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需要が高くて何をしても必ず捌ける、 が中国で製造されており、世界市場

世 界のラボグロウン ダイヤモンド.

Vol.3

グローバルマーケットでの需要の

「未来予想図」
ここ最近ラボグロウンダイヤモンド

に流れているという事になります。

といった具合です。
よほどの好調市場で無ければこう

1年前はこのような状態では決して

いった冗談を言わないと思うので、青

なかったので、
いかに中国の企業がし

天 井な様 子が 容 易に想 像できます

たたかに国際社会の需要に対してい

増加（過去２年の期間で言えば６倍

ね。販売市場ではアメリカの一人勝ち ち早く順応し、市場の変化を捉える事

の急増）に応じるかのように、3つめの

のように思われますが、
その好評の余

“ 世 界 N o . 1 ”で最 大 量を誇るL G D

韻が飛び火した事を受けて実はアジ

に優れているかが伺い知れます。

こ ア、中東やヨーロッパでもすでに小売
（以降はLGDと表記）を取り巻く“世 （高温高圧式）の生産国が中国で、

順調にグローバルマーケットで成

界ナンバーワン”が今だかつてない変

こ数年マーケットの急速な変貌により りと卸 売のネットワークが着 実に育

長しているLGD事業が、
ウクライナ紛

化の渦の中にある事は皆様ご存知で

大きく変革（量産体制の確立と同時

ち、立ち上がろうとしています。ただし

争により大きく局面が変わる可能性

しょうか？

に品質の向上による改善）
をもたらそ

先程申し上げた、
５つの“No.1”国の

が出てきました。冒頭で伝えたウクラ

間でいずれかでもバランスを失えば、 イナのLGD企業では、多くの女性ス

その要因は紛れもなくロシアのウク うとしています。
ライナ侵攻による影響もありますが、

次いで4つめの“世界No.1”である

まず、
１つめの“世界No.1”として5カ

インドが、世界の大多数のLGD加工

ラット以上の大粒LGDを最大生産数

を一手に引き受けて加工していること

す。天然ダイヤの鉱山も有しており、世

多いのもその理由からきています。

手伝いをする事になっている為、今も
この５つの国の中で唯一他国の影

危険と背中合わせの状態です。争い

響を受ける事が最も少なく、LGD製

が終わるまで皆が無事にいる事をた

界の1／3〜1／4が発掘される天然

最後に５つ目の“世界No.1”が現

造過程の最初の成長から最後の研磨

だただ願うばかりですが、実はこの無

ダイヤが国際社会での制裁の対象に

在最大の消費国である、
そう、
アメリカ

を大量生産し且つ安定的に自国のみ

益な紛争は2つのLGD事業の“世界

なりそうですが、実はLGDとも非常に

です。恐ろしいほどの消費を見せてい

で完結できる国があり、
それが中国な

No.1”を同時に強制的に巻き込み、

関係の深い国なのです。

る国がまさにアメリカであり、余談で

のです。この 国 には B I G 3（１社 で

今も我々の市場に対し悪影響を及ぼ

すが15年前に経済と株価上昇が絶

HPHT製造装置４０００台以上ある し続けている最中であると言えます。

そのロシアが無慈悲に攻めている
ウクライナのキエフにLGDを生産する

と言われる製造メーカーがあ
頂期にあった中国でタクシーに乗っ レベル）

私は2つの会社とも個人的に繋が

会社があり、実はこの会社こそが２つ

その内の1社の輸出金額が日本円
た時、資産運用をしそうに無いような り、

りがありますが、
どちらも“とばっちり

めの“世界No.1”の、大きさのギネス

運転手に、“今中国の株をどれでも買

にして月間約37億円（ラフダイヤ）
でし

以外の何物でもない”というコメント

記録（109.81ct）を樹立した会社な

えばどれでも必ず値段が上がる”と満

たが、その内のほとんどがインドに輸

で、“百害有って一利無し”の紛争が

のです。非常に優秀な技術者がたくさ

面の笑顔で冗談を聞かされた事があ

出されており、次いで中国国内で研磨

1日も早く終わる事を祈ります。

ん在籍し、LGDのカラーストーンなど りましたが、現在インドの販売業者は

加工されているといった様相です。 こ

も手掛ける企業ですが、
もちろん今は

満面の笑顔で“仕入れたLGDをアメ の3社には少し生産数の根本的な差

まともな製造ができる状態にありませ リカに持っていけば必ず全て売れる”

があったとしても、少なく見積もっても

という冗談を聞かされています。
そう、 月間約100億円以上のLGDの原石

ん。

歳の新成人と共同制作する映像で
腕時計の新しい価値を模索し︑
伝える

18 「Made by U25 project」

シチズン、
宣伝会議、
アミューズがタッグ

一般社団法人日本グロウンダイヤモンド協会
理事

林

裕民

を組んで映

代を起用した映像作品で腕時計の新

が選ぶ「U-25 クリエイター」
とアミュー

像作品を制

しい価値を伝えていくことができる絶

ズに所属する
「U-25 アーティスト」に

作し、若 年

妙なタイミング。

よって、継続的にコンテンツ発信をして

6，952件と5年連続で首位の座を守

世界知的所有権機関（WIPO）は、 り、
中国企業の出願件数増加が目立つ

の国際特許出願件数を発表した。

それによると、新型コロナウイルス感

染症のパンデミックの中にありながら

も、2021年はPCT国際特許出願件数

が過去最高を更新したと明らかにした。
国 際 特 許出願 件 数の増 加 率は＋

0 . 9％と微 増ながらも、過 去 最 高 の
277，500件となった。

結果となった。

２０２1年 （前年比）

①

中国

６９，
５４０ （＋0．9％）

②

米国

５９，
６００ （＋１．
９％）

③

日本

５０，
３００ （−０．
６％）

④

韓国

２０，
７００ （＋３．
２％）

⑤ ドイツ

１７，
３００ （−６．
４％）

（特許業務法人共生国際特許事務所所長）

URA inspired b y j a ponism」
をT A S A
KI銀座本
店で、3月
16日〜4月
1 8日まで
パ ー ルとダイ
ヤモンドを、2 大

開催している。
同イベントのために特別に制作され

エレメントとし、 初披露となる4作品は、すべて伝統的
日本から世 界 へ

な日本美術にインスピレーションを得

ラグジュアリーで

ている。古代からの絵具「胡粉」によっ

モードな美を発

て日本古来の美を表現した白い背景

信するプレミアム

に、独特の点描画法で立体的にモチー

ジ ュ エ ラ ー

フを描くことで、
アートにおける新しい

「 TA S A K I 」が 、 ケミストリー（化学反応）がうまれた。

いく。
プロジェクトを通じて生み出され

自社 養 殖 場で自

さくら色をイメージして開発された

の魅力を伝

ルの変化により腕時計をしない若者が

たコンテンツはシチズン公式WEB サイ

然環境と共存しながらサスティナブル

TASAKIオリジナルゴールド、SAKU-

えるプ ロ

増える中で、腕時計の既存の価値を若

トの特設サイト内にて6月から順次公

かつエシカルな方法で育んだ真珠貝

RAGOLD™を使用したジュエリーを

ジェクトを

い世代に伝えるのではなく、若い世代

開予定となっている。

の貝殻から抽出した
「胡粉」を使用し、 はじめ、TASAKIジュエリーの美と森

開 始するこ

と映像作品を共同制作することで腕時

第一弾参加アーティスとして、新成人

現代美術家 森勉氏により特別に制作

勉氏によるサスティナブルなアートとの

とを発 表し

計の新しい価値を模索し、伝えていく

となった18歳のタレント、国本梨紗をは

された絵画を展示するイベント
「SAK-

コラボレーションを堪能したい。

た。

ことを目的としている。

じめ、
ミュージシャンのNOA、俳優・声
優の青山凌 大が 決 定 。参 加クリエイ

シチズン時計㈱は、
「腕時

ら、日本の成年年齢が20歳から18歳

会議（東京都港区）、㈱アミューズ（山

ターと第二弾アーティストは順次決定

計の新しい価値」をテーマ

に変わった。新成人となり
「今」につい

梨県南都留郡）の3社が連携して立ち

し、最終的には6本の映像作品を公開

に 、2 5 歳 以 下 のクリエイ

て深く考えるタイミングである18歳、19

上げ、宣伝会議発行の月刊『ブレーン』 する予定だ。

ターとアーティストがタッグ

歳を中心とした若年層に向けて、同世
さらに2 0 0 6 年より、世
界 に 先 駆 け 原 石 のプ ロ
ヴェナンス
（来歴）やトレー

100年の歴史を誇るUCHIHARA

サビリティ
（生産履歴）を明らかにして

Groupが手がけるジュエリーブランド

いる。選び抜かれた原石を信頼できる

「SABIRTH」が、
「サバース誕生祭」、 サプライヤーから調達。現地で研磨し、
「サバース誕生祭フェア」を、それぞれ

特に輝きが優れている石のみを輸入

ガレリアUCHIHARAとサバース全店

し、
デザインしている。0.17ct以上のダ

舗で4月に開催する。

イヤモンドのガードルに最大10桁の番

するサバース誕生祭では、
アイコンジュ

機 器 大 手の華 為 技 術（ H u a w e i ）は

スマートフォンの普及やライフスタイ

同プロジェクトは、
シチズンと㈱宣伝

UCHIHARAの地下ホールで開催

企業別では、中国企業13社がトッ

プ50に入り、前年から1社増加。通信

層に腕時計

4月1日か

現地の生活水準向上にも貢献する
「SABIRTH」が誕生祭を開催

其の

特許協力条約（PCT）
に基づく2021年

TASAKIと森勉氏による
サスティナブルなアートの融合

もあり、
そのせいか販売業者が異常に

が、男性陣は国策として専守防衛の

影響を受けるでしょう。

件となり、
3年連続で世界1位となった。

国際特許出願件数、
中国が３年連続世界１位

自然環境と共存した自社養殖場

として供 給できる国が実はロシアで

LGDグローバルの末端市場は大きく タッフはすでに西側に避難しています

国別では、
中国の出願件数が69,540

佐藤英昭弁理士による

『特許の哲学』

第2452号

号を刻印し、研磨工場や研磨責任者
などの履歴を厳密に管理する。

小売の十字路

189

■シライシが宮崎と四日市に初出店
日本最大級の成約数を誇り、全国に

専門店「銀座ダイヤモンドシライシ」
（㈱
ニューアート・シーマ）
は、4月8日に
「宮
崎店」
を、22日に
「四日市ふれあいモー

55店舗を展開するブライダルジュエリー

ル店」
をグランドオープンする。

員の教育に時間を取られる、従来の阿

ラができて「通」の客は消える。
これが

吽の呼吸が通用しないということでバタ

あこがれの繁盛店なのか−、
どこかお

バタする。
当初より仕入れの量が増えて

かしい、
どこで間違えたか。

きめ細かい見極めができなくなる。
レシ

経営指標に損益分岐点があるよう

ピは同じでも微妙に味が変化していく。 に繁盛店には繫盛分岐点がおそらく存

繁盛店のラーメンは
たぶん美味しくない

でも客足は途絶えない。
一度は食べてみ

在する。
これ以上客足が増えてしまっ

よう、
行列があるから自分も並んでみよう

たら味でもサービスでも限界値を超え

という野次馬客がさらに行列を作る。

てかえってレベルが下がるという境目

美味しいラーメンがあるから行列が

である。そこをどこまで意識できるか。

知コストを掛けている。そのうちに少し

できる理屈は行列ができるからその店

繁盛を目指しながら尚且つ意識的に

今日もあの店の前には開店前から

ずつ客足が伸びて口コミで評判が広

のラーメンは美味しいはずだと成る。論

繁盛させないといういわばアクセルとブ

行列ができている。
自分の店は典型的

がってきた。
というサクセスストーリー

理が逆転する。味が落ちてもその味こそ

レーキの使い分けが必要なのだ。

な街中華で客も固定してさほど売り上

は現実には難しいが仮にその様な展開

が美味しいもので自分の味感覚が間

時系列でみれば「通」の客がぼちぼ

違っているのだと錯覚する手合いは結

ちと増え始めたそのあたりが最もおい

エリーの「FOREVER STAR」や人気

ボツワナや南アフリカなどのサザン

コレクション「GOOD HOPE」をはじ

アフリカ地域では原石の採掘だけに限

げが落ち込みはしないが伸びもない。 で話を進めてみる。

その味に触れ
構いるものだ。権威とはそういうものだ。 しいラーメンだったはず。

め、高品質ルースを使用したセミオー

られていたが、サバースは現地で研磨

くすぶっているのである。
どうにかして

手ごたえが感じられると益々やる気が

ダーやフルオーダーの受注（予約制）
も

を実施することにより雇用を拡大し、生

自分の店もあの店のように繁盛店にな

充満してそれがまた好循環を生み、
たと

繁盛店になったら当然人件費、光熱

るのはなかなかタイミング的に難しいも

行う。各店でのサバース誕生祭フェア

活水準向上にも貢献している。ボツワ

りたい。マスコミに取り上げられるほど

えば高名な評論家も来店してSNSで発

費等の経費も増える。諸々の経費が否

のだが食する側にもそれなりの手間暇

では、普段遣いできるシンプルなデザ

ナ共和国は、宝石品質のダイヤモンド

の評判が欲しい。
うらやましさと悔しい

信されると客足はぐんぐんと伸びていく。 応なく嵩んで売り上げが落ち込んでく

が必要なのである。
「極上」
とはそういう

インから存在感のあるハイジュエリー

原石産出量が世界第二位。国家予算

気持ちとねたましさが混然となって毎

明日は明るい、希望に満ちている。が

るとすぐに赤字になる。繁盛店は自転

まで幅広く展開する。

の30％が教育に、25%がヘルスケアの

日悶々としている。
それだけでは心が空

いっぽうで店のシステムはそのままだか

車操業のように繁盛し続けなくてはな

世界的にも質の高さで知られるサザ

ために支出。小学校から大学までの教

中分解してしまうが、
日々あれこれと創

らひずみが出てくる。
なじみの客に
「通」 らなくなる。今までならラーメン作りに

ンアフリカの原石を使用し、
アフリカの

育と国民の医療が無料。
クリーンなダ

意工夫したラーメンに挑戦してみてい

の客が少々程度なら忙しさも何とか賄え

没頭できたのに経営管理の仕事が日

情景をインスピレーション。個性豊か

イヤモンド産業からの収入で、人々の

る。味にこだわるだけではなく、
タウン

るが、不特定多数が押し寄せるとそうは

増しに膨れ上がる。店の雰 囲 気が変

貧骨

なデザインが楽しめる。

生活向上、教育と福祉を支えている。

誌の広告宣伝も積極的に利用して周

いかない。
まずはスタツフが足りない、店

わってなじみの客の足が遠のき味にム

cosmoloop.22k@nifty.com

ものだろう。
ジュエリーの特別セールを開催しな
がらそんなことを考えた。

