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原石価格上昇︑研磨業者の利益圧迫

◆RapSpec A2+ダイヤモン
ドの価格が堅調、バイヤーは
品質の低い低価格帯の商品
に移行している。
3ct及び大粒ダイヤの品不
足が価格を支えている。
原石価格が高く研磨業者
の利益率が圧迫されているに
もかかわらず、De Beersサイ
ト期間中の原石取引は堅調。
AWDC（アントワープ）が自
動研磨技術を発表。

ダイヤモンド市況概況

【6月26日】

インドの5月の輸出額は22
億ドルとなり8%増加した。
◆香港：小売業者のバイヤー
は、0.30、0.50、1ctのD-G、
VS、RapSpec A2+の商品に
対しより高い割引を求めてい
持している。
De Beersの合成ダイヤモン

う言葉がある。人は様々

が認められていた。事実審についても，

な人間関係の中で、切

特許庁の最終審は不当であるから，抗

磋琢磨を繰り返し成長

告審判の審決の決定に対する訴えを，

していく。周囲の人を砥

東京高等裁判所を専属裁判所と定め

石と例え、磨きをかける

られた。

ことが自分を輝かせる

された。
「インフレ」に起因する特許料

本の技術が，生産技術の向上から出発

等の引き上げが行われ，終戦後の法律

した。

制度の改正に伴い，
「 勅令」
を
「政令」，

するジュエリーには、
誕 生日・お祝い・記

マユヤマジュエラー

念日・結婚など、人そ
れぞれ特別な思いが

あることから、同社は同大賞を通じて、
ジュエリーを身に着ける楽しさや感動
を届けたいとしている。

つわる笑いと感動がわき起こる
「第6回

昨年の応募総数は4142句と回を重

きらきらジュエリー川柳大賞」の募集

ねるごとに応募数が増えており、昨年

を、7月1日より開始。金賞には30万円

の金賞作品は
「わたしより ピアスが似

相当のピンクダイヤモンドペンダントを

合う わが息子」
（ 松田佳子さん、北海

贈る。

道）
であった。締切は8月20日。

鑑別書を読み解き
宝石の素晴らしさを知る

AGLが
「宝石鑑別ガイドブック」
発刊

発 端 は 、A G L
のホ ー ムペ ー ジ

上で、鑑別書の説明文を掲載した
ところ、好評を博したことで、
より関
係者に広げたいという思いから発
行に至った。
ガイドブックには、AGL会員機関
（ラボラトリー）が発行する宝石鑑
別書に記載される
「開示コメント」
の意味を理解できるように、わかり
やすく説明。宝石の販売員のみなら
ず、一般消費者によってもわかりや
すい内容となっている。

世界が認めた有田焼の名門﹁香蘭社﹂

「きらきらジュエリー川柳大賞

人生の節目で手に

贈答品に縁起物の鳳凰柄

Rapaport® Diamonds.netより一部抜粋

リズムよりソーラー電源電波置時計

1.6%、2.0ctが1.1%とやや上昇。

磨きによって、
人生は変わる

ちによって、人

水宝協青年部がバックアップ

るので、
良き人と

ジュエリーについて学ぶことのできる

業側としては、出来る限りバックアップ

（特許業務法人共生国際特許事務所所長）

公立の専門学校、山梨県立宝石美術

していきたいと考えている。企業と学生

専門学校の生徒と、今回で5回目とな

という交流会自体が、ほかの業界では

よって駆動し、余った電力

る
「交流会」を6月1日、同専門学校で

行えないことと思っており、地場産業で

開催し、生徒40名以上、企業40社以

ある山梨にしかできないこと。企業の

上が集い、生徒たちが描く夢を企業側

方々は経営に携わる人がほとんどで、

がバックアップした。

決済権（就職）
も持っているほど。
この

計となっている。
文字板は透明感と光沢
感のある白色地に、上品な
印象を与える白パール色の
アクセントを加えている。
ローマ数 字のフォントは、
視 認 性と高 級 感を両 立さ
リズム時計工業㈱

せる極薄の金属製文字を使用。清楚

は、縁起物として尊ば

で上品な印象の白色文字板に、高級

れてきた「鳳凰柄」を

感漂う紺色メタリック光沢のローマ数

有田焼の名門「香蘭

字のコンビネーションは視認性を高め

社 」の 陶 板で 施した

るとともに、落ち着いた上品さと風格を

贈 答 におすすめ の

感じさせる。組立は国内で一つ一つ丁

ソーラー電源電波置

寧に行っている。

時計「4RY713-006」

土肥部会長は
「毎年恒例となってい

機会を大チャンスと思い、自ら積極的

るデザインコンテストは、今年からプレ

にアピールしてほしい。企業側は、学生

ゼンと制作を含んだ製品のコンテスト

がコミュニケーションを取りやすい環

に変更し、
デザインだけでは限りのある

境を作って欲しい。将来、多数の生徒

内面や技術面を見ることができ、企業

が逆の立場になり、山梨の地場産業を

側としても喜ばしい」
と説明した後、交

支えていってほしい」
との願いを込めた

流会を実施するにあたり
「宝美生は、大

あいさつを行った。

きな宝石の原石。
しかし大きくて色の

限られた時間ではあったが、和やか

良い宝石でも、加工の仕方によっては

な雰囲気の中、学生の希望や夢、心配

価値が変わってしまう。
それだけに、
ど

事などの質問について、企業側が“交

のように磨いていくかが重要。
それと同

流会”だから伝えられる、
よりリアルな

じように、人の長所や個性ははっきりと

現実を教えるなど、有意義な時間を過

分からないことがある。素晴らしい才能

ごした。

や能力を持っていても、磨かなければ、
輝けない人もいる。
どうすれば輝きのあ

を、CITIZENブラン
ドとして6月29日より発売している。
古来より成功、成長などの意味を持

ジェムストーンフェア

ち、縁起物として尊ばれてきた「鳳凰

甲府で7月12・13日

柄」が採用され、陶板は有田焼の名門

ンターンシップにも取り組んでいる
エリーまでの総合展示会が、甲府のか
いてらすで開催される。新規出展社も
増え、内容も充実。好評の穴あけコー
ナーやワークショップも設置。両日共

部会が主催の原石、研磨石、宝石、貴

に新宿駅より無料シャトルバス
（要予

石、半貴石、
ルースからネックレス、
ジュ

約）が運行される。

断 末 魔 の 苦 痛を伴う道 筋 の 結 末に

帰であるということが社会的に共有さ

弱肉強食の平穏がそれなりに保た

なってしまう。
たとえば誤嚥性肺炎にか

れねばならない。それは人間なるもの

れているのは強も弱も死を当然のごと

かれば、
それはそれで患者の負担は大

が常に克服しようとしている
「今」への

く受けているからに他ならない。
自然界

きいのである。

思考的エネルギーの方向性を変えて

「ソーラー電源」
（グリーン購入法適合
商品）
を使用し、明るいところでは光に

また、鑑別書に記載された情報を

なお、同組合では、3週間にも及ぶイ

山梨県水晶宝飾協同組合宝石研磨

「 香 蘭 社 」で 製 造されている。また、

世事雑感

生は変わってく

出会える事を祈る。学生生活の3年間

源とする環境にやさしい時

カ
カナ
ナリア
ア43

から出会う人た

で学べることには限りもあるが、我々企

を蓄 電 池に充 電して動力

路傍の
路傍の

ことになる。
これ

山梨県水晶宝飾協同組合青年部

の名称等も改正された。

て行われた。
新憲法の解釈として，行政庁を，事

宝美生は「大きな宝石の原石」

（土肥直史部会長）は、国内で唯一の

を
「国内」等と改められ，官庁
新憲法の制定に伴う法律制度の改 「帝国内」
正が，
１９４８年法律第１７２号を以っ

ベストプライスは0.5ctが‑1.4%と下

笑いと感動をわき起こす

龍泉堂）は、夏恒例のジュエリーにま

する場合のみ，大審院に出訴すること

めとする革新技術の応用に，戦後の日

［提供 : ㈱ネットジャパン http://www.net-japan.co.jp/market/2018/06/post̲215.html］

史を刻むマユヤマジュエラー（㈱繭山

によって磨かれる”とい

懸念が高まっている。

は、既存の在庫価格よりも高い。

帝国ホテルアーケードで95年の歴

抗告審判の審決の法令違反を理由と

の処分の規定，秘密特許制度が廃止

新たに市場投入される商品の価格
ジュエリーの小売販売が減速傾向。

と問いかけ、
「 “ 人は人

る。
アメリカから受けたトランジスタを始

0.3ctのみ‑0.6%とわずかに下落。

ため研磨量を増加させている。

当であるための改正が行われた。従来，

ドジュエリーへの参入に関し、

平均価格は0.7ctが1.9%、1.0ctが

大手研磨業者は品不足を解消する

る人になれるでしょう」

新憲法の軍備廃止に伴い，軍事上

市場へのサプライヤーには打撃だが、 落、他は横ばい。
輸出業者には朗報。

１９４８（昭和２３）年，
新憲法の制定に伴う
改正法の施行

実審についても，最終審とすることが不

二次世界大戦（太平洋戦争）後であ

わずかに上昇。

弱いルピー（INR 68 = $1）は現地

其の

日本の技術の目覚ましい進展は，第

（D-H、IF-VS2）、平均価格が

◆インド：小規模の研磨業者

『特許の哲学』

るが、
サプライヤーは価格を保

◆RapNet Diamond Index
は原石価格が高く苦戦している。

佐藤英昭弁理士による

第2362号

高齢のシマウマは想像しにくい。

の死の循環はもちろん生の循環でもあ

医療の面からだけてはなく、社会的

いくことである。臓器移植もIPS細胞も

るわけで、
それが多分未来永劫にもつ

にも
「死」
は型にはめられている。一人穏

みながみな
「生」
そのものへの執着から

づく摂理として作用している。

やかに
「死」
を迎えようとしても
「孤独死

発している以上並大抵のことではない

人間はこの自然界の摂理の中に埋

を防ぐ会」
なるものが始終見回りにやっ

が、大きな視点で見れば人間の死も動

没することを引き受けることが出来な

てきては監視するのである。やれやれ

物の死と同じように生の循環であるこ

一般社団法人宝石鑑別団体協議

読み解くことで、宝石への理解がさらに

老いた野生のライオンはどんなふう

いからこそ、
自然の制約を克服し、つい

やっと死ねると思いきや「防ぐ会」に見

とは論を待たない。老いたら死ぬ、
この

会（AGL、土居芳子会長）が、小冊子

深まり、同ガイドブックを宝石の購入・

に死ぬのだろうか、
サバンナのプロのハ

にはこの地球上に壮大なる文明を築き

つかれば病院に搬送されて挙句治療

シンプルな原則は立ち止まって考えて

販売の際の手引きとして活用できる。

ンター達の餌食なって食べられてしま

上げたということだ。
「 今」
を常に超えて

いい命題であるだろう。

＊AGL＝中立機関として宝石の鑑

漬けの寝たきりで１０年も生かされてし

うのだろうか。ハゲタカ、
チーター、ハイ

いこうとする人間存在の在り様そのも

まう。伴侶の自然死に立ち会えば、今度

貧骨

別・鑑定業務を通じて消費者利益に

エナ、
ひと癖もふた癖もある猛者連中が

のは、
そうであるがゆえに死期を感じる

は介護放棄の疑いで警察の厄介になり

cosmoloop.22k@nifty.com

資 する立 場 に

ここぞとばかり襲いかかるかもしれな

体内感性そのものを劣化させているの

かねない。笑え

おいて活動して

い。
それとも群れを離れ、象の墓場なら

だろう。

ない悲喜劇で

いる団体。国内

ぬライオンの墓場に飄然と赴くのか。

「 宝 石 鑑 別 ガイドブック」
（オールカ
ラー／全32頁。定価300円＋税）を5
月に発行し、話題となっている。

家庭用永久磁石磁気治療器

金具のないネックレス
簡単に着脱できるマグネット式にして、
留め金を無くしました。多彩なカラー
と素材展開で、
どんなスタイルにも対
応できます。

http://www.sunchalaine.com
〒110-0005
東京都台東区上野5-16-16 天美ビル3階
TEL:03-3836-5800 FAX:03-3836-5850
E-mail:info@sunchalaine.com
ULTRA Neo は当社の登録商標。商品は当社の特許製品。模倣行為は違法であり、禁止。

だから人間は老いて自然に死ぬこと

ある。

有 数 の 会 員機

どちらにせよ野生の修羅場を生きる

がなかなかできなくなっている。食べる

自然 死とい

関 を 擁 して お

動物たち、
とりわけ猛獣には、体の内側

ということは、その姿勢としては起きて

うことが当たり

り、相 互 ネット

から発せられる自分の死期を受け止め

いることが前提になるから、老いて自力

前になるには、

ワークによる先

る本能が備わっているのだろう。餌を

で起き上がることが出来なければそれ

不老不死につ

端的な技術・情

確保できなくなれば早晩死が待ってい

が死期の始まりと言わねばならぬ。
し

な が っていく

報 の 共 有と発

るのである。
シマウマのような草食動物

かし、病院でも施設でも
「生かす」
こと

健康神話が相

行するレポート

は普段から食べられているから危機察

で一切が回っているから、流動食、点

対 化 され 、死

の 平 準 化 を目

知能力は優れているだろうが、死期と

滴、胃ろう、鼻チューブと人為を尽くし

ぬこと自 体 が

指している。

は多分無縁ではあるまいか。死期を感

てしまう。結果、人間にとって
「死」は緩

自然の摂理へ

じるほどには長生きできるとは思えず、 慢な生の衰弱の結果としてではなく、

の意識的な回

南久宝寺町
No.2,13/F,Wah Hung Center,41 Hung To Road,
Kwun Tong,Kowloon,Hong Kong

