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　シチズン時計㈱が1981年11月に発

売した「Cal.1930」搭載の
『シチズンエクシード』が、
独立行政法人国立科学博
物館が選定する2021年度
の重要科学技術史資料
（愛称：未来技術遺産）に
登録された。
　それまでのクオーツ式時
計に搭載されていた精度を
左右する水晶振動子は、通
常は安定した振動を持続
するが、ある一定の温度を
境に振動数が低くなり精

度が低くなるという課題があった。それ

を解決すべく、水晶振動子のIC内に周
波数の温度特性を補正する機能を開
発することで、温度変化による影響を
少なくし、幅広い温度範囲で安定した
精度を実現した。これにより精度はそ
れまでの月差±5秒から年差±10秒へ
と大幅に向上。1981年、世界初となる
IC内温度補正機能付のクオーツ腕時
計を発売。同製品の技術は、2019年
に発売された光発電腕時計として世
界最高精度「年差±1秒」を持つエコ・
ドライブムーブメント「Cal.0100」を搭
載した『ザ・シチズン』をはじめ、シチズ
ンの高精度な時計にも採用されてお

り、時計の精度向上を支える礎となっ
ている。
　未来技術遺産にはこれまで301件
が登録されており、今回新たに24件が
登録された。シチズングループとしては
2018年に登録された世界初の多局受
信型電波腕時計「Cal.7400」、2019
年の世界初の太陽電池充電式のアナ
ログ水晶式腕時計シチズンクリストロ
ンソーラーセル「Cal.8629-7J」に続き
3件目の登録となる。なお、未来技術遺
産の登録証授与式は、9月14日に国立
科学博物館で執り行われた。

　セイコーウオッチ㈱
の、ぜんまいで駆動しク
オーツで制御する世界
初の高精度腕時計「セ
イコースプリングドライ
ブ 7R68」が、独立行
政法人国立科学博物
館が認定する2021年
度「重要科学技術史資
料（愛称：未来技術遺
産）」に登録された。
　セイコー製品の登録
は、2018年度の世界
初のクオーツ式腕時計「セイコーク
オーツアストロン 35SQ」、2019年度
の世界初の6桁表示デジタルウオッチ
「セイコークオーツLC V.F.A. 06LC」、
2020年度の「スパイラル水晶時計 
SPX-961」、 「音声報時時計ピラミッド

トーク DA571」、「超超
薄型掛時計 HS301」
の3点に続き、4年連続
となった。
　今回認定のスプリン
グドライブをはじめ、セ
イコーの未来技術遺産
登録製品および関連資
料はいずれもセイコー
ミュージアム銀座に常
設展示されている。
　「重要科学技術史資
料（未来技術遺産）」と

は独立行政法人国立科学博物館が、
次世代に継承していく上で重要な意
義を持つ特筆すべき発明や開発品を、
世界有数のわが国の科学技術の歴史
を示す実物資料として登録する制度で
2008年に制定された。

　セイコーウオッチのファッ
ションウオッチブランド『ワ
イアード』の「REFLEC -
TION（リフレクション）」シ
リーズより、ソーラークロノ
グラフモデル3機種と、華や
かな変形ケースのクロノグ
ラフモデル3機種が、10月8
日より発売される。価格は

24,000円～31,900円。
　「REFLECTION」シリーズは、光の
煌めき表現するスタイリングが特徴。
今秋、シャープなフラット面を多用した
立体造形により、ケース／ブレスレット
が美しく煌めく新モデル群が登場す
る。
　ソーラークロノグラフは、鋭く輝くフ
ラット面と、艶やかなラウンドベゼルを
組み合わせたスタイリングに、立体ダイ

ヤルが華やかに
輝き、ドラマチッ
クな光を放つ。
　個性的な八角
形のフェイスを、
フラットなカット
面でシャープに
際 立 たせたス
ポーティなクロノ
グラフは、ケース
からブレスレット
に向けて流れる
ように繋がるフォ
ルムと、仕上げ分

けされた金属光沢が、上質な光と共に
強い存在感を放つ。

　デビアス フォーエバー
マークは、9月15日～12月31
日まで、デビアスフォーエ
バーマーク ダイヤモンド 
ジュエリーを11万円（税込）
以上買い上げた顧客に、オリ
ジナルギフトをプレゼントす
るキャンペーンを実施する。
　今回のギフトは、英国の
ジュエリーボックスブランド

「STACKERS」によるミニトラベルケー
スで、デビアスフォーエバーマークの
ロゴ入り。ハンドバックにも入るミニサ
イズのジュエリーケースは収納にも持
ち運びにも便利。今年デビューした新
作・アヴァンティ™コレクションほか、
定番のセンター・オブ・マイ・ユニバー
ス、華やかな季節に活躍しそうな
Two D コレクションなど、幅広いアイ
テムが対象となる。

　㈱丸善の主催による西日本
最大の“宝石のお祭り”「いちご
ジュエリーフェスティバル2021」
が、10月9日～11日の3日間、な
んばスカイオ7Fコンベンション
ホールで開催される。
　新型コロナウイルスの影響が
長引く中、楽しみにするユーザー

の声を聞きながら準備を進めている。感
染予防対策は昨年同様に徹底的に実
施。安心して来場出来る環境を整える。

　国内外のウエディング、MICEマネジメ
ント、レストラン事業をはじめ、ホスピタリ
ティを持って上質なライフスタイルを提
案するTAKAMI GROUPのTAKA-
MI BRIDAL（高見㈱=京都市下京区、
高見重光代表）は、9月1日より地球に優
しいラボグロウンダイヤモンドのティア
ラ・ネックレス・イヤリングのレンタルを開
始した。

　TAKAMI BRIDAL
では、身につけた時の
美しさにこだわり、ダイ

ヤモンドのカットからティアラのアール
まで、花嫁をより美しく魅せるデザイン
にこだわる。また、天然石のダイヤモン
ドに比べてサステナブルに供給できる
ことから、手にとりやすい価格で提供で
きることも魅力としている。
　TAKAMI BRIDALは、青山、丸の
内、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、
福岡で展開。 　日本最大級のリユースデパートを展

開する㈱コメ兵が展開する、サステナ
ブルジュエリー「ミ・ルーナ」が、9月2
日、㈱そごう・西武が西武渋谷店の
パーキング館1階にオープンしたメディ
ア型OMOストア「CHOOSEBASE 
SHIBUYA」内に出店した。
　「CHOOSEBASE SHIBUYA」は、
店頭とECで顧客・商品、在庫情報が
統一されたストア形態となる百貨店業
界初のメディア型OMOストアとして注
目されている。半年ごとに編集テーマ
を変えてフロアやブランドを展開。1st
シーズンは「タイムリミット」がテーマ。
環境破壊が進み、地球や文化の「タイ

ムリミット」が近づいていることに対す
る問題意識を持ち、プラスチックフ
リー、オーガニック、リユース、ロングラ
イフ・プロダクトなど、「タイムリミット」を
多角的に捉え、具体的なアクションを
起こしているブランドが一堂に会す。
　「ミ・ルーナ」は、一度ジュエリーとし
て輝いた天然石やパールをアップサイ
クルして、新しい姿へと生まれ変わらせ
たサステナブルジュエリーブランド。店
頭では、WEBサイト上で販売する商品
を、直接みて、触れて、選べる機会とし
ている。
　また今回、地球に優しいアクションを
しているDtoCのブランドとしてミ・ルー
ナの“アップサイクルジュエリー”という
取り組みに共感してもらえ、出店に至っ
た。

　エシカルジュエリーブランド
「HASUNA」の婚約・結婚指輪が
JKPlanet銀座2丁目店で9月より発売
開始され、同店は銀座エリア初の
HASUNAブライダルリング常設店に
なった。店頭にはHASUNAブライダル

リング全商品を揃える。
　JKPlanet銀座2丁目店は、人気の
30ブランド1500種類のブライダルリン
グをワンフロアで比較・検討できるセレ
クトショップ。銀座本店や表参道店は
2011年のオープン以来、多数のTVド
ラマや映画ロケ地、結婚指輪の衣装協
力などで有名。

　TANAKAホールディングス㈱傘下
で田中貴金属グループの製造事業を
展開する田中貴金属工業㈱は、米国
のベンチャーキャピタルAmbix Ven-
ture Management, LLCが運用する
医療機器ベンチャーファンド「Ambix 
Life Science Fund」へ出資したこと
を発表。
　同社は今回の出資を通じて、国内は
もとより海外での展開もこれまで以上

に強化し、安心で安全な医療業界の
発展に貢献していくとしている。具体的
には、医療分野における貴金属部材を
活用した最先端医療の進歩への貢献
を考えている。
　白金や金など
を用いた貴金
属部材は、バ
ルーンカテーテルやガイドワイヤー塞
栓コイル、ステント等血管内治療用機
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器に多く使用さ
れている。白金
や金などの貴

金属は、生体親和性の高さに加え、他
の金属に比べ比重が重くX線不透過

性が高い点が特徴。それにより、バ
ルーンカテーテルなどの医療機器を血
管内に挿入する際に、貴金属部分を視
認する事で血管内での位置を確認し
ながら施術ができるという利点がある。

田中貴金属工業が米国の医療機器録
ベンチャーファンドに出資

　暴力団「工藤会」総裁に下った死刑
の判決は国家権力の怖さを垣間見せ
た判決である。直接的な証拠もなしに
推定を積み上げて被告を犯人に仕立
て上げ縛り首にしてしまうのは驚くほか
はない。西部劇の私刑と重なるような
「真昼の暗黒」と言うべきかもしれな
い。
　この手法なら現政権に目障りな政治
結社、宗教団体、等 も々すぐに組織トッ
プ、幹部を逮捕、懲役刑にしてしまうこ
とが可能である。たしかに仲間内だけ
でなく一般市民にも容赦なく襲い掛
かり、射殺や手榴弾による殺傷事件
を起こす「工藤会」の所業は暴力と恐
怖によって社会を支配し法秩序など
眼中にないがごとき狼藉と言わねば
ならぬ。要するに「無茶苦茶」なのだ。
が、彼ら実行犯は阿吽の呼吸で総裁
の意図を忖度して事に及んでいる。
逮捕されても総裁は犯行の埒外にい
ることになる。忖度は実に便利な手法
で、企業においても、官僚組織におい
ても同様に行われていて組織防衛の
工作と言ってもよい。責任はすべて部

暴力団/暗黒裁判
忖度の攻防と
もうひとつの忖度
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下がかぶるようにできている。「工藤
会」の壊滅がなかなか進まなかった原
因の一つがここにある。総裁以下幹部
はほくそ笑んでいたに違いない。「確た
る証拠がないから捕まるはずはない」。
　が、物事には必ず限度というものが
ある。暴力的所業が改められることも
なく社会秩序への挑戦が継続すれば
何が何でも「工藤会」を壊滅してしまう
のが国家権力というものである。容赦
はないのである。証拠があろうがなか
ろうが、間接的証拠で逮捕起訴してし
まうのである。裁判はもちろん公平で
公正でなければならない。その建前は
建前として断固として国家意思を貫く
のが権力の恐ろしさである。権力の尾
を踏めば裁判官も裁判長も国家意思
を忖度して「死刑」にしてしまうのだ。
「工藤会」の忖度と裁判所の忖度の攻
防がここにある。言ってみればこれは
事実上の合法的殺人なのだが、法曹
界から明確な異論反論は出てこない。
一目ではわからない程度の理論武装
はきちんとしているのである。オウム事
件の時信者を片っ端から微罪で逮捕

拘留して小沢一郎からやりすぎではな
いかと批判されたが、国家秩序の根
元が揺らぐと認識すれば法務官僚は
いかようにも何でもやりかねないので
ある。
　「工藤会」の裁判は控訴上告を経て
最高裁まで行くだろうか。そして本当
にこの危うい判決を最高裁が確定し
て死刑を執行するだろうか。そこまで
行けばさすがに世間が騒ぎ出すかも
しれない。権力にとって望ましいのは
被告に裁判途中で病死なり自殺なり
「獄死」してもらうことだ。下級裁判所
の判決だけでも暴力団関係には抑止
効果はある。コロナ感染による死亡と
いう名目なら火葬まで一気に進めるこ
とができる。権力の意を忖度しての獄
中不審死はあり得るかもしれない。
（怖い怖い）もちろん私なりの妄想な
のだが、「暴力団」関連という市民受け
する衣の奥で権力がいかなる振る舞
いをするか、この裁判の展開は注視し
て行かねばならないと思っている。
　　　　　　　　　　　　　  貧骨
　　   cosmoloop.22k@nifty.com
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