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 真珠の美しさが世の女性を魅了した世紀のイベントをご存知で

すか？昭和のプリンセスと言われた美智子妃のウェディングドレ

スです。当時まだ珍しかったドレスにパールネックレスを装った

姿が中継されたことで、一気に真珠の人気が上がりました。あれ

から半世紀以上たった今、普段使いできるものも増え、年代を問

わず女性を彩るようになりました。読者の皆さんのジュエリーボ

ックスの中にも、嫁入り道具、プレゼント、自分へのご褒美…な

ど色々な思い出が詰まった真珠が並んでいるのではないでしょう

か。 

 このまぶはいが皆さんのお手元に届くのは６月。誕生石はそう、

「真珠」です。図らずもここフィリピンは世界有数の南洋真珠の

名産地。質のいい真珠を見つける機会に恵まれているからこそ、

知らなかった真珠のアレコレから、お買い物ツアーまで盛りだく

さんでお届けします。 
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奥深い真珠の世界に飛び込む前に、まずは真珠の紹介から。種

類や真珠の評価など、知っているのと知らないのとでは、いざ買

いたい時に大違い。本章ではフィリピンでお買い物をする時に便

利な英単語もちりばめてご説明します。 

(１)真珠とは 

     

 

 

 

 

(２)種類  

種類 概要 形 色 

本真珠 本来は鮑 玉
あわびだま

(アワビの内

部に形成される天然真

珠)のことを指すが、現在

はアコヤ貝の真珠や淡水

真珠(後述)までをも含め

ている。その際には貝パ

ール(後述)などのイミテ

ーションではないという

意味である。フィリピン

名産の南洋真珠(後述)も

本真珠に属する。 

 

さまざま 貝によるた

め、さまざ

ま。 

貝の体内で生成される宝石で、貝殻成分を分泌する

外套膜(
がいとうまく

多くの軟体生物の種)が偶然貝の体内に入り

込むことで天然真珠(Natural Pearl)が生成される。

また、球体に削った核を外套膜と一緒に貝の体内に入

れることで球形の養殖真珠(Cultured /Cultivated 

Pearl)を生成する。 

☆真珠とは☆ 
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種類 概要 形 色 

南洋真珠 

白蝶真珠 

South Sea Pearl 

 

シロチョウガイ(白蝶貝)

から産する真珠。主にオ

ーストラリア、インドネ

シア、フィリピン、ミャ

ンマーで養殖されてい

る。大粒で、主に 10mmを

超える。 

 

さまざま オーストラ

リア産はシ

ルバー系、

フィリピン

はゴールド

系。 

黒蝶真珠 

黒真珠 

Black Pearl 

 

クロチョウガイ(黒蝶貝)

から産する真珠。主にタ

ヒチ（仏領ポリネシア）

で養殖され、ごく僅かで

あるが沖縄県でも養殖さ

れている。タヒチで生産

さ れ る も の (Tahitian 

Pearl)は南洋真珠に分類

されることもある。 

 

さまざま 黒。 

緑がかった

ピーコック 

(Peacock)と

呼ばれるも

のは希少価

値がある。 

ケシ真珠 

Keshi Pearl 

母貝の生殖巣の中にでき

るケシ粒のように小さく

人工核を持たない小粒真

珠。養殖期間中に母貝が

砂の粒や虫等の異物を体

内に取り込み、それが核

のような役割となって形

成される。貝の種類によ

って、アコヤケシ、シロ

チョウケシ、クロチョウ

ケシなどと呼ばれる。 

 

さまざま 貝によるた

め、さまざ

ま。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%BC
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種類 概要 形 色 

マベ真珠 

Mabe Pearl 

マベ貝から産する真珠。

主に香港、台湾、インド

ネシア、奄美大島で養殖

されている。母貝が核を

吐き出すのを防ぐため、

養殖時は核を母貝の内側

に接着する。 

 

半円形 独特に輝く

レインボー

カラー。 

 

コンクパール 

Conch Pearl 

ピンク貝から採れる真

珠。巻貝で人工的に核を

挿入することが難しいた

め、ほとんどが天然。構

造から言うと真珠ではな

いが、パールなる名称は

その美しさとヨーロッパ

の数千年の宝飾の歴史の

中で市民権を得ているか

らであり、国際的に認め

られた唯一の例外品。 

 

さまざま ピンク系。

表面の火炎

模様が特

徴。 

淡水真珠 

Freshwater 

Pearl 

 

イケチョウガイやカラス

貝といった、淡水生の貝

の中に出来る真珠。現在

流通している淡水パール

のほとんどは養殖によっ

て生産されている。近年

では中国が一大産地とな

っている。 

 

 

核を挿入

しないた

め、さま

ざま。 

オレンジや

紫など、さ

まざま。 
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種類 概要 形 色 

メロパール 

Melo Pearl 

 

ベンガル湾(インド洋北

東部)やアンダマン海(ミ

ャンマー南部、タイ西部

に面する一帯)、台湾以南

の南シナ海等に生息する

ヤシガイ類から採れる。 

球形が多

い。 

オレンジ系

で、表面の

火炎模様が

特徴。 

模造真珠 

Imitation Pearl 

 

プラスチックパール 

真珠を模したプラスチッ

ク球に合成真珠箔などの

塗料を塗装したもの。軽

く、表面は真の真珠層で

はないため汗などに強

い。 

貝パール 

養殖に使う核の上に塗料

を塗布したもの。昭和40

年代に現れ、核の縞模様

が透けて見えることから

本物と間違える事件が起

きたため、日本では模造

真珠の表示が義務付けら

れている。 

球形 さまざま 

その他 コットンパール 

綿を堅く丸めたものを核

にして塗料を塗ったも

の。非常に軽量で、ツヤ

のあるパールに比べて柔

らかな風合いが特徴。近

年若者を中心に大ぶりの

アクセサリーが流行して

いる。 

球形 さまざま 
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 (３)真珠の形(Shape) 

 真珠＝「真円(ラウンド, Round)」というイメージが強いですが、

セミラウンド、バロックのように個性的な変形(Off-round)真珠も

あります。ラウンドが形の中で最高位になりますが、変形真珠も

品質で劣るわけではありませんので、個性を楽しんでみるのもま

た一興。ここでは海水産(核を使用する)の真珠の代表的な形をご

紹介します。 

＜ラウンド(Round)＞ 

形の中で最高ランク。誤差率＝(１-

最短径/最長径)×100 で、０％～

２％未満をラウンドという。 

 

＜セミラウンド(Semi-round)＞ 

ラウンドよりやや欠けているもの。

誤差率２％以上〜５％未満のもの。 

 

＜バロック(Baroque)＞ 

形のいびつな真珠。海と貝の気まぐ

れであり、自然のいたずらから作ら

れることから、同じ形のものは存在

しない。 

＜セミバロック(Semi-baroque)＞ 

完全に不定形ではなく、やや球状を

残しているもので、セミラウンドと

バロックの中間の真珠を指す。 
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〜こんな変わり種も！〜 

 １つの貝に２つの核を入れることで、ユニークな形もできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この他にも涙形のドロップ(Drop)など、たくさんの形がありま

す。ラウンドにとらわれず、お気に入りを見つけてください。 

 

(４)真珠の評価 

 初心者が悩むのが、質の善し悪しの

見定め方。実は真珠には世界共通の品

質基準がありません。真珠の種類の増

加、養殖技術の進歩、そして通信販売

などの参入により、価値を判断するこ

とが難しくなってきたことから、「消費者が真珠の価値を知る材

料」として鑑定書(Certification/Identification Report)の必要

性が高まりました。 

 本物と模造を見分けるために真珠を軽く噛んでみるなど、都市

伝説のようなことを聞いたことがある方も少なくないでしょう。

実際に売り場ではそんなことできません。真珠を知る上で必要な、

鑑定書にも載る項目を中心に一つ一つ見ていきましょう。P11 で

は、どこかで役立つかもしれない「模造真珠の見分け方」もちょ

＜ツイン(Twin)＞ 

２個の真珠が連結した形で切れ目

がなく、すべてに真珠層で覆われて

いる。 

＜ブリッジ(Bridge)＞ 

真珠と真珠がブリッジでつながっ

た、まるでメガネのような形。 
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っとご紹介しますよ。 

 

光沢・照り(Luster) 

 真珠の光沢（真珠が反射する光の質）のこ

と。表面の滑らかさ、真珠層の均一さ、含有

する不純物の程度などで光沢に差がつく。光

沢の深みは「巻き(後述)」とも密接な関係が

あり、巻きの厚いものほど光沢に深みがある。

単なる表面の光の反射ではなく、内部から放つ光が強いものが良

質とされている。 

 

巻き(Nacre) 

 真珠層(Nacre)の厚さのこと。厚いものほど良質で、耐久性の面

からも重要な要素。巻きは真珠の養殖期間とも関係があり、期間

が短いほど薄くなる。一般に「巻き」の厚い珠ほど｢照り｣「色(後

述)」の優れた特徴が強く現れる。厚さ(Nacre Thickness)はレン

トゲンで測定できる。 

 

キズ(Imperfection) 

 少なく表面が滑らかなものほど良質とされる。真珠には生成過

程で自然にできるキズがあり、まったく無いものはない。ごくわ

ずかなエクボと呼ばれる一点キズや突起、ヒビなど色々なものが

ある。 

 

形(Shape) 

 前述のとおり、真円(Round)に近いものが最上とされている。真

珠は生き物によって作られるため、核の周りに真珠層が均一に分
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泌されず、様々な形が生成される。養殖期間が長いほど巻きが厚

くなり、丸くない真珠ができる確率が高くなる。真円の天然真珠

が希少だったことから、今でも真円が最も高く評価されているが、

近年は変形真珠の価値も高まりつつある。 

 

サイズ(Size) 

 真珠の種類によって平均的なサイズが異なり、アコヤは２〜

10mm が中心、南洋真珠や黒蝶真珠は 10mm 以上がほとんどであっ

たが、現在は７mm ほどの小ぶりなものも出回っている。品質が同

じであれば、粒の大きいほうが価値

も高くなる。長さを図る単位はミリ

(mm)、重さは匁
もんめ

(momme, mom)※1が

世界共通単位となっている。 

※１：１匁＝3.75g 

 

色(Color) 

 色を構成する要素の基本は、真珠の「実体色」と真珠層の光の

反射等による中心部の「干渉色」であり、これらの融合により美

しい印象を生みだす。ホワイトのほかにも、ピンク、ブルー、グ

リーン、ゴールド、シルバー、イエロー、ブラックなどさまざま

な色があり、「ピンク」と呼ばれるものだけでも、暖色系のもの

から寒色系のものまで数百色はあるといわれ、数えきれないほど

色味がある。色の干渉作用は現在の模造技術では表現できない。

また、養殖真珠を染色(Colored)しているものもある。 
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オマケ模造真珠のプチ見分け方講座 

 出張、帰省と数多い帰国の機会。お土産もパターン化してきた

し、真珠をおねだりされるケースも少なくない。という男性陣に、

模造真珠のちょっとしたヒント。「これ買って行ったらガッカリ

されるかな…？」と自分の選択眼を疑うヒントになるかもしれま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結婚 30周年は真珠婚式！ 

穴を見よ！ 

一般に模造真珠は糸などを通す穴が大きく

(1mm 以上)、その周りに突起があったり、

ささくれ立っている場合が多いのである！ 

 

軽いものを疑え！ 

模造の代表格のプラスチックパールは軽い！本

物と比べたらその差は歴然。飛び込んだお土産屋

さんで軽〜いのを掴まされないように注意！ 

 

ザラザラが本物の証！ 

真珠に触り慣れている人にしか分からないか

もしれないが、真珠の表面はザラついておる。

模造真珠と比べるなら、その手触りを「卵の

殻」と表現する人も。 

 

珠に映る顔をみよ！ 

良い照りの珠ほど、自分の顔がシャープに映

りこむ。プラスチックパールには映らない！ 
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真珠は古来から愛されてきました。出土されている最古の真珠

は 5500～6000 年前のものと推定されています。多くの人々が欲し、

真珠採取を巡ってひとつの民族が絶滅させられるなど多くの命が

奪われた時代もありました。 

フィリピンにおける真珠の歴史も、島国という地理的な特性を

思えば、はるか昔から始まっていたことは想像に難くありません。

きっと原住民の人々は、食していた貝から美しい珠が現れて驚き

喜び、大切にしたのだろうと思います。 

歴史のなかでフィリピンの真珠が重要な要素として登場し始め

たのは、800 年ほど前になります。舞台はフィリピン南部のスー

ルー諸島（Sulu Archipelago。主にフィリピンの南部から東マレ

ーシアのボルネオ島北部沿岸周辺にかけて鎖状に連なる島々を指

す総称）。13 世紀頃には、

スールー産の真珠が中国

へ輸出されていたと記録

されています。15 世紀か

ら 19 世紀の後半までは、

スールー諸島にはスール

ー王国が存在し、その首

都であったホロ島は真珠

の交易拠点でした。 

スールー諸島では、シ

ロチョウガイやクロチョ

ウガイを母貝とする南洋

真珠が採れました。とく

☆真珠とフィリピン☆ 
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にスールー産のシロチョウガイの真珠は、素晴らしい光沢を有し

たものとして珍重されていました。母貝の貝殻自体も美しく、装

飾品や貝ボタンの材料に活かされました。 

こうした真珠や真珠母貝は、主にサマ人と呼ばれるスールー諸

島の海の民によって採取され供給されてきました。彼らは素潜り

で、ときには水深 10m 以上の海底にまで潜りました。彼らの活躍

によってスールー諸島は、アジアで有数の真珠産地のひとつにま

で成長していきます。 

西欧人のあいだでホロ島

は「真珠島」と呼ばれてい

ました。16 世紀以降にフィ

リピン諸島の北部を植民地

化したスペインは、19 世紀

後半まで、再三に渡ってス

ールー諸島を征服しようと

試み、挫折していました。

スールー諸島支配に対する

スペインの動機のひとつは

真珠の獲得にあったとされ

ています。 

こうした真珠の貿易は、とくに 18 世紀の半ばから 19 世紀前半

にかけて最盛期に達します。その背景には当時のイギリス国内で

の紅茶の需要の高まりがありました。中国産の茶葉を輸入してい

たイギリスが、茶葉への対価となる中国向けの輸出品としてスー

ルー諸島の海産物を輸出し始めたからです。インドを拠点とする

イギリス人商人らは、その海産物の対価として、インド産アヘン

やイギリス製武器弾薬、綿織物などをスールー王国に輸出しまし
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た。こうしてスールー諸島において、南シナ海の交易網とインド

洋の交易圏がつながり、いっそう真珠貿易が活発になっていきま

した。しかしその後、イギリスによってシンガポールが東南アジ

アでの主要な交易拠点とされると、スールー諸島の役目は取って

代わられていきました。 

20 世紀中頃になると、フィリピンで白蝶真珠の養殖を行う企業

がいくつか現れました。そして、フィリピンを代表する真珠ブラ

ンドを確立したのが Jewelmer Joaillerie 社です。1979 年にフラ

ンス人である Branellec 氏が主体となって設立した会社で、ゴー

ルド・リップ（金縁種）と呼ばれ

るシロチョウガイの真珠養殖をパ

ラワン島で行い始めました。ゴー

ルド・リップは、貝殻内面の真珠

層の周縁部分が金色になっている

シロチョウガイで、フィリピン、

インドネシアなどにしか生息しな

い珍しい品種です。そのゴール

ド・リップを有するシロチョウガイからはゴールド系の真珠が誕

生します。 

Branellec 氏はゴールド・リップの母貝を厳しく選抜し、人工

孵化で母貝を増やし、「ゴールデン・パール」の養殖に成功しまし

た。そして、1980 年代には白蝶真珠の生産はオーストラリア、イ

ンドネシア、フィリピンが御三家となりました。今日では、ミャ

ンマーも主な白蝶真珠の産地として仲間入りをしていますが、フ

ィリピンは 30 年以上に渡って、南洋真珠、とりわけ貴重な「ゴー

ルデン・パール」を産む国としての不動の地位を築き、守ってい

ます。 
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1996 年に真珠は、フィリピンの国の宝石に定められました。国

家的英雄のホセ・リサールは、その詩のなかでフィリピン諸島を

「東洋の真珠」として詠い、その文言は現在のフィリピン国歌に

も引用されています。このように、フィリピンにおいて真珠は歴

史的にも文化的にも重要な位置を占め続けています。 

 

 

 

フィリピンには、メロパール（P４参照。独特の美しい光沢やオ

レンジ系色調、希少性から高価に扱われている）が採れる東南ア

ジア産巻貝のヤシガイ類や、ベニコチョウガイ（アコヤガイの類

似種。ほとんどフィリピン市場には出回らない）も分布していま

すが、最も代表的なものはシロチョウガイです。 

シロチョウガイとクロチョウガイは、アコヤガイと同じウグイ

スガイ科に属する熱帯・亜熱帯産の大型真珠貝ですが、アコヤガ

イとは異なり、滅多に真珠を産み出しません。なかでもシロチョ

ウガイは、クロチョウガイよりもさらに真珠が採れない貝でした。

オーストラリア、フィリピン、インドネシア、ミャンマーなど、

限られた海域にしか生息せず、水深

130m に達するような深い海にも生

息します。このことからいかに白蝶

真珠が希少で貴重なのかがわかるの

ではないでしょうか。 

1893 年、御木本幸吉が世界で初め

て真珠養殖に成功して以降、日本は真珠王国として君臨してきま

した。その養殖技術は世界に渇望され、20 世紀中頃には日本の水

産庁や養殖業者などに養殖技術者の紹介や申し込みが殺到しまし

☆フィリピンの真珠養殖☆ 

 



 

 

 

 

－１６－ 

た。フィリピンもその一国でした。 

1980 年代、Jewelmer Joaillerie 社の尽力でフィリピンにてシ

ロチョウガイの養殖が軌道に乗り始めました。大きな真珠１珠を

産み出すのに、５～７年（アコヤガイ真珠は４年）がかかります

が、養殖工程の内容はアコヤガイのそれとほぼ変わりません。 

まず、「稚貝の育成（人工採苗）」→「母貝の育成」→「出荷」

という流れで真珠母貝養殖を２～４年かけて行い、その後真珠養

殖に入ります。３年かけて「抑制」→「核入れ」→「養生」→「本

養殖」→「浜揚げ〈当年物〉」→「本養殖」→「浜揚げ〈越物〉」

という工程を踏みます。 

貝の病気や台風などの悪天候、海の環境劣化など様々な苦難が

この期間に襲いかかります。こうして長期間生き残った真珠たち

は、サイズ・ランク等の選別や穴あけを経て商品になります。店

頭に並ぶ真珠は、多くの人の努力と自然の恵の賜物なのです。 

このフィリピンの真珠養殖の現場を実際に見学されたい方に朗

報です。Jewelmer Joaillerie 社は Palawanの Flower Island 周

辺にある自社の養殖場

へのツアーを開催して

います。Flower Island

は自然と共生するリゾ

ートになっており、宿

泊も可能です。フィリ

ピンが産む真珠につい

て理解を深める好機会

であることは間違いありません。詳細は、

www.flowerisland-resort.com でご確認ください。 

Flower Island (写真提供: Jewelmer Joaillerie) 
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 フィリピンが誇る世界的な真珠ブランド Jewelmer Joaillerie。

今回その会社の Deputy CEO Jacques さんにインタビューする機会

に恵まれ、色々とお話を伺ってみました。 

 

Ｑ１. フィリピンで採れる南洋真珠の魅力を教えてください。 

 

真珠には淡水真珠と海水真珠があります。海水真珠は、南洋真

珠、タヒチ真珠、アコヤ真珠などが主に生産されています。フィ

リピン、オーストラリア、インドネシア、ミャンマーなどでは、

pinctada maximaという真珠貝が育てられています。このpinctada 

maxima には２つの種類があります。シルバー・リップ品種とゴー

ルド・リップ品種です。ゴール

ド・リップは非常に珍しい品種

です。自然のなかでは 1000 個あ

るうち、１つしか見つけられな

いほど貴重な貝なのです。 

また、真珠はフィリピンの国

の宝石です。1000 ペソ札の裏に

は真珠が描かれています。会社

の設立当初、父はゴールドの真

珠貝を繁殖させる孵化場を作る

ために人工細胞について多くの

研究を重ねました。また、昔は

技術者全員が日本人であったほ

☆Jewelmer Joaillerie Deputy CEO  

Jacques Christophe Branellec 氏インタビュー☆ 
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ど、日本と親密に仕事をしていました。そしてフィリピン人技術

者を養成しました。今でも５人の日本人技術者が働いております

が、25 年近く従事している方もいます。 

ゴールデン・パールを育てるのは一筋縄ではいかず、母貝が健

康でないとゴールドの色味が出ませんでした。試行錯誤の末、ゴ

ールデン・パールは晴れてフィリピン独自のものになり、フィリ

ピンは、世界で最も珍しい色であるゴールドの南洋真珠が採れる

ことで有名になりました。 

 

Ｑ２. フィリピン南洋真珠のシェアや流通はどのような状況でし

ょうか。 

 

Jewelmer は、世界のゴールド南洋真珠の 80%のシェアを持って

おり、現在、アジア、アメリカ合衆国、南米諸国など 15 カ国で展

開しています。最近、日本にもブティックをオープンしました。

私たちが流通させたことによ

って、ゴールデン・パールの

認知度が高まってきました。

そして今後ますます広まるこ

とでしょう。その暖かい色味

とモダンな雰囲気が、これま

で真珠にそれほど興味のなか

った人をも魅了しています。 

 

Ｑ３. フィリピンの南洋真珠養殖場の現場（場所、規模、養殖の

仕方、難しさ）についてお聞かせください。 

 



 

 

 

 

－１９－ 

フィリピンの真珠養殖場はパラワンにあります。ミンダナオで

も過去に試みがあったのは事実ですが、実は現在養殖場は皆無で

す。私たちはパラワンに８つの養殖場を有しており、すべて合わ

せるとおよそ 30,000 ヘクタールほどになります。最初の１珠を収

穫するのに４～５

年かかります。そ

の後、核を入れて

もう２年待ち、２

度目の収穫をしま

す。大体の場合、

２度目に採れた珠

の方が大きいため、

大きな珠を育てる

にはトータルで６～７年かかります。孵化場での人工細胞から収

穫まで、全部で 377 の工程があります。 

 養殖は自然と共に作業しているので、様々な困難に直面します。

成功のカギの 51％は自然が握っているため、私たちはそれに対応

していくしかありません。 

まずは台風です。2013 年に台風 Yolanda が襲ってきた際には、

３割にあたる２つの養殖場が壊滅的被害に遭いました。 

 次に、水温の上昇が挙げられます。生物の生存には酸素が必要

ですが、水温が上がると、溶存酸素濃度が下がります。水深を下

げることで水温を１度下げるのですが、以前なら貝を 30～60 フィ

ート※２降ろせば良かったところ、今では 80フィートまで降ろさ

ないといけません。しかし、貝の食料であるプランクトンは水面

にいるため、80 フィートも下げると、今度は、貝の食べ物がなく

なるという問題が生じてくるのです。 



 

 

 

 

－２０－ 

３つ目は、海洋の酸性化です。貝はカルシウムでできています

ので、水の酸性化が進むと育ちにくくなります。 

４つ目は、海面水位の上昇です。水位上昇により、養殖構造を

再度作り直す必要に迫られたりするなどの影響を受けています。

今日、環境は急速に変化しており、適応していくのに精一杯なの

です。 

５つ目になりますが、違法漁業や森林伐採も深刻な問題です。

森林伐採が増えると、雨季の到来時に泥などが海に流れ込み、珊

瑚を窒息させるのです。真珠を育むためには、環境を守り、人や

現場周辺にあるコミュニティを大切にしないといけません。ただ、

やみくもに違法漁業はしないで、森林を切らないで、というので

はなく、別の生活の営み方を提案するのです。そこまでしてよう

やく真珠が育つかどうかです。最善を尽くしても 100％の約束は

ない。それが真珠養殖です。 

※２：１フィート＝0.3048 メートル 

 

Ｑ４. 海の環境保全に対してどのように取り組まれていますか。 

 

私たちは“Save Palawan Seas Foundation”という NPO 団体を

2006 年に設立し、ライフスタイルや生計の立て方を提案したり、

教育プログラムを提供するなど、コミュニティを支援する様々な

活動を行っています。海に関しては、実は真珠養殖自体が環境保

全につながっています。養殖場は海洋保護区域になるため、漁業

ができないからです。海面から 30 フィートにネットがぶら下がっ

ているので、大きな人工漁礁となり、魚にとっては天国のようで

しょう。そのため、真珠養殖を、生命を育む bio-generator とも

呼び、これまで多くの研究がなされてきました。フィリピンは、



 

 

 

 

－２１－ 

世界のなかでも、海洋の生物多様性と生物密度においては中心的

存在です。唯一無二の環境に恵まれているフィリピンの海を保護

することはとても重要なのです。 

 

Ｑ５. 今後のビジネス展開や展望についてはどうお考えでしょう

か。 

 

もちろん、世界のあらゆる国々でビジネス展開していきたいと

考えています。そして、この貴重なゴールデン・パールの存在と

私たちのコレクションを知ってほしいと思っています。 

また、フィリピンという国自体をもっと世界にアピールしたい

とも思っています。海外で Jewelmer が仕事をする際には、「フィ

リピン」を売り込む使命を負っています。フィリピンでこのよう

な美しいものが採れ、美しい商品があるということを認知しても

らうことは、私たちにとってとても大切なことです。 

今後 10 年、15 年スパンでのグローバル戦略において、非常に

重要な位置にいるのが日本です。日本で成功すれば、他国でも上

手くいくでしょう。 

世界で最も有名

な真珠ブランド

は「MIKIMOTO」

で、本当に素晴

らしい事業を行

っています。私

たちはデザイン、

ストーリー、コ

レクション等の
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面で、MIKIMOTO とは異なりますが、そのことが人々に新たな選択

肢を提供していると考えています。私たちは恐らくアジアとヨー

ロッパをブレンドした初めての真珠ブランドでしょう。昨今、ブ

ランドの流れは、アジアから世界へとなりつつあると思います。

ですから私たちの今のポジションはとても幸運だと考えています。 

 

Ｑ６. 『まぶはい』読者へメッセージをお願いいたします。 

 

実は私の祖母が沖縄出身なので、私自身にも日本人の血が流れ

ています。そのため、日本には親近感を持っています。また、当

社がここまで成長することを促してくれた重要なセオリーが日本

人にはあると考えています。それは「カイゼン（改善）」です。「カ

イゼン」は、Jewelmer にとってとても大切です。日本の文化や社

会は、当社の成功とは切っても切れないものです。ですから、日

本にブティックを展開することができ、またフィリピンに住む日

本人の方々にフィリピンの宝石を紹介できたのだと思うと、心か

ら光栄に感じます。今回、マニラでこうして日本人の方々のコミ

ュニティと関わりを持つことができ、本当に嬉しい限りです。そ

して、このご縁をもっと深めていけたらと思っています。ありが

とうございました。 



 

 

 

 

－２３－ 

 

 

 海外駐在が長いために「華美なアクセサリーは禁物」という固

定概念に捕われてきた上、どちらかといえばオシャレに疎い私。 

 とはいえ、たまには女子力もあげてみたいところ。嫁入り道具

のパールのネックレスもなかなか出番がないままにジュエリーボ

ックスで冬眠中。 

 今回、わが三班でパール特集をすることになり、タンスの肥や

しになりつつあるネックレスにあうピアスを求めてグリーンヒル

ズショッピングセンター（通称グリヒル）に繰り出すことにしま

した。 

 グリヒルといえばどうしても「コピー商品」を売っている場所、

というマイナスイメージがつきまといますが、パールについては

掘り出し物もあるのだとか。噂には聞いていたものの、交渉下手

の上に、商品価値も分からない私にとって、買い物上手のＭさん

や今回の特集のチームリーダー、とにかく真面目なＳさんという

心強い援軍を得て、意気揚々とグリヒルに向かったのでした。 

 取材当日は渋滞もなく、マカティからすいすいと約 20 分で現地

に到着。ところが、購買意欲たっぷりで到着した私たちの目に飛

び込んで来たのは開店時間なのにうす暗い店内。グリヒルは不定

期に棚卸しと称して営業していない日があります。実は前回友人

と買い物に来た時にもたまたま不定休の日にぶつかってしまって

いた私。不安を抱えながら、セキュリティーを通って奥へと進み

ます。普段はブランドの名前を連呼されて通過するエリアも閑散

としている状態。 

 それでも気を取り直して奥へと進み、恐る恐る角を曲がってみ

てパールのコーナーへ。幸い、パールを販売しているエリアは商

☆ショッピング＠グリヒル☆  
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品が並び、店によってはまだカーテンがかかっているものの、開

店の準備を整えている最中でした。 

 Ｍさんお勧め、今回いろいろと教えて下さったミセスパール

（P31 参照）御用達の店舗はまだスタッフがディスプレイの準備

をしているところで、30 分後に来るように、とのこと。 

 お目当てのお店の準備ができるのを待つ間、周辺を見て回りま

した。イスラムの伝統衣装ヒジャブを身につけた女性や、更に厳

格な黒い衣装から目だけを覗かせたスタイルの女性店員さんたち

がいるお店で、気になったアクセサリーを試してみたり、日本人

顧客が多いと噂に聞く、比較的高額な商品を扱うお店をのぞいて

みたり。そして、お土産用に淡水真珠のネックレスを２本購入。 言

い値の半額からスタートしてお互いに歩み寄ったところで交渉成

立。 

 そうこうするうちに約束の 30 分がたち、先ほどの店舗に戻りま
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した。手持ちのネック

レスにあわせて直径７

〜８ミリのピアス用の

パールを探していると

伝えたのですが、 残念

ながら希望のサイズの

ものはありませんでし

た。（南洋真珠は 10 ミリ以上のものが多いと後で知りました。）で

は、在庫しているもので小さめのものを、とリクエストして、奥

の金庫に保管してあったルース（珠の状態の真珠）を見せてもら

う事に。同じ白いパールでも少し黄色みをおびたものから、ブル

ーがかったもの、ピンクっぽいものもあります。直径もコンマ何

ミリかの違いがあるため、よく吟味して選ぶ必要がありました。

見せてもらったパールは、どの粒もテリがよく、傷も少ないよう

に見受けられました。あとはサイズと色味ができるだけ近くなる

ように組み合わせを選

び。LED ライトの下で

あれやこれやと見比べ、

Ｓさんや店のスタッフ

のアドバイスも受けな

がら、２珠を選びまし

た。 

 余談ですが、取材当日は私の誕生日。予算オーバー気味だった

ため、誕生日を交渉のタネに使ったのですが、あえなく交渉決裂。

この店舗はＭさんが「常連さん」ということで、通常よりも１珠

P500 安い値段だという説明に納得せざるを得ませんでした。 

 実は、ブラックパールにも興味津々だった私。同じく 10 ミリサ
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イズでこちらはホワイトパールよりも更に１珠あたり P1000 安い

ということでした。 

 さて、先ほど選んだ２珠ですが、その場でピアスの金具をつけ

てくれるというので、そ

の工程を見学。 まず、傷

の少ない面が表になるよ

うにして、反対側に油性

ペンでマークを入れます。

穴をあける機械には日本

のミシンメーカーの名前

が書かれたモーターが。

電動針がマークの位置に

来るように珠をセットし

てスイッチを入れると、

瞬時にパールの粉が舞い、

ピアスの針用の穴が開き

ました。そこに瞬間接着

剤をつけたシルバーの金具を差して完成です。シルバーの金具は

無料。金属アレルギー反応が心配な方、裏側のキャッチにも手を

抜きたくない方はP1500追加でK14の金具にすることができます。

また、とりあえずシルバーで作って、後日気が変わって K14 に変

更、ということも可能とのことです。 

 さて、こうして念願のパールのピアスを手に入れた私ですが、

ここまで書き進めて最大の心配事はグリヒルで「安いピアス」を

買ったと報告を受けた夫がこの記事を目にする日がくること。さ

てさて、「日本で買うよりお値打ちでお安いピアス」という言い訳

で無事交渉成立となりますかどうか。 



 

 

 

 

－２７－ 

 

 

マニラにいらっしゃる間にパラワン島方面へお出かけになる機会

もあるかと思います。パラワンは南洋真珠のメッカ！現地で採れ

る美しい南洋真珠をリーズナブルな価格で手に入れる絶好のチャ

ンスです。 

編集委員Ｓは、Sabang Beach と Coron へ家族旅行した際に、パー

ルを探しました。Sabang Beach のときは、ホテルと空港間を送迎

してくれたスタッフにお薦めのショップを訊き、少しだけ時間を

ください！と行きも帰りもショップに立ち寄らせてもらいました。

そして、13 ミリのルースを２珠購入。ブルーイッシュホワイトと

ピーコック色で、どちらも P2000 でした（2015 年 12 月当時）。お

値段は、キズや照りとは関

係なく、サイズのみで決め

るという方針のショップで

した。どのようなデザイン

でこの２珠をネックレスに

仕立てようか色々と思い浮

かべ、わくわくしながら選

んだことを覚えています。 

Coron 旅行のときは、ベビーパール（２～３ミリの極小な淡水真

珠）のストランド（パールピースを通した一連の糸）を５本購入。

５本で P1000 でした（2016 年３月当時）。ガイドさんに、「パラワ

ンは湖で淡水真珠を養殖しているんだよ」と聞かされて、フィリ

ピン産ならより良い記念！と喜びました。後に前出の Jewelmer 

Joaillerie Deputy CEO の Branellec 氏から淡水真珠のほとんど

は中国から来たものと聞いて驚愕。あのとき買ったベビーパール

☆ショッピング＠パラワン☆  
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はパラワン産じゃなかったの？！というショックで、Branellec

氏に２度も訊き返してしまいました。パールの養殖場は実際にパ

ラワンにあるので、もしかしたら嘘をついたのではなく、ガイド

さんは本当にそう思っていたのかもしれません。まぁ、どこ産で

もきれいなものには変わりなく、小さく不揃いなかたちが魅力的

なベビーパールはかなりお気に入りです。グリーンヒルズで購入

したサンゴのビーズやライスパール（米粒状の淡水真珠）と組み

合わせて普段使いのネックレスを自作する予定！ 

もし、ご自身やご家族がパールに関心があり、パラワンへご旅行

されるなら、事前にインターネットで情報を得たり、ホテルスタ

ッフに訊いたりして、安心して楽しめるショップに立ち寄る時間

をプランに組みこんでみてください。旅行の楽しみがまたひとつ

増えること間違いなしです！ 
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今回は本社内にあるショールームを取材させていただきました。

足を踏み入れると、はっと息をのむようなまばゆいばかりのパー

ルたちのお出迎え。入った瞬間から高貴な気分にさせてくれます。

どのデザインもとてもステキで、パーティーにつけていくような

ゴージャスなデザインのものからカジュアルファッションにぴっ

たりなものまで幅広くとり揃えてあります。全売上をパラワンの

海を守る団体“Save Palawan Seas Foundation”に寄付するブレ

スレットもありました。そちらの商品は男女兼用で価格も P2000

と南洋真珠にしてはお手頃。ギフトやお土産にしやすいかもしれ

ません。 

商品のお値段はローカルマーケットで目にするような価格帯では

ありません。ただ、美しいパールを育てるのに費やす時間や労力、

苦労を知った今では、それだけのお値段に見合うものだと思いま

した。 

編集委員Ｓは、自身所有の南洋真珠

ペンダントに合うピアスをチェック。

何かに合わせて購入したい場合は、

実物を持参するとその珠と同じ大き

さ・トーンのものをストックから選

んで出していただけます。ひとつと

して同じものはない真珠のなかから

類似した珠を探すのは至難の技。もし出会えたときは、非常にラ

ッキーなのです。そして編集委員Ｓのペンダントとマッチしたパ

ールは…ありました！！ゴールドでも緑がかったトーンが入った

ものでしたが、そのトーン、照り具合、大きさもほぼ同等のもの

☆ショッピング＠Jewelmer Joaillerie☆ 
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が！スタッフの方々もわぁ！と歓声をあげられたほどで、とても

嬉しい瞬間でした。購入については夫と相談してから…としたの

ですが、「いいですよ、キープしておきますね」と言ってください

ました。何か欲しい商品があって、購入検討に時間を要する場合

は、一定期間ならディスプレイから下げておくことも可能だそう

です。 

パールの質にこだわりたい方は、ルースの状態から選ぶことも可

能です。予め、希望の色、トーン、形、サイズ、照りのランク、

それらの優先順位などを伝えて予約し、後日集まったルースの中

から選びます。ただし、ルースの状態で購入することはできず、

金具などをつけてジュエリーの形でオーダーします。 

新商品もウィンドウに飾られていました。アイスクリームやギタ

ーなど、様々なモチーフのチャームが付属したペンダントです。

チャームがかわいく、若い世代の方も気軽に着けられるデザイン

でした。 

百聞は一見に如かず！是

非、お近くのブティック

に足を運ばれてみてはい

かがでしょうか。（ブテ

ィックは 2016 年５月現

在、The Peninsula Manila、

Shangri-La Makati、

Shangri-La at the Fort、Greenbelt ５、Glorietta ４等、高級

ホテルや大型モール内に入っています。お近くのブティックにつ

いては http://jewelmer.com/にてご確認ください。） 
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ミセスパールに訊いてみました～ 

 編集委員のお友達で、マニラ駐在時代に仲間から「ミセスパー

ル（またの名を真珠夫人！）」と呼ばれていた真珠のお買い物の

達人がいます。日本に帰国した今でも、フィリピンで買った真珠

を使ったアクセサリー作りを楽しんでいる彼女に色々と訊いてみ

ました。 

Ｑ１.フィリピンで真珠を購入するときの心得、およびコツなど

を日本に持ち帰ることも考慮して教えてください。 

 

どの真珠でも、価値に違いがでる要素は以下の４つのこ

とです。 

①照り・ツヤ 

②表面のエクボ・傷 

③形 真円に近いかどうか 

④大きさ  

①②はどの真珠を購入する際でもよく見てください。ただ、②

に関しては加工する部分に傷を持ってきたり、ペンダントトップ

の裏部分に傷がくるように加工すれば問題ないので、上手に探せ

ば安く購入することができます。 

③④はバロックの方が面白いものが作れることもありますし、

大きさもご自身の体型や年齢に合わせて購入するのが良いかと思

います。 

教えて‼  
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マニラのマーケットでは大きく分けて以下の３種類のパールが

取引されています。 

○南洋真珠 

○タヒチ真珠(黒蝶真珠) 

○淡水真珠 

南洋真珠は大粒のホワイトやゴールドのものです。多くはオー

ストラリア、インドネシア、フィ

リピンで養殖されていますが、昨

今はベトナムでもゴールドの南洋

真珠が養殖されているそうです。 

価格については、日本で購入す

るより随分割安で購入できると思

います。ただ、近年、欧米人や中

国人にも南洋真珠は人気の商品に

なってきており、マニラでもその

値が上がってきていると聞きます。 

ゴールドカラーに関しては、染めなのか天然のゴールドなのか

をきちんと聞くことが大切です。染めですと価値が随分下がって

しまいます。折角購入する南洋真珠ですので、少しお値段が張っ

ても天然ゴールドにしておけば一生ものになるのではと思います。 

タヒチ真珠(黒蝶真珠)に関しても、日本よりは割安に購入する

ことができますので、南洋真珠を選ぶ際と同じ要領で選ぶと良い

と思います。  

ショコラカラーと言われる茶色い真珠があるかと思いますが、

これはタヒチ真珠(黒蝶真珠)を人工的に染めたものです。一時日

本でも流行ったカラーです。染めですが、色を楽しむのには良い

かと思います。 
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淡水真珠については中国からのものが多いかと思われます。 

日本よりはかなり割安で購入できますが、元が安価なものですの

で南洋真珠ほどの価格差はないと思います。 

淡水真珠に関しては、ホワイ

トや淡いピンク、淡いオレンジ

などがあり、中には天然のカラ

ーのものもありますが、大抵の

ものは染めになるかと思われま

す。 

染めの方法は、化学薬品やガ

ンマ線照射によるものが多いよ

うです。これ以外の方法ですと

色落ちするとか劣化する等と言

われています。ただ、私個人の

体験として、帰国後５年以上経ちますが、購入した淡水真珠で色

抜けや色移りしたものはありません。 

淡水真珠は真珠の中でも唯一汗に強い真珠なので、マニラなど

の暑い気候で傷みを気にせずつけるのに向いています。また、デ

ザインはお店の人に色々注文すると、オーダーのように作っても

らえるので、そんな交渉もとても楽しいと思います。 

 

Ｑ２.真珠をアクセサリーに加工してもらうときに気を付けた方

が良いことや上手な注文の仕方等があったらご伝授願えません

か？ 

マニラのマーケットで売っている金具は K14 が多く見られ

ます。加工に関しては日本より粗いというのは否めません。少し
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高めでお気に入りのルースに出会えたら、マーケットにある金具

ではなくオーダーか日本に持ち帰って加工することをお勧めしま

す。 

まれに、マーケットのショーケースの中で繊細な K18 の金具が

見つかることがあります。こ

れは大抵マニラの人がヨーロ

ッパから仕入れたものです。

日本で見られるような繊細な

加工ですが、値段は他のもの

に影響されるのか、割と安く

買えると思います。こういう

金具に出会えたなら、一生も

のになると思います。 

 

Ｑ３.今まで購入したもので良かったというものを教えていただ

けますか？ 

マニラに３年間住んでいる間に、一回だけ 20 ミリの南洋真

珠で真円に近いルースに出会いました。数個あったため、親や自

分用など、複数個購入してしまいました。値段もとても安く、と

ても良い出会いだったと思います。  

本来が、アクセサリー好きな性格ですので、それ以外の 300 ペ

ソ程度の淡水真珠でもなんでも、後悔したものは一つもなく、帰

国した今でもとても重宝して楽しんでいます。3,000 ペソ前後で

購入したルースも、帰国後色々なアクセサリーに加工して大活躍

しています。 
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Ｑ４.購入する際の面白いエピソードなどはありますか？ 

マニラに行ったばかりの頃、値下げ交渉などできそうにない

私（嘘!？）は、最終的に言い値の８割くらいになればいいなぁと

いう思いで言われた４割の値段を言

ってみました。粘り強く交渉しよう

と意気込んでいたのですが、あっさ

り半額にしてくれました。値段交渉

は買うものの値段や個数にもよりま

すが、意気込んで怖い顔で値下げ交

渉をすると、あまり値下げてくれま

せん。あくまでも楽しく、会話を楽

しみながら交渉してみてください。 

 

Ｑ５.真珠を使ったアクセサリーのお手入れの仕方を教えていた

だけますか？ 

アコヤ真珠、南洋真珠、タヒチ真珠(黒蝶真珠)は汗に弱いの

で、素肌につけた場合、家に戻ったらすぐに柔らかい布で拭いて

あげてください。汗をかきがちなマニラで素肌につけたい場合は、

淡水真珠をお勧めします。  

保管の場合でいうと、真珠は湿気を必要とします。日本などの

真珠のショーケースに、水の入ったグラスが入っているのを見か

けたことがありませんか？これは真珠に湿気を与えるためのもの

です。そういう意味からいうと、湿度の高いマニラにいること自

体が、真珠には良いことなのかもしれません。 
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Ｑ６.購入した真珠を日本に持ち帰り使用する際の注意や心得な

どはありますか？ 

これといって特に注意や心得はないと思いますが、購入する

のを悩んでいる商品があれば、買ってしまった方が良いと思いま

す。日本に帰ると、なかなかあそこまでの種類はありません。 
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 フィリピン・パール特集はいかがでしたでしょうか。なかなか

のボリュームに膨れ上がり、編集委員一同も驚いています。それ

だけパールは奥深いということなのでしょう。 

 今回の調査や取材は実り多きものでした。真珠＝フォーマルと

いうイメージを払拭できただけでなく、その尊さへの理解や知識

も深められました。それらをできるだけわかりやすく『まぶはい』

で紹介したい。そんな思いで筆を進めました。 

 また、フィリピンと日本が養殖技術の伝承の面で深く結びつい

ていたことも嬉しい発見でした。前出の Jewelmer Deputy CEO 

Branellec 氏のインタビューにおける最後の言葉は、本当に心に

響きました。メッセージそのものはもちろん、彼の表情・話し方

の雰囲気から日本を

尊敬する心が伝わっ

てきたからです。日

比共同作業で生まれ

たゴールデン・パー

ル。その存在は我々

日本人にとって特別

なものなのです。 

 どのパールも世界でオンリー・ワン。気に入るパールに出会え

たら、それは素敵なご縁です。大切な人に、友人に、そしてもち

ろん自分に、パールのプレゼントはいかがでしょうか。その際に、

この特集が少しでもお役に立てたのなら編集委員にとってこれ以

上の幸せはありません。 

 最後になりましたが、Jewelmer Joaillerie社の Branellec 氏、

☆Epilogue☆  
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スタッフの方々をはじめ、今回の取材に協力してくださったすべ

ての方々に、心から御礼申し上げます。本当にありがとうござい

ました。 
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