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プラチナ豆知識

エミー賞授与式のレッドカーペットでティファニーのプラチ
ナジュエリーを着けた女優のアニャ・テイラー＝ジョイ
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米国のプラチナ
ジュエリー
プラチナ・ギルド・インター
ナショナルのJenny Luker、
好調な米国のプラチナジュエ
リー需要の背景を語る

プラチナ・ギルド・インターナショナル (PGI) は、
プラチナ・ジュエリー需要を掘り起こし、ジュ
エリー業界や消費者のため、その普及に努めて
いる国際的広報機関だ。25年以上もジュエリー
業界での経験がある PGI USAの代表者 Jenny
Luker 氏は、全米のプラチナジュエリー産業の発
展戦略を図る責任者。消費者、ジュエリー業界の
メーカーや小売店にプラチナをさらに知ってもら
うためにマーケティングや販売計画をサポートす
るチームを率いる。

2021年のこれまでの米国のプラチナジ
ュエリーの需要は?
今年は過去に例がないほどのプラチナジュエリ
ー需要があると報告できることは大変喜ばしい
ことだ。 PGI USAの戦略的ビジネスパートナー各
社によるとプラチナジュエリー販売は前年同期
と比べて、今年の第1四半期は11 ％、第2四半期
は 48 ％、第3四半期には 34 ％も伸びている。こ
れは昨年コロナ禍で結婚式を延期せざるを得な
かった大勢の人たちが今年になって結婚式を挙
げていることが大きな背景となっている。

今年残りと2022年の需要の展望は?
年末のホリデーシーズンが近づいているが、そ
れ以降も、どの指標を見てもプラチナジュエリ
ーの需要は伸び続けるだろうという予想だ。

我々は米国のプラチナジュエリー販売は年末ま
でに二桁成長をするとみている。
特にホリデーシーズンはプロポーズをする時期
としては非常に人気が高いために婚約指輪を含
む結婚市場の好況が予測でき、年末まで、そし
て来年もプラチナジュエリーの需要を引っ張る
だろう。さらにコロナ禍でレジャーとしての旅
行に影響が出たために多くの消費者は可処分所
得に余裕があり、その一部がホリデーシーズン
中のプレゼントや自分のためのジュエリーの購
入に当てられるのではないかと期待している。

今年の需要の成長のうち、どの程
度がコロナ後の回復のおかげで、
対する自律的な成長はどの程度か?
米国ではコロナ後に全般的なジュエリー販
売が大きく伸びた。消費者が生活の中で特
別な時を祝う意味のあるジュエリーの重要
性に改めて気づいたと言える。
コロナ禍の制限で鬱積した購買意欲と可処分所
得の配分が変わったことに加え、今年の大きな
需要の伸びは自律的な成長をも意味している。
WPICのデータの2021年全体の予測によると、北
米のプラチナジュエリー需要はコロナ以前の
2019年のそれを 10 ％上回るとしている。
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プラチナ価格がいまだにゴールドより低いこと、
小売業者の間ではプラチナジュエリーの方が取
引額が高くマージンも高いことが認識されてお
り、米国市場は8年連続の成長を続けている。

消費者行動を押しているトレンドは?
結婚の約束を確認し、その象徴としてプラチナ
ジュエリーを購入する消費者が多くなっている
ことが示すように、特にミレニアル世代やZ世
代は他と違う価値や品質のある商品を求めてい
る。このような意識の高い消費者に対してプラ
チナは何世代も受け継ぐことができる価値のあ
る商品となっている。また女性が特別な出来事
を記念して、あるいはただ単に自分のために購
入することも増えている。

このデジタル時代にPGI USA としての
マーケッティングや販売戦略はどの
程度変化したか?
幸いにコロナ以前から我々のマーケティングの
ほとんどはデジタル中心となっている。我々の
ターゲット層は生活も購買活動もデジタルが中
心なため、そこに向けた戦略が最も効率が良く
効果も高いことが過去数年間の調査で常に確認
されている。ほとんどの消費者は実際の購入は
まだ店頭で行うにしろ、大半の人は購入前の下
調べをオンラインで行っている。

ジュエリーメーカーから見た素材と
してのプラチナは?
多くのメーカーや職人は他の素材と比べてプラ
チナが最も扱いやすく好きな金属だと言ってい
る。プラチナは他の金属と違うが、しかし加工
が難しいわけではない。
プラチナの最も特徴的な性質の一つは、ゴール
ドのような形状記憶がないことにある。ゴール
ドの立て爪の場合、職人が曲げても元の位置に
戻ろうとする傾向があるために、時間が経つに
つれて爪が宝石を押さえる力が弱くなり、割れ
たり衝撃に耐えられなくなったりして、貴重な
宝石を支えられない状態になることもある。

一方プラチナの立て爪の場合は、職人が爪を
曲げればその位置にとどまる。その後に乱暴
に扱われたり強い力が加わったりすれば、爪
が曲がることはあっても折れることはない。
プラチナの持つこのような性質は高い密度と
耐久性とともに、ダイヤモンドや貴石をしっ
かりと土台に留め、プラチナジュエリーを何
世代にも渡って守ることになり、プラチナジ
ュエリーを身につける人に安心感を与える。
プラチナはまた丈夫で延ばしやすく、宝飾デザ
イナーが美しく手の込んだデザインを施すこと
ができる。この性質は今、人気のあるたくさん
の小さなダイヤモンドをパヴェ留めにするデザ
インの場合に重要となる。また我々はメーカー
や職人にキャスティングの際のプラチナとの合
金について情報提供している。特に繊細なデザ
インの場合、プラチナ95％とイリジウム5％の
合金は不適切で、プラチナ95％とルテニウム
5％、あるいはプラチナ95％とコバルト5％、
またはプラチナ90％とイリジウム10％の合金が
適している。

最近の Johnson Matthey Technology
Review によるとゴールドとプラチ
ナの耐摩耗性比較研究でプラチナ
がゴールドに勝るとなっているが、
これは消費者にとってどんな意味
があるか?
この研究結果の発表は我々が長い間、経験に
基づいて、プラチナ合金はゴールド合金より
も摩耗に耐えるとしてきた情報を科学的に裏
付ける嬉しい出来事となった。消費者が高級
宝飾品を購入する際、ゴールドよりもプラチ
ナジュエリーの方が、長く使えてダイヤモン
ドなどの貴石が落ちにくい点が事実としてあ
ることで、より価値のある買い物となる。耐
摩耗性が高いということは、貴石を留めてい
る立て爪の先がすり減ったり、結婚指輪が少
しずつ薄くなって割れてしまったりというよ
うな事態が起きにくいことになる。この研究
結果はプラチナジュエリーが長期にわたる投
資としても優れていることを改めて証明した。
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プラチナジュエリーの購入に際して
純度の高さはどの程度重要か?
プラチナジュエリーを買う消費者にとっては
その商品が本物のプラチナであることはとて
も大事だ。これは特にプラチナとホワイトゴ
ールドの混同を避ける上でも重要だ。この二
つの金属は、見た目は似ているが、ホワイト
ゴールドの場合はイエローゴールドに他の金
属を混ぜて白色を作り出す。ほとんどの市場
ではPt950のプラチナジュエリーはプラチナ含
有率 95％ということだが、一般的な18金の場
合、金の含有率が75％となっている。プラチ
ナジュエリーの方が、含有率が高いというこ
とは、購入者にとってはより純度が高いと同
時に美しく耐久性もあり、さらに低アレルギ
ー性の商品ということになる。またプラチナ
はゴールドよりも密度が高いため、つけた時
に重量感があり満足感が得られる。

消費者はジュエリー以外にもプラ
チナに関心を示していると感じる
か?
気候変動に関する話題が日々取り上げられるよ
うになり、消費者は、環境を意識し地球に与え
る影響に配慮した商品やブランドを支持するよ
うになってきている。幸いなことにプラチナは
空気を浄化し、気候変動への対処にも役割を果
たすとてもグリーンな金属だ。1970年代から自
動車の浄化触媒装置に使われてきたし、電解装
置によるグリーン水素製造や燃料電池自動車に
使われるなど、ゼロエミッション技術にも使わ
れている。

テニス界の新星、エマ・ラドゥカヌが
ティファニーのブランドアンバサダー
となりプラチナジュエリーに益々注目
が集まっている。有名人の起用は需要
にどれだけ影響があるか?
ティファニー社が長年プラチナジュエリーを多く
生み出し、有名人らを起用してレッドカーペット
だけでなく多くの場面でプラチナジュエリーを宣
伝してきたことは嬉しく思う。最近では、エミー
賞の授与式で『クイーンズ・ギャンビット』の主
演女優、アニャ・テイラー＝ジョイがティファニ
ーのプラチナジュエリーをレッドカーペットで着
用したし、プラチナジュエリーを使ったビヨンセ
とジェイ・Zが出演する新しいキャンペーンもスタ
ートした。このような有名人を使い話題性に富む
マーケティングは、プラチナの知名度を上げ多く
のマスコミに取り上げられる点で非常に有益だ。
またレッドカーペットでの出来事と現実を結びつ
けプラチナジュエリーは特別な場面だけでなく日
常でもつけられるものだという点を消費者に気づ
かせることでも重要だ。
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