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　セイコーエプソン㈱
塩尻事業所の社員で
WP匠工房に所属する
林香織氏が、長野県内
の高度技能保有者を対

象とした令和4年度卓越技能者知事
表彰「信州の名工」を受けた。
　林氏は、クオーツ時計、スプリングド
ライブ、機械式時計という全て特長が異
なる腕時計の組立技能を有し、その動
作原理を熟知し、不具合箇所の発見、

修理調整、復元をす
るに至る全ての工程
において高い技能を
有している。特にスプ
リングドライブの歯車
あがき調整作業で
は、部品の組み合わ
せ調整やルビー石高
さ調整をするなどし

て、1/100ｍｍ単位のあがき調整を行
い、正確に動く時計を組み立てることが
できる。また、全ての作業工程が一人で
できる数少ない多能工時計組立師で、
関係部門と協業し、さらなる品質向上
にも励んでいることなどが評価された。
　林氏は表彰を受け「お客様にとって
感動や人生を共にできるような魅力的
な時計つくりを念頭に、技術技能の向
上を図り、後進への技能継承を進めて
いきたいと思います」と述べている。
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　国内の主要なジュエリーの展示会
にいつも出展していますが、来場する
ジュエリー業者と消費者の両方から
特別な質問をされる機会がここ最近
特に増えた気がします。そこで気がつ
いたのは、最近の問い合わせ内容が
結構ポイントをついた質問が多くなっ
たように思います。
　以前ならラボグロウンダイヤ（LGD）
は“本物ですか、偽物ですか？”や“本
物のダイヤとの違いは？”といったよく
LGDを理解していない質問内容が多
かったのですが、最近はファンシーカ
ラーについて、製造時の製法や、海外
（アメリカや中国）の動向を聞かれる
事が本当に多くなりました。ついでに
価格についてももっと安くならないか
の交渉、市場調査を目的とした購入
も明らかに今年前半より増えてきまし
た。消費者は実際に数万円代の商品
を購入して様子を見たり、ジュエリー

のメーカーや卸業者は天然石をすで
に取り扱っている状況で、いかに社内
でLGDの製品やルース石が混入しな
いか方法の構築を考えていたりと、一
年前に比べたらかなりの変化が見ら
れるようになったように思います。

　マーケットにこのような明らかな変
化が見えることから、消費者のLGD
に対する考え方や受け入れ方もかな
り進んできており、弊社の取り扱いボ
リュームを見ても明らかに去年とは違
うレベルで増えてきています。
　ここで1つ気になるのが天然ダイヤ
の原価や仕入れ値はある程度国際的
に相場が決まっているため、また日本
はダイヤを産出しないことから、価格に
関するほとんどすべてを海外によって
決められてしまうので、自ずと価格の
限界点も入荷時に決まってしまう事に
なりますが、一方のLGDは機械によっ

て量産されるため、原価は製造コスト
の効率化による限界点で決まります。
また今までジュエリーに関心のなかっ
た消費者層（ティーンエイジャーや男
性層など）からの流入が多い為、ジュ
エリーマーケット全体の消費者が10
年前に対して爆発的に増えた事がア
メリカ市場で確認されています。
　既存のジュエリー販売業者が陥っ
ている、今の競争激化で疲弊した縮
小しているマーケットをいかに取るか
よりも、新しいマーケット層を開拓し
ながら取り込んだ方が遥に以前より
も大きなビジネスになるということが
言えると思います。
　しかも消費者はどんどん大きなサイ
ズを購入していく傾向があることか
ら、ブランド展開すれば二次、三次の
ビジネスにもつながるということにな
ります。新しいモノに対してアンテナ感
度が高い若者の口コミのパワーは凄
まじいものがあり、展開スピードもま
た非常に速いので、SNSでの拡散もと
ても速いスピードで進んでいきます。
　気がつけば8年間この事業を展開
していますが、お伝えできる事業性が
高いというもう一つの利点は、総じて

価格が天然のダイヤモンドに比べて
安いことから、スタートアップに対して
初期費用の増加や在庫費用の肥大
化に対してかなり低く抑えることがビ
ジネスの参入に役立つのも特徴の1
つです。
　この点は世界の現在のLGD大手
業者がみな元天然ダイヤモンドの大
手業者である事を見ても一目瞭然で
すし、個人でスタートアップとして投
資目的で始めた業者もかなり多く存
在しています。
　今の円安や景気後退による弱体化
した日本市場は、世界と比べて非力に
感じられる点が多く、“爆買い”で来日
する観光客は楽しそうにしている反
面、日本では消費や売価が安い割に
個人収入が増えないことによる買い
控えは今後ますます増えることになる
でしょう。
　この記事をご覧になっている貴兄、
貴女のみなさん、そろそろ利益性の高
いLGDビジネスを真剣に考えてみて
は？
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ラボグロウンダイヤモンドの未来予想図
LGDのビジネスの事業性について
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　特許庁は、知的財産制度に関心を持ち
理解を深めてもらうことを目的として、知的
財産をめぐる国内外の動向と特許庁の取
組について「特許行政年次報告書2022
年版」として取りまとめ、公表した。

　2022年版の報告書からは、2021年
の知財出願件数や動向を知ることがで
きる。
　今回のポイントは、以下の通り。特許
庁では、商標審査に関わる調査などで
人工知能を導入したり、外部委託する
ことで効率化を進めてきた。その結果、

以下③に記載の通り審査の短縮化が
実現されている。

①前年度よりも出願件数が増加

②外国人による日本への特許出願件数
は、中国のみではなく米国・欧州からの
日本への出願件数が前年より増加
③商標審査の一次審査通知の平均期
間が短縮（2020年：10ヶ月、2021年：
8ヶ月）
④商標の登録件数が大幅に増加
（2020年：135 ,313件、2021年：
174,098件）

     （特許業務法人共生国際特許事務所所長）
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特許・商標等の出願件数が増加

佐藤英昭弁理士による

『特許の哲学』

法域/年 2020年
288,472 289,200
28,812 29,222
163,148 164,537

2021年
特許
意匠
商標

■シンガポール高級大型商業施設に
　アイプリモ第1号店がオープン

　アイプリモは、11月15日に、シンガ
ポールのオーチャードエリアにある高級
大型商業施設アイオン・オーチャードに
シンガポール1号店をオープンする。
　国内が127店舗を展開するアイプリ
モの海外売上比率は4割を超えてい
る。更なる飛躍を目指し、東南アジアを
見据えた玄関口となるのが今回のシン
ガポールになる。

■11月11日には「ジュエリー・デー」

　ジュエリーデーに向け、ジュエリーを
身につけたプロモーションを。

■3万個のダイヤを適正価格で販売
　するキューが京都に初進出

　㈱キューが、「木造建築」「PC上で
販売するジュエリーショップ」、「ダイヤ

モンドの最先端ビジネス」という斬新な
コンセプトで、初の京都、祇園エリアに
「ブリリアンス・プラス 京都ショールー
ムを11月19日にオープンする。国内外
のサプライヤーと自社のネット取引シス
テムを連携させたビジネスモデルを強
みにしている。

■空を見上げて
　大黒屋でオリジナル作品を紹介

　日本宝飾クラフト学院の生徒や講
師が、隔年に一度、ひとりひとりの思い
溢れるオリジナル作品を披露する「ピ

　「セイコールキア I Collection」か
ら、ルキアのイメージキャラクターであ
る池田エライザさんがプロデュースした
限定モデルが11月11日より発売され
ると共に、YouTubeチャンネルで、エラ
イザさんが制作秘話を語るインタ
ビュー動画も公開している。価格は
110,000円。
　限定モデルは、ピンクとブルーが混
ざる優しい空の色を表す白蝶貝ダイヤ

ルに、太陽の光
が広がる様子を
イメージした放
射模様をレイア

ウト。12時位置と6時位置には
太陽の光を雫に閉じ込めたよ
うな煌めくラボグロウン・ダイヤ
モンドをセッティング。ブレス
レットは太陽のエネルギーを
感じられる温かみのあるピンク
ゴールドカラーとシルバーカ
ラーのコンビネーション。

　ネイビーカラーのアップルレザースト
ラップに付け替えることで、エライザさ
んがイメージする“Sunrise Glow”、
夜の暗い空から朝の明るい空へと移り
変わるひと時の空をモデル全体で感じ
られる。
　何気ない日常の朝でも、同作が、身
に着けることで一日を心地よくスタート
させてくれる、「お守り」のような存在に
なれるよう願いを込めている。

　シチズン時計㈱は、これまで
ブランドごとなどに専用ボックス
を用意していたが、「シチズンア
テッサ」「シチズンクロスシー」な
どで使用していた6種類のボック
スを1種類にし、ブランドイメー
ジの統一を図る。
　また、素材は適切に管理された
森林の木材やその他のリスクの低
い原材料から作られた紙である
FSC認証紙に10月より切り替え、
環境配慮型ボックスとして訴求す
る。今後は、香港、台湾を皮切りに
グローバルでもこの環境配慮型
ボックスに切り替える予定としている。
　これに伴い、森林問題やFSCの活動

への理解の促進を目的にFSC
ジャパン主催のイベントへの協
賛を予定する。
　同社は、これまで取扱説明書
の電子化による紙資源の削減、
また腕時計の購入時に、ボック
ス不要を選択することで、国際
NGO「NICE」を通じてマング
ローブの苗をカンボジアに植樹
する活動『Eco Tree ACTION』
など、循環型の社会と経済の実
現に貢献する活動を行ってきて
おり、今回の環境配慮型ボック
スの採用もその一環。

　環境に配慮し、森の資源を守るため
に厳しく管理された原材料で作られた

ボックスを使用
すると共に今後
も環境負荷に
配慮した価値
ある商品・サー
ビスを提供する
事業活動を通
じて、サステナ
ブルな社会の
実現に向けた
さまざまな活動
を 積 極 的 に
行っていく。

池田エライザさんプロデュース第二弾
制作秘話語るYoutubeも公開

セイコー ルキア

シチズン時計

クシスの会創作ジュエリー展」を開催
し、ジュエリーの幅広く自由な魅力を
伝えている。今年のテーマは「空を見
上げて」。

　11月9日～12日まで35名の作品
が、銀座大黒屋ギャラリー7階で競演
している。

　万引き被害にあった際に面倒なの
は、その後の処理である。店の責任者
が被害にあった現実を受け入れ、丁寧
かつ慎重に対処しないと、被害の波紋
は意外なところにまで広がるのである。
　盗難保険の請求という点からもまず
は警察へ被害届を出す。当たり前のよ
うに見えるが、そうでもない。経営者の
立場からは体面や信用という心理的な
壁がある。被害届は警察官による現場
検証を伴うから、どうしても事案が人の
目に触れて場合によっては野次馬の人

だかりになることも生じる。不祥事とい
うものは面白おかしく伝わっていくのが
世の常であるので、どうしても事を穏便
に済まそうとする。客の目線で見れば、
商品の購入はさておきあの店に修理
品を預けて大丈夫かということになる。
一度目の被害はともかくとして、これが
二度目三度目となると周囲から「また
か」と思われるので、店側としては被害
額がかさんでも出来れば届けも出さず
に済まそうとしがちである。が、その代
償は決して小さくない。被害届を出さな
いで「泣き寝入り」の処理をすると、ス
タッフの間で商品管理の緊張感にゆる
みが出て来て少々のことでは気に留め
なくなり、万引き盗難か商品紛失かの
区別も曖昧になってくる。万引きされて
も上司に報告もせずに適当な口実でご
まかしてしまう。こういうことが重なって
いくと棚卸資産と現物に大きな差異が
生じてもすべてを紛失処理で片付ける

ようになるが、それは、社内横領（嫌な
話だが）へ通じる道でもある。最近大手
宝飾店の不祥事の記事が出回った
が、商品管理の不備による社内での損
失の噂はこの業界ではよく耳にする。そ
うなってしまう根っこには被害をうやむ
やにする姿勢が潜んでいるのではない
だろうか。「被害届をきちんと出す。そし
てその情報をスタッフ全員が共有して
おく」この現実直視の姿勢を心がけて
おかないと結局は店の管理体制をゆる
がすのである。
　また、万引き被害の後というのは、接
客の隙の問題、ケースキーの閉め忘れ
の問題などどうしても当事者スタッフの
間に責任を含めた「重たい空気」が広
がる。相手がプロの場合、必ずと言って
いいほど下見をしているので、スタッフ
の誘導の仕方、商品の出させ方、キー
の形状などは事前に承知している。き
ちんとキーを締めたが開けられたの

か、それともこちら側のうっかりミスな
のかわからない事態を私の店でも経験
した。そういう曖昧さも店の中にもやも
やした後味の悪さを生み出すのであ
る。その場にいた当事者のなかには、必
要以上に責任を感じたり警察の事情
聴取によるストレスで退職を申し出る
人もいる。責任者のアフターケアは、店
の運営を元の正常な状態に戻すのに
とても大切な仕事で、損得にこだわっ
てばかりいると被害の波紋はいつまで
もおさまらないのである。
　ジュエリーというのは、高額にしてし
かも手のひらに納まってしまうほど小さ
な品物が多い。万引きリスクと向き合っ
てばかりでは積極的な接客は出来なく
なる。誰もが安心してジュエリーを販売
するにはどうしたらいいだろうか。
　次回はその点に触れてみたい。
 　　　　 　　　　　　　　貧骨  
　 　   cosmoloop.22k@nifty.com
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万引き被害が
もたらす波紋
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