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特産品を訪ねて（日向蛤碁石）
岩田一夫

碁石の話と言っても囲碁勝負の話では無く、最
高級品の蛤碁石の話になります。宮崎県の特産
の蛤碁石は県北部の日向市の特産で、原料は地
元で「スワブテガイ」と呼ぶ、標準和名チョウセン
ハマグリです。チョウセンハマグリの産地は茨城
県鹿島灘以南の外海に面した遠浅の砂浜海岸
で、宮崎県内では県北の延岡市から日南市まで
の日向灘に面した海岸域に生息しています。
なぜ日向で蛤の碁石生産が始まったか、そも

そもから話を進めます。蛤碁石は江戸時代から
明治時代には桑名の蛤を原料として大阪の碁
石屋で製造されていました。しかし、原料の貝
殻が手に入らなくなり、高級碁石の生産が滞っ
て来た時期に、大阪の碁石屋の石橋小一郎が越
中富山の薬売りから宮崎県の日向の浜に大量
の貝殻があるとの情報を聞いて、日向のハマグリ
が碁石蛤として世に出ることになったそうです。
日向産ハマグリの入手が可能となったことによ
り、大阪は再び名産高級蛤碁石の産地としての
地位を保っていました。その後、日向で蛤の貝

殻を一手に取り扱っていた石橋小一郎の番頭、
森元次郎の雇い人であった日向の「原田清吉」が
大阪で碁石職人の修行をして明治41年日向蛤
碁石の製造を始めました。これが宮崎県で蛤
碁石が製造された経緯となります。昭和20年頃
には宮崎産が全国生産の9割を占め、大阪の蛤
碁石の生産が無くなった現在では、国内の碁石
生産は日向市だけになっています。
石の白は現在中国産の石製、他にはガラス製、
プラスチック製など様 あ々りますが、なんと言っ
ても蛤の貝殻でできた蛤碁石に勝るものはあり
ません。蛤碁石の原料は先ほど紹介したチョ
ウセンハマグリですが、現在は素潜りにより採貝
され高級料亭で出されるほど貴重な蛤になって
しまいました。宮崎県では日向市お倉ヶ浜を保
護水面に設定し保護活動を実施していますが、
様 な々要因で生産量はなかなか回復しないのが
現状です。このような現状では以前のように貝
殻の採集は困難な状況になり、蛤碁石の製造元
ではカリフォルニア産メキシコ貝（写真1）を輸入
して製造していますので、チョウセンハマグリを
原料とした碁石は貴重な存在になってしまいま
した。それでも超高級品として現在でも蛤の貝
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殻が採集され碁石の厚さ９mm以上（この厚さ
まで成長するには14年かかる）の碁石が製造さ
れています。チョウセンハマグリの貝殻はサンド
ポンプ船（写真2）で採集します。その方法は船
を砂浜の上に乗り上げるか、あるいは海面から
海底の砂の中の貝殻を探し出していますが、過
去には化石化した殻の厚い大きな貝殻が採取さ
れ、100万円台の価格の碁石ができていた話も
聞きます。現在はそのような製品は無くなってい
るようです。
昭和40年代に保護水面が設定され、筆者が

稚貝の発生状況などの調査を実施していた際に
は、砂浜の上に乗り上げた状態で作業を行って
いるのを見た記憶があります。（写真2）
採集された貝殻は加工場に持ち込まれ、碁石

に適した箇所をくり抜き研磨され碁石ができま
すが、この間様 な々時間のかかる作業行程があ
ります。写真3は加工場で撮ったものですが、
1枚の貝殻で碁石になる箇所は1カ所しかなくそ
の場所を特定するには熟練した目利きが要求さ
れます。チョウセンハマグリの碁石は「日向本蛤
碁石」として高価格で販売されるほか、プロ棋士
による様 な々タイトル戦の場で活躍しています。
囲碁愛好家の会員諸氏、ぜひ日向の本蛤碁石
とは言いませんが蛤碁石で碁を打っていただけ

れば、また新たな気持ちで囲碁に親しんでいた
だけると思います。
最後に昔話でしめくくります。日向の浜に「お

金が浜」と「お倉ヶ浜」の隣り合った砂浜があり
ます。その昔、御大師様（弘法大師空海）が日向
の浜辺を通りかかると一人のおばあさんが蛤を
採っていました。御大師様は「見事な蛤じゃ、
少し私に恵んでくださらぬか」と声を掛けると、
みすぼらしい坊さんを観た、欲深なお金ばあさ
んは、「採れるのは石ころばかりじゃ」といって
断ったそうです。御大師様はまた次の浜にやっ
てきました。すると、そこでも一人のおばあさん
が蛤を採っていました。御大師様はまた同じよ
うに声を掛けました。すると、そのおばあさんは
「いくらでも持ってお行きなさい」と篭に入った蛤
をさしだしました。このおばあさんは、気のやさ
しい「お倉」ばあさんでした。その後「お金」ば
あさんの居た浜では蛤が採れなくなり、「お倉」
ばあさんの居た浜では今までよりも沢山の蛤が
採れるようになったそうです。お金さんが居た
浜は日向市の「お金が浜」で、お倉さんの居た浜
は「お倉ヶ浜」と現在は名前が付いています。
皮肉なことに、この蛤が採れなくなった「お金
が浜」は今では国内でも有名なサーフィンのメッ
カになっていて年中若者達で賑わっています。

写真1　メキシコ貝 写真3　貴重なチョウセンハマグリ

写真2　サンドポンプ船
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