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で英語を身につけな くてはと実感 したそ うで,
今回お会 い したときにはかな りの実力を身につ
けてお られた. 日本 との関係では,すでに幕張

国際 プ ロポ リス会議

の FOODEX, 食品博で もおな じみで, 玉川大
学 に も来訪 されている.今回の会議 には松香が
名誉大会長 と して招請 されたが, そのよ うな伏

松香 光夫 ･藤本 琢憲 ･
沖本 精次

線があったのである,

(
松香 光夫)

盛況 だ った会議

2000年 9月 1日 ･2日 の 2日間 に わ た っ

この会議 は自国内の養蜂家や ミツバチ生産物

て, アルゼ ンチ ン ･ブェノスアイ レスの シェラ

NO社の関
を取 り扱 っている業者が (
上記 REI

トンホテル ･リベル タ ドールで標記の会議がお

係者 も多 く)中心のよ うであ ったが, プロポ リ

こなわれた. この会議 は,隣国 ブラジルがプロ

ス研究者や, ア ピセラピー関係者,国外か らは

ポ リスの大生産国 と して, 日本 に大量の原塊 あ

ブラジル, ウルグアイ, コロンビア,チ リ, ベ

るいは製品を送 り込み,養蜂産業の活性化 を成

ネズェラ, エルサルバ ドル,キューバ, エジプ

し遂 げているのに刺激を受 けて,‑チ ミツ生産

ト, 日本,韓国, ロシアか らの参加があ り,合

には伝統のあるアルゼ ンチ ンが,発展への気合

わせて 700名余 りとい う盛況であ った.

いを込 めた会議であ った. この会議の主催者 は

初 日は大会場で講演会.講演の トップは, ア

PROAPI(
E
g立農業技術研究所 ･I
NTA と,寓

ルゼ ンチ ンが ここ 2年間 に行 った国内各地 を 6

立 ブェノスアイ レス中央大学 による総合養蜂開

地区に分 けてのプロポ リスサ ンプルの分析結果

NO社 である. 実際には後
発計画) および REI

の発表.続 いて ブラジルのプロポ リス事情講演

者の総支配人であるグロ ッパ氏が,国や研究者

2題があ り,午後か らは, ウルグアイ, アルゼ

を動か して今回の会議の開催 にこぎつけた仕掛

ンチ ン, エ ジプ ト, と日本のプロポ リス研究,

け人 と見受 け られた.同社 は,健康食品 ･化粧

経済事情 な どの紹 介.質 問 も熱心 で果 て しな

品等の訪問販売を中心 とす る会社で,急激 に発

く,2時間半 はども延長 となった. それだけで

展 しっっある. 2年前 に松香が代表を務 めるプ

はな くプログラムに載 っていない飛 び入 りの講

ロポ リス研究者協会が ツアーを組んで ブラジル

演があるか と思えば,講演を途中で中断 させた

を訪問 した際,わざわざアルゼ ンチ ンか ら会 い

りと,会議の進行 には不馴れな点が 目立 った.

に来 た ほど熱心,積極 的かつ ま じめな人 で あ

しか し, これ らをアルゼ ンチ ンのお国柄 と受 け

る.その時 にはすでに国内の第 1回のプロポ リ

とめれば,主催者の熱意 が現れた,大成功の会

ス会議 を主催 した経験があ り,奥 さんを通訳 と

議 だ ったといえよ う.

して連れて こられていたが,その時のや りとり
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会場外の ロビーで,巣箱 に設置 してプロポ リ

. 問
開会式 にて

続 いて,松香教授 が玉 川大学 での共 同研究成
果 を発表.時間 の一部 を, 山 田養蜂場 ･加藤学
氏 らの ア レク リン (ブラ ジル にお けるプ ロポ リ
ス起源植 物)観察成果 の公開 にあてた.最後 は,
ベ ダスカ ラス ブー レ科学 プ ログ ラム委員長 によ
る ｢アルゼ ンチ ン ･プ ロポ リスの性質｣ で締 め
くくられ た.
前述 の医師 には一 昨年,彼 の勤務 す る病院 を
訪 ね,実際 の治療 を見学 させて いただ いた こと
講演中の松香光夫教授

が あ る.糖 尿 病 で片 足 を切 断 した傷 口の治 療

スを集 め させ るプ ラスチ ック製 の網 を展示販売

に, プ ロポ リス含有 2%の ガーゼを使 用 し, ま

して いた.値段 は 1枚 3 ドル とい う.現在, プ

たパ ーキ ンソ ン病患者 に蜂毒 (
精製 品) の筋肉

ロポ リスの採集 に は,巣箱 か ら掻 き取 るか,網

注射 を して いた.今回,患者 の その後 の様子 を

を設置 してそ こにつ いた プ ロポ リスを綱 ごと採

尋 ね た ところ,当時 の患者 はいずれ も元気 で あ

集 す るか, あ るいは巣箱 の側面 に取 りはず し自

るとの ことで あ った. プ ロポ リスの効能 にはま

在 の桟 をっ けて隙間 を作 り, この隙間が プ ロポ

だ まだ未知 の力が あ ることを感 じさせ られ た.

リスで塞 がれ ると次 の桟 を外 して新 たな隙間 を
作 り,板状 の プ ロポ リスを作 らせ るか,の 3つ

今後 に向けて

の方法 が行 われて い る. このプ ラスチ ック製網

大会終了 の翌 日は,参加各 国の科学 ･技術 関

はプ ロポ リスをよ くつ け ると説 明 して いたが,

係者 が缶詰 にな って, プ ロポ リス分析 法 の検討

会議 に出席 して いた ブラ ジル, ウル グアイの業

を論 じた.特 に問題 にな ったの は, フ ラボノイ

者 に尋 ね ると, 1枚 3 ドルの網 を数百群 の巣箱

ドの定量 をす る際 に標準物質 と して何 が適 当か

に設 置す る余裕 はない との ことだ った.

とい う点 で, ケルセチ ンが含 まれて いない とい

第 2日の午前 は ｢プ ロポ リスの生産 と流通 ｣
,

う報告 もあ るが,色 々な物 質が含 まれて いるの

｢医薬 と しての プ ロポ リス｣ の 2部 門 に会場 が

で, どれを とって も当 た り外 れが あ る ことを勘

分 かれて,一般講演 と, ミニ シ ンポ ジウム形式

案 して, 当面 はケルセチ ンで良 か ろ うとい うこ

の特 別講 演 が 行 わ れ た.私 は後 者 に出席 した

とにな った. よ り細 か い分析 や,植物起源 の特

が, ミツバ チ生産物特 にプ ロポ リスの治療効果

定 は科学 的 には興味深 いが,消費者保護 のため

には関心､
が大 き く,一般講 演 を含 めて研究成果

市場商 品 と してのプ ロポ リスの基準 を優先 して

の発表 には熱心 かつ活発 な質疑 が あ った. ミニ

考 え るべ きだ ろ うとい うのが,全体 の結論 とな

シンポ ジウム演者 の ウル グアイか ら参加 の医師

った.プロポ リス後進国 と してのアルゼ ンチ ン,

は, プ ロポ リスに含 まれ るポ リフェノールの抗
酸化作用 の能力 につ いて詳 細 な解説 を し,がん
予 防 の効果 を説 いた.続 いて,本誌 に も投稿 い
ただ いて い る, ブラ ジルのバ ク教授 の ブラ ジル
産 プ ロポ リスの多様性 とその効果 につ いての発
表が あ った.
午後 は,大会 を後援 す る行政 関係者等 による
公式見解表 明が あ り,力 の入 れ よ うが感 じられ
た. その後 の グロ ッパ大会委員長 の ｢プ ロポ リ
ス市場論 ｣ で は, 日本 の状 況 まで紹介 して,輿
の入 った講演 であ った.
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揺,坂本氏)
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ウルグアイ関係者 の熱意 の感 じられた一時であ
った. また, これを機会 にプロポ リス研究者協
会のよ うな組織 を世界的 に作 るべ きではないか
とい う提案 もあ り,今後 の動 きが注 目され ると
ころである.

(
松香

光夫)

アルゼンチン ･ウルグアイの
養蜂場をたずねる
両 国の養蜂事情 につ いて は, ウル グアイの

Ai
c
hiUr
uguay社 の加藤雅史氏が本誌次号 に

ユーカリに囲まれたウルグアイの蜂場

まとまめ られ るとの ことであるか ら詳細 はそち

リカ蜂化 ミツバチはいないとの ことであった.

らにご期待 いただ きたい. ここでは私がたずね

アルゼ ンチ ン北部 にはアフ リカ蜂化 ミツバチが

た二つの養蜂場 について述べたい.大会終了後

入 ってお り,気が荒 くて養蜂家が拒否反応をお

に, ブェノスアイ レス市 か ら南方 400km のマ

こしていて, これが北部 で養蜂が振 るわない理

ルデルプラク市 の蜂場 を訪 ねた. ここの主人 は

由の一つだ とも言 っていた.

金網 を使用 していた.会議の折 りにみたプロポ

ウルグアイは,高 い山 もな く,平坦で緩やか

リス生産用の網 も物置にあ ったが,試験的に使

な傾斜地が多 く, しか も土地 の肥沃 な国土であ

ってみたところプ ロポ リスの集 まりがよ くなか

る. したが って農地や牧場が続 き,化学肥料を

った とい う.金網で とるプロポ リスの代価で蜂

使用す る必要 もな く, また農薬 の散布 もない.

の管理がで き,1群か ら採れ る平均 45kgのハ

養蜂 にとってはまった く自然の環境で飼育で き

チ ミツが純益 とな っているとの ことであった.

るという状態であ った.

00km の ネ コチ ェア市 の蜂場
さ らに南西 1

ブラジルではア リの害 を防 ぐために巣箱 を架

を訪ねた.牧場の一隅 にある木立の中に巣箱が

台に設置 していたが, ウルグアイでは直接地面

あ った.木立が防風林 にな ってお り,適当な 日

に置 いていた.

差 しがあ った. ここの蜂場主 は ｢この場所 は平

プロポ リスの生産 は,養蜂係,プ ロポ リス採

穏す ぎるためかまった くプロポ リスを集 めない

取係,検査および抽出製品化の係,宣伝販売係

が, もっと南 に移す と良 く集める.そ こでは強

と,分業の緊密な共同組織があ って,品質管理

い風が年中吹いているので,プ ロポ リスは風 と

が厳格 で, したが って製品の良 さを認めて ドイ

｣と言 う.蜂 はイタ リア種 と
関係があ りそ うだ.

ツが安定 した取引を していた.

ク リオ リア種 (
初期 に南米 に導入 されたセイ ヨ

(
藤本

琢憲)

ブラジルで考えたこと

ウ ミツバチ)
,それに両者 の雑種であ って,アフ
私 には, この度の南米訪問 には一つの目標が
あ った.一度 にブラジル, ウルグアイ, アルゼ
ンチ ン,いわゆるプロポ リス生産国の 3国を廻
れ るめ ったにない機会だ ったか らである. ブラ
ジルでの調査,な らびに将来 の研究基盤作 り
は,後述す ることに して, ウルグアイ, アルゼ
ンチ ンで私 な りに感 じた こと,発見 したことか
ら始 めたい.それは, ウルグアイ, アルゼ ンチ
ンにはアフ リカ蜂化 ミツパテがいないとい う結
ウルグアイ ･モンテビデオ市海岸にて筆者
(
左から,沖本,藤本,松香)

論である. この事実 は何 を意味す るか. ご存知
の通 りセイ ヨウ ミツバチだか ら, もちろん,‑
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チ ミツの採集 は積極的に働 くが,プロポ リス採
集 には,植物資源 としてポプ ラなどの ヨーロッ
パ起源植物 にそれを求める習性がはっきり出て
来ているのではないか とい うことである.
ブラジルに導入 されたアフ リカ ミツバチは,
恐 らくすべての方向に適地 を求めて,散 って行
ったはずである. その仮説 を延長すれば,当然
南下 したグループ もあ ったであろう.前述 のウ
ル グアイの加藤氏の話では,かつて,一度 は南
ビソーザ大学関係者と

下 した痕跡 はあ ったが,現在では一群 も同地域
では見かけていないとの ことであった. これに

アフ リカ蜂化 ミツパテが この地域でプ ロポ リ

よると,藤本客員教授が ウルグアイ, アルゼ ン

c
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ス の起 源植 物 に選 ん だ, 自生 す る Ba

チ ン地域 でのプロポ リスは,すべて ヨーロッパ

a,俗 称,帯 革 (ア レク リ ン ･
dr
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タイプであると示 されたのが納得で きる.おそ

ド･カ ンポ,以下 ア レク リン)が, セニブラの

らく, セイ ヨウ ミツバチの DNA にはポプラタ

所有す るユーカ リ植林地 の, どこに自生 してい

イプの植物か らプロポ リスを採取す る指令を出

るかを,地図上 にマークを付 してデータ化が可

す DNA があるのであろう.

能 になる.当該地域 には赤色土壌 と,露 出 した

この仮説 に基づ き, ブラジルの ミナス ジェラ

鉄鉱床, アル ミボーキサイ ト鉱床, その中間的

イ ス州 の州都 ベ ロホ リゾ ンテ市 よ り東 に 260

土壌, その他色 々な土壌が混在 してお り,非常

km,イパ チ ンガ市 に,30年前 に私が企画 した,

に興味深 い土地柄で, ア レク リンは荒地 と開発

セニブラパルプ工場近隣のユーカ リ植林地 を,

されたところを好み,すばや く根付 いて繁茂す

プ ロポ リスの生産拠点の立地 とす る可能性があ

る特性 を持 っているといわれている. これ らの

るか調査 した. この地域 には植林 されたユーカ

ことか ら推測す ると,プロポ リスの成分決定の

リ, または試験的に植 えた,針葉樹が ほんの少

決定的違 いを精査す る鍵 は,植生 も然 ることな

しあるだけで,後 はすべて原生林,それ も丈の

が ら,土壌の違 いが,決定的に作用 してはいな

短 い低木林 に覆われた丘陵地帯である.植林地

いかとい う疑問が残 る. したが って, ア レク リ

は約 20万 ha,それ に防火 帯,除地 を加 え る

ンを追えば,その土壌 に何か成分決定の鍵があ

,広 さにすれば東京都の約半分位
と,40万 ha

るか も知れない. これを調 べてみたい.

の大 きさ.今回の訪問 目的 は, セニブラ社 に養

Bac
c
har
i
s属の植物 は多数 あるが,植物 の種

蜂事業を支援 させ る道をつ けること, さらに現

の相違で, プロポ リスの決定的違 いを生 む もの

地近隣にある, ビソーザ連邦農科大学 と玉川大

か も調べたい.今回セニブラのユーカ リ植林地

学 との研究機関 としての連携,同大学が この広

は地形,土壌,植え られたユーカ リの種別相違

大 なセニブラ社のユーカ リ植林地を, 自由に使

などなどあって,今後の課題 の究明に役立つ は

って養蜂,採蜜,プロポ リスの採集 と分析のた

ずである.近 いうちに途轍 もない問題 を,私 に

めに使用出来 る途をつ けることであった. セニ

投 げかけて くれるであろう.前進への足音 を期

ブラ杜 と交渉ですべてが可能 とな った ことは,

待 して待 ちたい.

満足のい く結果であ った. さらに周囲の環境 も
変わ り,すでにイパ チ ンガ市 に養蜂組合が結成
され,‑チ ミツ精製工場 もほぼ完成 し,事業化
に向けて動 き出そ うとす るところであ った.
この様 な組織 の上で,私が期待 しているのは
次のよ うなことなのである.

(
沖本

精次)
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