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(
当時)へ電話 を した.応対 を していただいたの

壁土塗 り竹寵養蜂

は ｢ミツバチ科学｣の編集 に携わ ってお られた

‑島原地方に消滅寸前のニホン
ミツパテ飼育法 を探 して‑

吉田忠晴先生 (
現玉川大学 ミツバチ科学研究施
設主任教授)だ った.
キ ンリョウ‑ ンがニホ ン ミツパテを誘引 して
いるであろ う物質を抽 出 し,実用的な誘因剤 を
作 るにはどの類の溶剤 を使 った らよいかたずね

福田 道弘

た.後 々知 った ことだが,両者が くり広 げる不
思議 な現象 は,当時研究者 にも知 られていなか

長崎県島原地方 (
図 1) に壁土塗 りの竹寵 を
使 ってニホ ンミツパテを飼育す る方があると知

986年 5月の ことである.
ったのは 1

ったのである.
日を措かず,同年 5月,吉 田忠晴,小野正人
(
当時大学院生,現玉川大学農学部助教授)両先

985年 5月, ニホ ンミツバチと
その前年, 1

生の調査のための訪問を うけた.ハチとランに

ランの一種 シンビジュームに属す るキ ンリョウ

かかわ る現象について は本稿のテーマではない

へ ンとが分蜂期 に くり広 げる不思議 な現象を初

福田,1
988)
ので,｢ミツパテ科学｣9巻 3号 (

めて見聞 した. それか ら一年間, この現象をニ

を参照 いただ きたい.

ホ ンミツパテとキ ンリョウへ ンの両方か ら調べ

八代での調査の後,両先生 は長崎県島原半島

よ うと文献 などを漁 った. しか し,当時 ニホ ン

の小浜温泉へ向かわれた.ニホ ンミツバチの変

ミソバ チに関 して さえ生 態 などを科学 的 に研

わ った生息状況を調査 のためである.誘 いを受

究,調査 した結果を告 げる文献を目にす ること

けたので調査 に同行 させていただいた.

は難 しか った. シンビジュームに関 しては栽培

このニホ ンミツバチの変わ った生息状況に

法を伝える園芸書だけ しか目にすることはなか

ついては吉 田忠暗先生 の最近の労作 ｢ニホ ンミ

った.調査上の進展 は全 くなか った.

ツバチの飼育方法 と生態｣ (
玉川大学出版部刊,

1
986年 4月,玉川大学 ミツパテ科学研究所

1
999)に取 り上 げてある.

県

図 1 長崎県島原地方.雲仙普賢岳を擁する島原半島を中心とした地域
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小浜温泉 での調査地か ら数百 m 離れた ｢よ
ろこびの広場｣の近 くで中年の男性に会 った.

一度 は見てみたいと思 っていた し,その うちに
いずれ見 ることがで きるものと思 っていた.

小浜町小田に住 まわれる金子 さんであった.ニ

それか ら 1‑2年の間は島原半島を訪れ る機

ホ ンミツパテについていろいろ話を聞いた.か

会がなか った.その後,長崎,佐世保,平戸な

な りの時間立ち話を続 けた.そ して飼育法,栄

ど‑車で行 く機会があると,時間的には早 く着

箱 に話題が移 った時 どうして も解せないことを

く高速道路を走 らず,島原半島経由のコースを

聞いた.

とった.

竹 ヒゴを用いて円筒状の竹寵を作 り外部 に壁

ところが,捜 して も,捜 して も巣寵 は見つか

土を塗 る.巣門は壁土の乾かないうちに竹ヘラ

らない.中年以上の方々の話では,昔 はあちら

で切 り込みを入れ開ける.枝木などを十文字に

こち らに見かけたということである. うまくい

結んで寵の内部,中央,中心 に入れ支柱 とする.

った話,失敗 した話,採蜜の後の絞 りかすの甘

円筒の上の開口部 には別に稲藁で円座を作 り蓋

か ったことなど懐か しそうに話 して くれる.

をする. この円座 も壁土で塗 り固め竹寵 と一体
とする.

しか し,巣寵 どころかニホンミツバチの姿が
見えない.北有馬町の山間のお堂の床下 にいる

分蜂群を見っけてか ら竹 を伐 り竹篭作 りを始

という話を聞いただけだ った.分布数が極端 に

めることもあるという.壁土の生乾 きの寵 に分

少ないようである.それか らも機会があれば島

蜂群を納め飼育を始めることもしば しばだとい

原半島通 いを続 けた.

う.円座の下方に ミツパテは蜂球を組み,巣作
りを始 めるという.
このような竹寵を用いたハチの飼育など見聞
きしたことがない.吉田,小野両先生 にとって

1
991年 9月,雲仙普賢岳が噴火 した.死者,
行方不明者合わせて 43人の犠牲者 を出 した.
人だけでな く物的にも経済的にも大 きな被害を
出 した.その後 も島原半島通 いは続 けた.

も初耳の様子. しか し, この近辺ではニホ ンミ

多 くの方 々に巣寵のことを聞 くうちにその全

ツバチを飼 うにはこの方法が普通に行われてい

体像 ともいえるものは見えてきた. この地で少

るとのことである.両先生のこの地での調査 も

年少女期を過 ごした人々にとっては,野山や,

済んでお り, この巣寵 とも呼ぶべきものを探 し

農家の庭先に巣寵の点在す る光景 はふるさとの

てみることになった.

原風景 ともいえるものだろ う. 20年 くらい前

車を走 らせて,時折通行中の方や,作業中の

まではいたるところで見 られたという.その後

方 に尋ねたりした.小浜町か ら南東の方 に位置

の自然環境の変化 は ミツバチの生育を難 しくし

す る南有馬町の農家に入 った.家族数人でメロ

たのだろう.

ンの選別,箱詰めを していた.来意 を告げると

このような方法によるニホンミツパテの飼育

主人が近 くにいた青年 に納屋の中を探 して くる

杏やめ,セイヨウ ミツバチを大量 に飼育す るス

よ うに言 いっけた.爺ちゃんが昔使 っていたも

タイルの養蜂に移行 してい った人たちも数人 い

のが壊れているか もしれないが残 っているだろ

たという.

うという. しば らくして青年が手ぶ らで戻 って

島原半島の周辺でこの方法によるニホンミツ

きた.整理を した時捨てて しまったようだとの

バ チ飼育 の有無 を聞 いてみた.諌早市 内で は

こと.その 日はそれ以上の成果はな く,宿題が

育.北高来郡高来町山間部でな し.大村市の山

残 った.

間部でな し.島原湾か ら,天草灘を隔てた熊本
島原半 島通 い

初めこの巣寵や飼育方法に強 く興味を持 った
わけではなか った.広 くこの方法が普及 してい
ると聞いたので,島原半島に行 く機会があれば

県天草地方にな しであった. この巣寵 によるニ
ホ ンミツバチの飼育法の分布 した地域 としては
島原半島を中心に,半島の付け根にあたるとこ
ろまでといえる.
その形や使われた素材が他の地域のそれと大
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きく異なることも興味をひいた. この巣寵のプ

巣篭 としたのだろう.

ロ トタイプ (
原型) ともいえるものについて も

1
998年 1
2月,北有馬町原山で栽木の整理を

多 くの方 々に尋ねてみた. ところが,そのよう

してお られた高木彰治 さんに声をかけた.若い

な ものはな く,素材が竹 と赤土 と少 しの稲藁,

頃の体験談を聞いた後,高木 さんの知 り合いの

そ して枝木なので,いずれ も手近に得 られるた

方のところへ連れて行 って もらった.畜産業を

だの ものばか り. 自然発生的にできあが ったの

営んでお られる方だった.巣寵を使 って ミツバ

だろうとのこと,平板で も丸太で も手 に入れる

チを飼 っている人は知 らないとのこと.昔請の

のにお金がかかるとのことであった.あげ くは

後に昔のように寵を使 って ミツバチを飼 ってみ

手本 どころか ショイカゴ (
正油寵)その ものだ

るか, との話 も出た.その後高木 さんの親戚の

との指摘を何人の方々か ら受 けた.

家に寄 る.‑チの話が出るが今は飼 っていない

古来各地で正油作 りは家庭で行われていた.
桶やカメの中の もろみ正油 と正油粕 とを仕分け
るときに使 った竹寵だというのである.高 さが

3‑4尺 (
約 90‑1
20c
m),直径が 1尺 (
30c
m)

とのこと.納屋の前の平べ ったい座布団ほどの
広 さの石の上でハチを飼 っていたとのこと.

わずかに残る巣寵を発見

ち ょっと.巣寵 として使 うには高さを半分 ほど

2000年 1月 11日,北有馬 の高木彰治 さん

にすればいい.直径 はち ょうどよい.正油用の

か ら電話を頂 いた.以前か ら取引のあった方の

寵だけではな く酢,酒造用などの醸造用に使わ

家を久 しぶ りに訪問 した ら壁土塗 りの巣寵が置

れる円筒形の竹寵に手近 にある壁土を塗 りつけ

いてあるのを見つけたとのこと. しか も遺物で
はない,現役バ リバ リの ものだとのことだ.

2000年 1月 29日,高木 さん に教 えて いた
だいた北高来郡森山町本村名の前山定義 さん宅
図
を訪れた.前庭 に 7つの巣寵が置いてある (

2,3)
.初めて目にする現物である.幾度 とな く
話 を聞 いてお りその姿 な どは充分 に想像 で き
た. しか し想像 して いたよ り大 きな ものだ っ
た.壁土の表面の所々に見えるスサ,滑 らかな
面の黒ずみ,台の大 きな石,迫力がある.
図 2 並べられた巣寵.7寵中 3寵を蜂群が利用中
(
1
9
99年 1月,長崎県北高来郡森山町本村名
前山氏宅)

7つの巣龍の うち 3つか ら二ホ ンミツパテが
出入 りしている.晴天の陽光を受 けてはいるが
12℃ の温度でハチの出入 りの数 は少 ない.栄

門近 くで少数の‑チがたむろ している.
昼休みに農作業か ら帰 られた前山さんに話
を聞いた. 7つの うち 2つが伝統的な巣寵であ
との 5つは異なるものであるとのこと.
偶数本の タテボネと 1cm 巾にへいだ竹 ヒゴ

m,高 さ 65c
m はどの上下に
を編み,直径 40c
開口部を持つ円筒を作 る.赤土,田圃の土に稲

0c
m ほどの長 さに切 った ｢スサ｣を混ぜ
藁を 1
合わせ る.それに水を加 えて こね合わせて壁土

m ほど, 合わ
杏作 る. 円筒の内外面 に厚み 2c
図 3 巣門に出ている蜂.気温 8℃,晴 (
図 6と同日
同所)

せて 4cm ほどその壁土を塗 る. 円筒の内部の
真ん中に枝木などで十文字を作 り全体の支えと
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図 6 巣箱の天井部 (
内側 )は,天井板に藁縄製の円

座を取 り付けた状態になっている.写真の も
のは朽 ちかけているので, これを新品に取 り
替えて巣箱を再利用する.この巣は赤土,田ん
ぼの土にセメントを一握 り混ぜ入れて作 って
あり,表面が滑 らかな印象である.また金網を
芯 として用い,強固で長持ちするようになっ
ている.

図 4 島原半島で古来 より使われてきた二ホンミツ

バチ用の巣箱 (
寵)
.竹酷の内外面に,赤土,田
んぼの土, スサ (
稲築を 5‑1
0
c
m はどの長さ
に切ったもの)を混ぜ合わせた壁土を塗 りつ
けたもので,底の石板 とは壁土を使 って接着
固定 してある.巣膏
旨の上下中央に太い枝で組
んだ十文字の支えがあ り, この部分より上部
の巣の蜜を採 る.支えより下部はそのまま放
置 し, ミツバチによる市道巣を促す.

図 7 円座は日本各地にあり,特に養蜂用の特殊なも

のではない.この写真 は八重山でイ ンチャと
呼ばれる円座 このような円座が,分蜂をとら
え,竹髄の中で巣の付着部として利用される.

図 5 天井をはず し下か ら司
削＼
たところ.中央に十文

字に組んだ木製の支えが見える
げ る.外 部 と内部 の 出入 り口 は巣 門 だ け とな
する (
図 4,5
).

る.

別に 1
0c
m〜1
5c
m 四方 の平 板 に 1c
m くら

それ まで に聞 いていた作 り方 と前 山 さんの作

いの丸 い穴 を格子 状 に開 けた ものを作 る. 円筒

り方 に少 し異 な った点 が あ った.巣 門 の作 り

最下部 につ け巣 門 にす る.

方,巣寵 の内部 へ の壁土 塗 りの有無 であ る.

c
m
円筒 の天井 にはまる蓋 は別 に作 る.直径 1

採蜜 は 5月頃行 い,平均 して 1升 ほどの蜜 が

の英綱 をな う. 中心､
よ り外周 に向 け螺旋 状 にか

採 れ るとの こと.以前 , メ ロ ンを栽培 した時花

た く巻 いてゆ く. 円座 で あ る (
図 6,7)
.

粉 交 配 用 に 二 ホ ン ミソバ チを使 った. 20‑30

分蜂群 を見つ け るとこの 円座 を差 し出 し, そ
れを移 す.準備 してあ る巣寵 の蓋 にす る. 全体

c
m はあ る巣篭 を息子 さん と トラ ックに乗 せハ
ウスまで運 んだ こともあ るとい う.

を平 べ ったい石 の上 にのせ る.各 々のす き間 に

以前近 くに住 んでお り, その後,隣町 の北高

は柔 らか い壁土 を塗 り, 全体 を一 体 と して仕上

来郡愛野 町へ引 っ越 しを され た松 山直 さんか ら
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巣寵, ミツバチを引 き受 け飼育を続 けていると

島原地方の民俗資料館 に立 ち寄 って巣寵やそ

のこと.前山さん宅を辞 して松山直 さんの家を

れに頬するものを捜 してみた.農具,漁具その

訪問 してみる.夕方にな り松山さんに会 うこと

他生活用品の頬 は数多 く展示 されていた. しか

がで きた.

し,養蜂に関わる用具などを見ることはなか っ
た.お じさん,おばさんたちにあれほど懐か し

畑作地帯の中の現在地では農薬散布 などのた
め‑チを飼える環境 にはな く残念だとのこと.
土で作 った巣篭 は水滴など壁面で吸収するので

い昔を思い出せ る養蜂の用具はその展示場には
欠かせないものと思えるのだが.
今, まさに消えなんとするこの巣篭の話 をす

よい.採蜜 は 7月頃,風を吹 きかけなが ら昼間

ると強い哀惜の念をもたj
J
Lる方が多いと思 う.

行 う.蓋を取 り支柱より上の部分だけを採 る,

筆者 は島原半島のニホ ン ミソバチの生息数が き

1升か ら 1升 5台 くらいの収穫があった,など

わめて少ないという現実を直視 したいと思 う.

の話を聞 くことがで きた.また,で きることな

本稿中 ｢
巣髄｣を使 ったが,地元でこれに相

らミツパテを飼 ってみたいとのことだ った,

当する名前を聞 くことがなかったので,筆者が
便宜上用いたものである.ニホ ンミツバチもセ

あとが き
多 くの方 々か ら,本当に多 くの方々か ら話を

イヨウ ミツバチも ミソバチと呼ばれていた.
本稿中に名前を挙げた諸先生,賢兄の他に,

聞かせて もらった. ミツバチの話をされるとき

国見町永島明,千 々石町山本勇,小浜町出口賢

の楽 しそうな表情がそれぞれに思い浮かぶ.

郎,口之津町寺 田千寿,北有馬町大島隆則,吉

巣寵を捜 しだ して数年経 った頃,現物を見る
のは不可能だろうと考えるようになった. とに
か くニホンミツバチの姿が見えないのだ.巣篭
が見 られないの も当然だ と思えた.

田義春の諸賢兄にも多 くのことをご教示いただ
いた.
本稿の発表の機会を与えていただいた ｢ミ
ツバチ科学｣に感謝の意 を表 したい.
(〒869‑
51
74 八代市二見下大野町 1
920)

捜 し始めて十数年の年数を要 した理由に ｢
初
動捜査｣の立 ち後れがある.早 い時期 に精力的
に捜せば現物を もっと早 く見ることがで きただ
ろうと思 っている.
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