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Tusk創設者&グローバルCEOの

美しい自然を保護するた

めの取り組みの一環として、 チャールズ メイヒュー氏は「フォーエ
バーマークが保護活動に深く関わり、

生物保護組織Tuskに4万ポ

支 援してくださることに感 謝していま

ンドを寄付し、
アフリカ南部

す。密猟によりサイに迫る脅威は重大

で進められている2つのサイ

な局面を迎えています。有史以前から

の保 護プロジェクトの支援

存在してきたとされる種が絶滅し、永

に充てられる。

遠に消えてしまうかもしれないリスクが

る
「グローサリーピックアップ」を全店

「ア
ＩｏＴ」
という新たな観点で分類され， ドット・コムが既存の小売業を脅かす

舗の4割に導入。
アマゾンにはない全米

其の

その定義については以下のように変更

マゾン・エフェクト」
が猛威を奮っていると

に5千を構える店舗網を生かして利用

されている。

して、
米小売り大手のシアーズ・ホー

ＩｏＴ関連技術に関する
国際特許分類
（ＩＰＣ）
新設

（１）
ＺＩＴではネットワークに接続さ

ルディングスなど名門企業の経営破

れたものであるのに対して，
Ｇ１６Ｙで

綻が相次ぎ、
米国で閉鎖した店舗数

はインターネットに接続されたものに

から開店した店舗数を差し引いた純

限定。

減数は2017年以降で計約1万店と

ＺＩＴでは「新たな価値・サービス
ＩｏＴ
（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ ｏｆ Ｔｈｉｎ （２）

なった。
米国で18年に閉鎖した店舗

ｇｓ）関連技術に関して，
２０２０年１

を創造する」
との観点から，単にネット

の面積が最高を更新し、
さらに勢い

ないものであるか、
そして人々が協力し

月から新たな国際特許分類（ＩＰＣ）
と

ワークと接続している技術を排除して

を増すと取り上げている。

ている。サザン・アフリカン・

てその保護に取り組んだ時に何を成し

して，分類「Ｇ１６Ｙ」が新設される。従

いるのに対して，Ｇ１６Ｙでは，汎用の

また、2019年1〜3月期決算は

ワイルドライフ大学は、サイ

得るかを、今私たちに気づかせてくれ

来の分類（ＺＩＴ）は日本固有の特許

計算機・通信機器，単なる監視・制御

純 利 益こそ過 去 最 高を更 新した

ます」
と話している。

分類であるが，
こちらはＩＰＣのため世

といった汎用的な機器や機能を付与

が、売上高の伸び率は前年同期か

対象から除外。

ら半減。北米では実店舗を持つ米

アフリカには野生のクロサ

現実に近づいているのです。サイは自

イ4800頭、シロサイ2万頭

然界とその資源がいかに美しく、はか

が生 息していると推 定され

を守るための4つのプロジェクト
（密漁
防止の技術を身に付けるための保護

界共通の分類となる。

官の訓 練 、空中からの査 察・監 視 部

Ｇ１６Ｙは，ＺＩＴの付 与 観 点「 業

隊、追跡犬部隊、現地のコミュニティに

種」に加え，
「モノにより探知又は収集

参加してもらい情報を収集すること）
に

された情 報 」
「ＩｏＴインフラストラク

（特許業務法人共生国際特許事務所所長）

！？

米小売店︑
3年で1万店減

フォーエバーマークは野生

『特許の哲学』

第2392号

日本経済新聞によると、米アマゾン・

チャ」
「 情報処理の目的に特徴がある

佐藤英昭弁理士による

小売業のネット活用が今後の鍵

アフリカ南部 サイの保護支援に
フォーエバーマークが4万ポンド寄付

（6）

者が増えており、
ウォルマートの18
年11月〜19年1月期のネット通販
事 業の売 上 高は前 年同期比で
43％増えた。
アマゾンは米国のネット通販市

場で4 7％のシェアを握り、ウォル

マートは5％程度に過ぎないが、米
調査会社イーマーケターによると、

ウォルマートの18年の米国のネッ

ト通 販 事 業 の 前 年 比 伸 び 率 は
39.3％で、
アマゾン
（23.1％）
を上

回っているとされる。

ウォルマートの攻勢が強まり、中国

さらに、2019年5月〜7月期決算

ではアリババ集団など地場企業の

は、最終損益が36億1000万ドル

壁を崩せない。かつての成長の勢いが （約3800億円）の黒字に転換。生鮮食
鈍り始めているとの記事も掲載されて

品や飲料の販売が好調だったほか、成

のプロジェクトは、車両、徒歩、飛行機

いる。

長分野であるインターネット通販部門の

による継続的なクロサイの生息数の監
視、そして密猟防止のパトロールを中
心に進められている。
ティファニーが中国の上海にて、
ブラ

した最も重要な作品を介し、
まるで空

ンドエキシビション“VISION & VIRTU

想のような世界へと誘う。
また、現代の

OSITY”を開催している。これはティ

エンゲージメントリングのスタンダード
スタイルとな っ たティ

ファニーのきわめて創造

ティファニーが上海で
ファニーセッティングを
性 豊かなジュエリーの
ブランドエキシビション
はじめ、ティファニーが

名 作の数々を称えるも

ので、
ティファニーにとって、
このような

発表してきた先駆的な技術や作品を

エキシビションは初めての試み。
エキシ

紐解く。11月10日まで一般公開され、

ビションでは、歴史、
ブランドコードの

売上はチャリティ活動に寄付される。

探 求 、そして未 来を垣 間 見る体 験と

9月19日にはパーティが開かれ、
ブ

いったブランドの旅を通して、ティファ

リー・ラーソン、
コン・リー等、数々のセ

ニーの世界観を体感できるもので、名

レブリティやインフルエンサーがティ

声を築いたブランドのヘリテージを深く

ファニーのアイコニックなジュエリーを

掘り下げ、
その唯一無二な歴史の重要

纏って来場。
日本からも水原希子さん

性を現在に伝える。

等がイベントに参加し、華やかな夜を

ティファニーのアーカイブから厳選

美しく彩った。

いちごジュエリーフェスティバル
10月12日〜14日

ティバル」は、10月12日〜14日、大
阪のハービスホールで開催。令和最
初 のいちごとして、一 押し商 品 の

西日本最大級の集客を誇り、宝石の

コーナーなど充実した企画が用意さ

お祭りとして賑やかな会場で知られて

れるほか 、ダイヤモンドジュエリー 、

いる
「第29回いちごジュエリーフェス

パールジュエリー、カラーストーンジュ

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
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TASAKIがNYのショーで
エクスクルーシブなハイジュエリー披露

注力。
また、セーブ・ザ・ライノ・トラスト
スクルーシブなハイジュエリーが披露
された。
これは
「WHO GETS TO BE AME
RICAN?」をテーマに、希望や勇気を
称賛する、真のアメリカンドリームへの
賛歌として生み出されたもの。最高級

米 国 最 大の小 売チェーン、ウォル
マートは、実店舗とインターネットを組
み合わせ、商品の当日受け取りサービ
スを拡大している。
ウォルマートは、車から降りなくても

「TASAKI Atelier」のフェスティブで
TASAKIのクリエイティブ

モダンなハイジュエリーと、エターナル

ディレ ク タ ー P r a b a l

な美しさを誇るパールネックレス、特別

Gurung氏によるNYファッ

に製作された、ボリューミィなイヤリン

ションウィークの S p r i n g

グのバリエーションは、ひとりひとりの

2020 ショーで、
「 TASAKI

個性を輝かせるようなパワフルな美し

Atelier」
コレクションのエク

高は2％増の1303億ドルに伸びている。
日本国内においても、ネット通販の
普及が一段と進めば、小売業に何らか
の対応が必要で、対応次第で売上高

ネットで注文した生鮮食品を持ち帰れ

を伸ばすことが可能だということだ。

最新のジュエリーコーディネート

の重ね着けや合わせ方、新しいスタイ

のパールやダイヤモンドを用いてエク
スクル ー シブ に 製 作 され た

売上高も37％増と拡大し、全体の売上

充実のコンテンツ「4℃」公式アプリ

ジュエリーブランド「4℃」の公式ア
プリが登場した。

リングにチャレンジなどの参考として楽
しめるのが特徴。
アプリでは、新作ジュエリー情報や
お得なキャンペーン・フェア情報をいち

アプリ内で毎月更新されるWEBカ

早く知らせるほか、お気に入り商品を

タログでは、洋 服に合 わせたジュエ

保存・購入までスムーズに行えるEC機

さに満ちていた。

リーコーディネートを紹介。
ジュエリー

能が搭載されている。

のことで、
いったいどんな変化がこの先

のに結構手間取る。
もしもパッケージに

ズンの 展 示 会に行ってみたが 、セイ

待ち受けているのだろうか。
キャッシュ

反対色の美錠が添付してあればずい

コーの会場で磁気センサーのデモを

レスに象徴される金融システムの溶解

ぶんと手間が省ける。がそれ以上に思

行っていたものの市販の製品を使用し

はどんどん進んでいるし、自動車は無

うことは、美錠には様々な意匠が凝らし

ていたので参考にはならなかった。時

人運転が実現間近だ。変革の大きな

てあってそれなりに美しいと感じるのだ

計に接触するセンサーの先端部が太

渦があらゆる業界を巻き込んでいるの

が、予備の反対色にするとどうしても平

すぎて、時計の巻き芯を抜いてみなけ

だが 、はて我らの時 計 業 界もジュエ

凡なものになりがちで、
それでは皮バン

れば測れない仕様になっている。本来

リー業界もまるで異世界のごとく平穏

ド自体の良さが減じてしまうのである。 時計用に開発されたものではないだろ

にして変化らしい変化が見えない。喜

美錠とバンドの一体性こそが時計バン

うから使い勝手が悪い。磁気による影

ぶべきことか身構えるべきことか不分

ドの持ち味だからこそ、美錠のデザイン

響は今後も考えられるわけだから、是

そんなわけで書くことがない。 にメーカーはこだわっているのではな
今朝の新聞に
「アマゾンエフェクト」 明だが、

非時計メーカーは、時計用の簡単に使

小売の十字路

161

書くことのない
今に書く重箱の隅

エリーなどの新

の文字が躍っている。米国ではアマゾ

だから
「重箱の隅」
をつっつくが如きこ

かろうか。客の中に美錠にまでこだわる

える磁気センサーをなんとか作っても

作 が 揃い、
「ラ

ンの勢いに押されて小売業の廃業、倒

とを取り上げてみよう。

人は少ないのだが、それでもメーカー

らいたい。
「○○ガウスの磁気おびの為

ナ アレッタ 」

産が増えているという記事だ。今後もこ

にはこだわって反対色の美錠を添付し

時間がずれてますよ」
という説得力のあ

「 ド ゥ ー ズ・

の傾向は続くだろうと書いてあるが、世

常々疑問に思っていることだが、腕

て欲しいと思う。すべてのバンドにとは

る説明が小売りの店頭で可能になる。

ドゥ 」
「 エ クレ

の中まったくもって猛烈な速度で動い

時 計バンドメーカーは皮バンドの場

言わないが、美錠一つでバンドの魅力

付け加えれば、時計の修理を生業にし

ブ」
「セイレーン

ている。

合、
なぜ美錠の金色と銀色を同時に用

が一段と引き立つと思う。

ている人たちは、修理報告書を作成す

ア ズ ー ロ 」
「 ケ ー・ディオ

そういえば「シンギュレーション」な

意しないのだろうか。金色の時計に銀

もう一つ重箱の隅。腕時計の故障原

る場合磁気おびのガウス数を明記して

因の一つに強い磁気を帯びることで時

もらいたい。それはもう当たり前のこと

る言葉を最近知った。AIがどんどん進

色の美錠を付けて渡すわけにいかない

ン」
「 ネオネロ」

化してAIがAIを作り出し、ついには人

から予備に持っている金色に付け替え

間がずれてしまう現象がある。
この場

で「直してあるからいいだろう」
という職

「グランクリュ」

間の手に負えなくなることのようだ。
２

て渡すのが小売りの作業なのだが、必

合、コンパクトな簡易磁気センサーが

人気質は通用しなくなっている。
それが

など 魅 力 的 な

０４５年問題というのがあってその頃

ずしもぴたりとはいかない。

あれば、小売りの現場ではずいぶんと

時代の変化であり要請でもあるのだ。

ブランドも一堂

にはこのシンギュレーシヨンが起きそう

とりわけ剣先がストレートで先細に

助かるのだが、相も変わらずそのような

貧骨

に会する。

だという。5G、6Gの通信の世界は来年

なっていない場合は、使えるものを探す

機器は出回らない。
９月のセイコーシチ

cosmoloop.22k@nifty.com

