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真珠産業関連産業遺産の国内外比較について 

－バーレーンの真珠採取業と鳥羽市ミキモト真珠島― 

市原猛志 

 

 
 研究の目的 

 産業遺産の範疇を考える際、ニジニータギル憲章における人間が産業に関わるもの全般を対象にすると

いう考え方がまず存在するが、産業遺産学会などそれを対象とする研究団体が定期刊行する学会誌に近年

紹介される対象は第二次産業に集中していることは、かつて『産業考古学』誌の論文掲載傾向から確認し、

博士論文を通じ発表した事がある。しかしながら、それは第一次産業や第三次産業に産業遺産としての価

値が低いことを表しているわけではない。むしろ、持続可能なマネジメントの点においては、SDGs14

番や 15 番に関連する第一次産業が持つ産業遺産は、観光などがもたらす短期的な経済効果以上に生涯教

育の点で今後より大きな重要性を持つのではないか。 

 本研究では、世界でも数少ない第一次産業の産業遺産として 2012 年にユネスコ世界文化遺産に登録さ

れたバーレーンの真珠採取業を例に挙げ、バーレーンにおける天然真珠の採取業が地域にもたらした影響

と現在の都市にどのように活かされているかを確認し、国内事例の比較として、三重県鳥羽市を中心とす

る人工真珠養殖業に関連する産業遺産を例示し、これらの利活用の現状についてとりまとめる。  

 両事例を比較することによって、本稿では第一次産業の産業遺産が持つポテンシャルと持続可能なマネ

ジメントにおける課題について、とりわけ課題について国内の事情を勘案した上で考察を加える。  

 

1．バーレーンの真珠採取業 

 本稿で紹介するバーレーン王国は、アラビア湾沿岸

の中央部、アラビア半島沿いに浮かぶ 40 あまりの

島々で構成される中東の島国で、古くはメソポタミア

文明とインダス文明との中継交易地として栄え、ディ

ルムン文明として独自の発展を遂げたが、その後ペル

シャやアラブ勢力の抗争の舞台となった。1783 年に

現在の王族がバーレーン島を確保し、真珠貿易を一手

に握ると 1800 年代にはイギリスの保護国となり、

1971 年に首長国として独立し現在に至っている 1）。

主要産業としては、石油精製業とそれに関連する石油

化学産業が挙げられるが、近年石油収入依存からの脱

却を国家目標として掲げており、観光産業にも力を入

れている。1932 年にアラビア半島を中心とした湾岸

諸国で最初に石油の採掘に成功したのがバーレーンで、

また日本が 1934 年に湾岸アラブ諸国から最初に石油

を輸入したのもバーレーンである 2）。 

 

1-1．真珠採取業の歴史と地域性 

 真珠は古代ローマで最高位の宝石のひとつであると

されたが、その産地は古代から中世においてペルシャ

湾沿岸一帯やインド・スリランカの海域、そして西日

本の一部海域しか知られていなかった。それゆえにヨ

ーロッパ諸国にとっては直接の採取が出来ない貴重な
図 1 バーレーン国立博物館の真珠採取業 

モニュメント 
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特産品として貴族に愛され、ダイヤモンド以上の

高値で取引されることもあった 3）。 

 16 世紀の大航海時代到来によって、カリブ海

諸島が真珠貝の産地として知られるようになった

が、その希少性に関しては変わらず、また真珠の

成立要因も 18 世紀までは定かでなかった。バー

レーンにおける真珠採取業は、紀元前 2000 年代

のアッシリア語碑文まで遡る重要な地域産業で、

その歴史は 20 世紀初頭まで地域の盛衰とともに

あった。石油産業の登場までバーレーンでは真珠

採取業が基幹産業として位置づけられ、またそれ

ゆえに真珠貿易を一手に握った王族がバーレーン

を支配する要因にもなった。1930 年代まで潜水

夫による採取が続けられたことを記念して、バーレ

ーン国立博物館には、真珠採取業を象徴するモニュ

メント（図 1）が海側に設置され、バーレーン等に

隣接するムハッラク島には天然真珠の採取と真珠を

取引に関係する産業遺産（図 2）が、建造物や各種

書類の代償に関係なく比較的良好に現存している。 

 

1-2．世界遺産登録に際しての項目と特徴（OUV） 

 バーレーンにおける真珠採取業の痕跡を示す遺産

群は、「島の経済を表す真珠産業遺産」として、

2012 年の第 36 回ユネスコ世界遺産委員会にて世

界文化遺産に登録された。構成資産には、バーレー

ン空港のあるムハッラク島の特徴的な住宅と商業建

設などを中心に 17 の資産（図 3）が選ばれている。

中にはアラビア海に設けられた真珠貝養殖棚も加え

られるなど、広範囲な構成資産の総面積は、

35,086.81 ヘクタールに及ぶ、漁業関係での世界文

化遺産特有の広大な面積と多様な構成資産が特徴と

言える 4）。 

世界遺産の登録基準（クライテリア）には、（iii）

が選ばれている。ここでは構成資産の価値について、

「都市の資産、砦、海岸、真珠貝養殖棚の集合体は、

2 世紀から 20 世紀初頭にかけてペルシャ湾を支配

した真珠の文化的伝統の最後の繁栄の例外的な証拠

であり、これらの場所は滅んだ真珠産業の繁栄と産業が育んだ建築の変遷の記憶を持つ」と評価している。 

 バーレーンでは、この世界遺産登録を機に、19

世紀から 20 世紀にかけて作られた建造物を中心に、

真珠産業がもたらした繁栄を指し示す各種の構成資

産を整備し、都市観光に活かそうという動きが行わ

れている 5）。 

 

1-3．バーレーン「島の経済を表す真珠産業遺産」の構成資産 

世界文化遺産「島の経済を表す真珠産業遺産」は、ムハッラク地区にある真珠商人が建てた多様な様式

の建造物群（図 4）及びブー・マーヒルの海岸線と要塞（図 5）及びアラビア海上にある真珠床三箇所で

図 2 真珠産業の展示物（2018 年筆者撮影） 

 

図 3 「島の経済を表す真珠産業遺産」 

構成資産分布図(沖合真珠貝養殖棚除く) 

（ユネスコホームページより） 

    



技術教育学の探究 

第 25号 2022年 3月 

27 

 

成り立っている。2018 年にバーレーンで開催

された世界遺産委員会時に筆者はこれら世界遺

産の構成資産の一部を見学することが出来たが、

建造物はアラビア半島ならではの高温の気候に

適応すべく、通気性が良くなるように建物内部

に中庭を設け、ロの字の形態を持つ建物が多か

った。またブー・マーヒル要塞は、現在でもバ

ーレーンの国軍が使用しており、通常一般見学

が出来ないエリアであるが、要塞の遺構として

は良好に保存されている結果に結びついている。

また、ここには一般観光客の見学用に真珠取引

の痕跡を示すウォーキングトレイルルートのビ

ジターセンターが置かれている。 

 

1-4．世界文化遺産とバーレーンの管理計画 

 筆者が 2018 年に訪れた際、ムハッラク島に

所在する構成資産は世界遺産の保存管理計画に

基づいた改修が行われている最中であった。よ

って全ての構成資産（住居として現在も使用さ

れているものを除く）を見学することは出来な

かったが、バーレーンにおける真珠採取業の歴

史については、世界遺産の構成資産や近接する

ビジターセンター以外でも、国立博物館の通常

展示で学ぶことが出来た。 

 国立博物館の展示内容は、真珠採取業の方法

と取引に関係する展示、さらに真珠装飾品など

多岐にわたり、バーレーンにとってこの産業が

いかに重要であったかを見学者に伝えてくれる。

沖合に設けられた真珠貝養殖棚を行き交う船の

復元展示や真珠の重量を量る市場の再現（図 6）

など文字情報だけではなく模型や当時の古写真

（図 7）で見せるものが多く、外国人観光客や

初等教育の児童にも分かり易い展示となってい

る。 

 また、保存管理計画については、バーレーン

国立博物館内で詳細を確認することが出来た。

当該世界文化遺産において、真珠貝養殖棚を除

いたその構成資産の多くが都市部にあり、住民

の生活と開発が構成資産に与えるリスクは、世

界遺産登録に際しての integrity（完全性）に

かかる問題点として既に指摘されていた。これ

を解決するための島内の建造物にかかる建造年

代や開発計画が与える影響、さらに世界遺産緩

衝地帯（バッファゾーン）の保全計画などを博

物館の特設コーナーを通じて見ることが出来る

（図 8）。 

 

 

図 4 Al-Alawi House 

（真珠の道に位置する世界遺産構成資産） 

［図 4～8、2018 年筆者撮影］ 

図 5 ブー・マーヒル要塞 

図 6 バーレーン国立博物館での 

採取船模型展示 
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2．三重県鳥羽市における真珠養殖業と関連する

遺産 

 

我が国における第一次産業の産業遺産活用例と

しては、文化的景観として評価されている棚田や

段畑をはじめとするリビングヘリテージとしての

農業や、システムとしての林業と森林鉄道の観光

への利活用例などを見ることが出来る。しかし、

漁業に関連する事例では、隠岐の船小屋や丸木舟

などその数は少なくなり、利活用面においては北

海道に点在するニシン漁の住居兼漁業施設である

番屋などに限定される。 

バーレーンにおける真珠採取業と比較対象とな

りうる国内の産業遺産としては、三重県鳥羽市を

中心とした真珠養殖業関連遺産が最も適切と言え

る。これは世界遺産「島の経済を表す真珠産業遺

産」の要旨にも書かれている以下の文、「バーレ

ーンでの真珠による経済活動は、日本の真珠養殖

の台頭により 1930 年代に衰退した」と書かれて

いるように、天然真珠の採取業が衰退した直接の

原因のひとつに三重県で華開いた真珠養殖業の確

立が挙げられるからである。 

  

 2-1．鳥羽地域の真珠採取の歴史 

古代から西日本一帯ではアコヤ貝から天然真珠

が採れることが知られており、中国との朝貢貿易

時の日本からの朝貢品として重宝された。江戸時

代には、アコヤ貝から採れる伊勢真珠とアサリ貝

から採れる尾張真珠が薬の原料として用いられて

いた。いずれも天然真珠であり、伊勢では海女に

よる素潜り漁法が行われていた。 

養殖真珠商業化の歴史は、御木本幸吉の功績が多大である。鳥羽のうどん屋「阿波幸」（図 9）の長男

として生まれた御木本幸吉は、海産物商として真珠の取引を行うようになると、1890（明治 23）年に東

京帝国大学箕作佳吉教授から真珠の成立要因について学び、その理論を実際に成功させるべく、鳥羽の相

図 7 真珠装飾品と採取の古写真展示 

図 8 ムハッラク島の街路と用途地域計画 

 

図 9 御木本幸吉生誕地の碑・旧阿波幸店舗 

［図 9～、2021 年筆者撮影］ 
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島（現在のミキモト真珠島）で真珠の養殖実験を

始める。赤潮による実験貝の被害など、多くの損

害を乗り越え、1893（明治 26）年に半球型の真

珠 5 個を発見、この半円真珠の商品化に成功し、

1896 年には特許も取得する。半円真珠は加工す

ることによって装身具に適していたことから、

1899 年には東京銀座に御木本真珠店を開設し、

真珠を専門に扱うようになる 6）。 

現在見られる真円真珠の養殖技術確立は、見瀬辰

平と御木本幸吉の娘婿である西川藤吉が 1900 年

にほぼ同時期に発明し、1907 年に合同特許とな

った。この際の養殖法（図 10）は Mise-

Nishikawa Method として現在も用いられてお

り、貝殻成分を分泌する外套膜に真珠の元となる

核を挿入する映像はミキモト真珠島内の真珠博物

館（図 11）で見ることが出来る。 

天然真珠を取り扱う真珠商人にとって、養殖真

珠の登場は大きな脅威であった。1921（大正 10）

年にヨーロッパの宝石商を原告とした養殖真珠の

排斥運動として行われたパリ裁判において、養殖

真珠と天然真珠との成分上の地代は認められない

との判決が下されると、養殖真珠は宝石のひとつ

であると認められ、万国博覧会などでの展示を経

て、日本は世界の主要な真珠生産国として確固た

る地位を形成する。御木本幸吉は、この真珠販売

で得た富を「観光・産業・教育」に活かすとして、

半円真珠生産成功の地である相島をミキモト真珠

島として整備士、1951（昭和 26）年から一般見

学を開始している。 

 

 2-2．鳥羽周辺の真珠関係産業遺産 

 鳥羽市周辺で養殖真珠に関連した産業遺産を見

学する場合、現在の養殖方法が沖合にある真珠貝

養殖床で真珠を 1～2 年ほど寝かせ、冬場シーズ

ンに採取する方法（図 12）を用いているため、

専門の産業観光ツアーが実施されない限りは、生

産現場そのものを見学する機会は極めて限定され

ている。 

結果的に、株式会社御木本真珠島が運営する真

珠博物館での各種映像や博覧会での真珠加工品の

展示（図 13）、天然真珠採取時に行われていた海

女の作業の再現実演（図 14）が中心になり、そ

れらは観光的な要素が強く、真正性（オーセンテ

ィシティ）の点では非常に心許ない。 

 ものとしての真珠養殖業の産業遺産で『三重県

の近代化遺産』7）に掲載されているものとしては、

三重県英虞湾の水温が低下し、真珠稚貝が死滅す

図 10 真円真珠の核入れとその工具 

 

図 11 真珠博物館（三重県鳥羽市） 

 

図 12 真珠貝養殖床（真珠博物館での展示） 
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ることを防ぐために 1932（昭和 7）年に設けられ

た深谷水道（三重県志摩市）と御木本幸吉が真珠養

殖場として開設した多徳島に 1910 年（明治 41）

年に建造された煉瓦造倉庫が掲載されている。これ

らはいずれも現在公共の所有物となっているため、

企業動向とは関係なく活用が可能であることから、

2019 年に志摩市によって、多徳島サウンディング

型市場調査が行われるなど、今後活用に向けた動き

が進むことも考えられる。 

 

3．考察 

 3-1，バーレーンにおける世界遺産の活用 

バーレーンにおける真珠採取業の世界遺産は、そ

の王国としての国家成立を象徴するものであるため、

活用にかかる国家的な入れ込みが大きい。現存する

建物に関しても、商人の邸宅は高品質な木材や技術

力の高い職人によって仕上げられており、見応えが

ある。都市部の商店建築に関しては、市街地に近接

しているため、登録勧告時の文章の中にもメンテナ

ンス不足が指摘させており、狭い国土の中で生活向

上のための設備更新との相克が考えられる。都市構

造として脆弱であることも同時に指摘されているた

め、活用に向けた都市整備が行われている最中で、

その状況は 2018 年時点でも見学することができた。

世界文化遺産としての登録が、天然真珠採取業に対

する外国人の関心を引きつけたことは、バーレーン

における脱石油産業の国家施策にとって重要な要因

となり得る。 

 

3-2．鳥羽市における産業遺産活用と問題点 

 比較事例として紹介した、鳥羽市における真珠産

業の観光利用例は、ひとえに御木本幸吉の養殖真珠

の商業化と宝石店としての成功が大きな要因となっ

ている。ミキモト真珠島の運営は関連企業によるも

のであり、バーレーンと比較すると複数の業者が介

在していないが故に、単一企業の宣伝にも繋がりか

ねず、公共的に支援しづらい現状がある。 

 しかしながら、中東圏における産業の抜本的転換

を促した真珠養殖業が持つ、真珠採取業の純粋な漁

業から近代化を達成した事実は、世界文化遺産が持つ顕著で普遍的な価値を示すに十分に値する。  

 十分な物的遺産が揃いづらいことは、漁業関連の産業遺産にとって、国の重要文化財などの文化財制度

にこれまではなかなか当てはまらず、文化財としての評価に結びにくかった。しかしながら、2017（平

成 29）年には「鳥羽・志摩の海女漁の技術」が国重要無形民俗文化財に指定され、2019 年には「日本遺

産」に「海女（Ａｍａ）に出逢えるまち 鳥羽・志摩～素潜り漁に生きる女性たち」が認定されているな

ど、そのストーリー性と世界史に与えたインパクトは、日本国内においても再評価されつつある。  

 

 

 

図 13 自由の鐘 

（1939 年ニューヨーク万国博覧会出品） 

 

図 14 海女の素潜り作業実演スタンド 
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4．中間まとめ 

 本稿では、第一次産業の産業遺産として、世界文

化遺産に登録されたバーレーンの真珠採取業とそれ

に対比される三重県鳥羽市から始まった養殖真珠業

を紹介し、その利活用について述べてみた。 

戦後外貨獲得手段として真珠の養殖は勧奨され、

国内の生産量も急速に増加した。その後滞留在庫に

よる価格暴落に伴う不況を経て、21 世紀に入り生

産量は横ばい状態となっている 8）。経営体はミキモ

ト（旧御木本真珠店）が特許失効に伴い養殖真珠の

買取りを行うようになってからは大きく増加したが、

前述した不況に伴い廃業する業者が相次ぎ、現在は

1000 社を割り込む形となっている。また生産量も

三重県から愛媛県や長崎県といった古代から天然真

珠の採取が盛んであったところへとシフトしている。  

従来関西圏などを中心とした修学旅行の観光地として賑わった鳥羽市も、近年の感染症拡大を受けて観

光客の減少が顕著である。しかしながら、今後の外国人観光客を狙った産業観光を考える上で、顕著で普

遍的な価値を示すこれら遺産は今後ますます価値を高めることが考えられる。例えば、冬のシーズンには

真珠を採取した後のアコヤ貝が鳥羽市の料理店で刺身などの形で提供されている（図 15）。こういった現

地でしか得られない、産業に直接関係する食文化を知ることによって、地域の産業とその意味を考えるこ

とは可能ではないか。多様なアプローチ手法を持つ第一次産業の産業遺産は、今後利活用の店で大きく注

目に値する。 

 

謝辞 

本報告は科学研究費助成金（17H04728）「喪失技術としての鉄鉱滓煉瓦の官営製鐵所導入と盛衰及び持

続的影響に関する研究」及び科学研究費助成金（21K18335）「産業遺産の価値変遷と保存・利活用のあ

り方、持続可能なマネジメントの国際比較」の助成を受けた。 

 

 

1）外務省バーレーン王国基本データ 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/bahrain/data.html （2022 年 2 月 10 日閲覧） 

2）保坂修司「日本と湾岸の石油バーレーン石油輸入 80 周年」『中東協力センターニュース』2014 年 6/7

月号 一般財団法人中東協力センター 2014 

3）山田 篤美「「宝石」の王者としての真珠の歴史 ―真珠がダイヤモンドより高価だった時代」『宝石学

会誌』Vol. 33 No. 1-4  P41 2018 

4）ユネスコ世界文化遺産サイト https://whc.unesco.org/en/list/1364/  （2022 年 2 月 14 日閲覧） 

5）Julia Stuart  "The pearl fishers: The waters surrounding the island of Bahrain harbour untold 

hidden wealth" The Independent, 2010/1/16 

6）伊勢市立図書館『ふるさとの風』2018 年 6 月号 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid19-hassei.html （2022 年 2 月 14 日閲覧） 

7）三重県教育委員会『三重県の近代化遺産』三重県教育委員会 1996 

8）喰代伸之「真珠産業の振興― 真珠振興法制定までの経緯と取組について ―」『立法と調査』No.379 

pp118-130 2016 

図 15 アコヤ貝の刺身 
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