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なって しまう. この群のセッ トアップは女王蜂

クイー ンバ ンク

‑2日前に行 い, バ ンク群が無王状
を預 ける 1

態を認識 して,それなりに落 ち着いた状態にな
特 に購入 した交尾 済女 王蜂 の
一 時 的 な保存 を想 定 して

っているようにす る.
もし新 しくバ ンク用の受け入れ群を作 るので
はな く,通常の群をバ ンクに仕立て るのな ら,

購入 女王 蜂が 到着 した ら

その群か ら女王蜂を取 り去 る. この女王蜂の使

女王蜂の状態はもちろん,付 けてある働 き蜂

い道がないな ら,働 き蜂 を付 けて王寵 に入れ,

も元気かどうかを確かめる. キャンディーの消

数 日群か ら離 して保存 してお く.バ ンクに入れ

費量か ら輸送にかか った日数が推察できる.蜂

‑2日
る女王蜂 はもとの女王蜂 を抜 いてか ら 1

の状態が良 ければ, まず金網上 に少量 (
多す ぎ

‑2日して
後に預 ける. そ してその後 さらに 1

てはいけない)の水を与 え,暗 く涼 しく静かな

か らな ら,王寵 に入れておいた元の女王蜂 もバ

場所に数 日間そのまま保存す ることができる.

ンクに加えることができる.

導入まで水 は毎 日忘れずに与える.

バ ンクでは女王蜂が逃 げ出さないよう王寵の

もし,輸送が長 くかか ったか輸送時の状態が

蓋には十分注意す る. もし外 に出て しまったも

良 くなか ったなどして働 き蜂が弱 っていたり,

のがいたり,元の女王蜂 を早 く入れす ぎたりす

死蜂がいる場合には,世話役の働 き蜂を更新す

ると,他の女王蜂 は無視 されて しまうことが多

る.その場合は,暗い部屋内で明 るい窓などを

い.預 ける王寵内には,世話用の働 き蜂 は入れ

利用 して,働 き蜂を王寵か ら追い出す. もしキ

ないほうがよい.

ャンディーが不足 していれば足す,女王蜂を持

こうしてバ ンクに預 けた女王蜂 はかなりの長

つ場合 は胸 と超を持 ち,腹部にはさわ らないよ

期 にわたり保存することができる.産卵中の女

うにする.補充用の働 き蜂 は,若 くなければな

王蜂をいきなりバ ンクに入れることは望 ま しく
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ないことは,女王蜂の世話をする若蜂の補充で

ん給水 と餌の補充 は必須である.

ある.始めにあ らゆる齢の蜂児がいる良い蜂児
巣板を十分に入れておけば,それ らが順繰 りに

クイー ンバ ンクの利用

羽化 して くるので,約 1か月間はそのままで も

女王蜂の数が多ければバ ンクの利用がよい.

大丈夫である.だいたい 3週間に一度の割合で

クイー ンバ ンクとは,蜂児 と若蜂のたっぷ りい

蜂児巣板を追加 してやれば,バ ンクを うま く維

る無王群に,王寵 に入 った女王蜂が複数預 けら

持す ることができる.

れている群のことである.バ ンク用には 4枚群

バ ンクか ら出 した女王蜂の導入 については省

くらいの無王群が使 いよ く,これに 8‑ 10匹の

略す る.働 き蜂 と十分交渉が もて,女王蜂が寒

女王蜂を預 けることがで きる.バ ンク用の無王

くな らないように,蜂児圏に入れてやるか,蜂

群 は,2‑3枚の蜂児巣板 を含むように して,そ

児圏上の トップバーの上 にお くとよい.

れに若蜂をた くさん付 ける. もちろん この群に
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は給餌 を怠 らないよ うに. もと もとの女王蜂
は,同居 させてはならない. もし元の女王蜂が
いると,王寵内の他の女王蜂 は世話をされな く
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