部材８は、樹脂製の細い棒状部材で構成され、縦向きの状態で出入り口部
材６の前方に配置され、また、平面視で複数行・複数列になるように配置される。また、
複数本の線状部材８は、支持板１０に対し固設され、等間隔で平行に配置されている。こ
れらの縦向きの線状部材８は、出入り口部材６へのスズメ蜂の接近を妨害する役割を担っ
ている。
【００２８】
　複数本の線状部材８の間隔は、蜜蜂の飛行を妨げないような間隔であって、且つ、スズ
メ蜂の飛行を妨げるような間隔に設定されている。
　すなわち、線状部材８の間隔は、蜜蜂が羽根を傷めることなく自由に通り抜けられる寸
法であって、且つ、スズメ蜂が進入を恐れる程度の寸法に設定される。なお、発明者の実
験によれば、線状部材８の間隔は、８ｃｍ～４ｃｍ程度が好ましく、なかでも５ｃｍがよ
り好ましい間隔であることが分かっている。
【００２９】
　このような間隔で複数本の線状部材８を設けることで、蜜蜂は、羽根を傷めることなく
線状部材８の間を通り抜けることができ、一方、スズメ蜂は、羽根が傷つくことを恐れて
線状部材８の間に進入して来なくなる。つまり、スズメ蜂は、巣箱２の巣門４に近寄るこ
とが出来なくなる。
【００３０】
　支持板１０は、出入り口部材６と線状部材８を支える役割を担っている。この支持板１
０の一端を巣箱２（巣門４が形成された側）の外壁面に対し固定することで、蜜蜂保護装
置１が巣箱２に取り付けられる。
【００３１】
　複数本の線状部材８とこれを支える支持板１０は、樹脂からなり、一体成型されている
。
【００３２】
　また、支持板１０には、出入り口部材６を着脱自在にするための、接続穴２３が形成さ
れている。接続穴２３の径は、板状の出入り口部材６のテーパー状突起２１の上端の径よ
りも大きく、下端の径よりも小さい。
【００３３】
（蜜蜂保護装置の機能作用）
　上述した特徴を具備する蜜蜂保護装置２によれば、複数本の線状部材８によって巣箱２
の巣門４へのスズメ蜂の接近が妨害されるようになっている。すなわち、複数本の線状部
材８が在ることによって、スズメ蜂が巣門４へ近寄ることができない。
　そして、仮にスズメ蜂が線状部材８の間を潜り抜けてこれを突破しても、図５に示す様
に、スズメ蜂は、板状の出入り口部材６によってその行く手を阻まれるので、巣箱２の巣
門４に辿り着くことがない。すなわち、複数本の線状部材８と、巣箱２の巣門４との間に
は、（スズメ蜂の行く手を阻むように）板状の出入り口部材６が立ちはだかっているため
、スズメ蜂は巣門４で蜜蜂を待ち伏せすることができない。
　そして、巣箱２の巣門４の前方に取り付けられる出入り口部材６には、蜜蜂が自由に出
入り可能な第二の巣門１４が形成されている。この出入り口部材６に形成された第二の巣
門１４は、スズメ蜂が通過不可能なサイズに形成されている。したがって、仮にスズメ蜂
が線状部材８を突破して出入り口部材６の手前に辿り着いたとしても、スズメ蜂は、出入
り口部材６に形成された第二の巣門１４を突破することができない。
　特に、オオスズメ蜂は大きくて体重も重いので、垂直な面（出入り口部材６の前面側）
での作業が不得意であり、その上、オオスズメ蜂は頭が大きいので狭い場所（第二の巣門
１４）へ頭を突っ込んで蜜蜂を補足することができないので、諦めて巣箱に来なくなる。
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（図５参照）
　したがって、このような特徴を具備する蜜蜂保護装置１を養蜂巣箱２に取り付けること
で、スズメ蜂が巣門４の近くで蜜蜂を待ち伏せして捕捉するといった事態を防止すること
ができ、蜜蜂を簡単かつ確実にスズメ蜂から保護できるといった格別の効果が達成される
。
【００３４】
　また、出入り口部材６には、第二の巣門１４が“複数”形成されている。そして、蜜蜂
保護装置１を巣箱２に取り付けた状態では、出入り口部材６と巣箱２との間には、巣門４
に通ずる蜜蜂用通路１２が形成されるようになっている。
　すなわち、巣箱２から出て行く蜜蜂は、巣門４を通り抜けた後、必ず「出入り口部材６
と巣箱２との間の通路１２」を通り、そして更に、複数の第二の巣門１４の何れか一を必
ず通り抜けて出て行き、更に、複数本の線状部材８の間を通り抜けて飛んで行くことにな
る。
　同様に、巣箱２に帰って来る蜜蜂は、複数本の線状部材８の間を通り抜けて出入り口部
材６まで辿り着き、更に、複数の第二の巣門１４の何れか一を必ず通り抜けて、「出入り
口部材６と巣箱２との間の通路１２」を通って、そして更に、巣門４を通り抜けて帰巣す
ることになる。
　そして、巣箱２に出入りする蜜蜂は、（特定の決まった出入り口１６だけを通り抜ける
のではなく）複数の第二の巣門１４のうちの何れか一つをランダムに通り抜ける。したが
って、仮にスズメ蜂が線状部材８を突破して、出入り口部材６の手前で待ち伏せしたとし
ても、蜜蜂は複数の第二の巣門１４をランダムに通り抜けて素早く行き来するため、その
場所での蜜蜂の補足が困難になる。
　したがって、出入り口部材６の近くでスズメ蜂が蜜蜂を待ち伏せして捕捉するといった
事態を防止することができ、蜜蜂を簡単かつ確実にスズメ蜂から保護できるといった格別
の効果が達成される。
【符号の説明】
【００３５】
１　　　蜜蜂保護装置（スズメ蜂バリヤー）
２　　　蜜蜂巣箱
４　　　巣門（第一の巣門／蜜蜂の出入口）
６　　　板状の出入り口部材
８　　　線状部材（棒状部材）
１０　　支持板
１２　　蜜蜂用通路
１４　　第二の巣門（蜜蜂の出入口となる開口部）
１６　　出入り口
１８　　止り台
２１　　テーパー状の突起
２３　　接続穴
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