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 Huge Black Diamond Falls From Space  

 

saying   ことわざ 

praise   称賛する 

exceptional  例外的、すばらしい 

literally   文字通り 

put up for sale  売りに出す 

《Vocabulary and Phrase》 

人々は「この世の物とは思えない」ということわざを使い/ 何かを特別であると称賛する

// しかし、オークションハウスであるサザビーズ ドゥバイでは/ 職員はこの用語を文字通り

の意味で使う// 黒ダイヤモンドを売るとこの会社は今週発表した // 彼らが言うには宇宙

から地球に落ちてきたと信じられているという// それはこのダイヤモンドを文字通り”この世界

の外”の宝石と意味する// サザビーズはその大きな黒ダイヤを「エニグマ」と呼ぶ// それは

555.55 カラットある// カラットとは宝石など貴重な石を量る用語だ// 1 カラットは 200 ミ

リグラムだ// その珍しい石は月曜にサザビーズでレポーター達に公開された// 2 月にそれは

ロンドンで競売にかけられる// サザビーズは落札額は少なくとも６８０万ドルに達すると予

想している// アメリカの宇宙財団の専門家達は/ 黒ダイヤを「カルボナードダイヤ」と呼んで

いる// ウェブサイト上でその科学機構は書いている/ カルボナードダイヤは超新星爆発の間

に作られると// 「黒ダイヤ」はウェブサイトでは/ もとは 1kｍか、それ以上の幅の小惑星だっ

た/ それらが最初に地球にぶつかった時// カルボナードダイヤは非常に珍しい/ そしてブラ

ジルと中央アフリカでのみ自然に発見される// 専門家は言った、石の化学構造の研究が/

彼らが宇宙からきたものであると信じるように導くと// ソフィア・スティーブ、サザビーズドバイの

宝石専門家は/ 数字５はエニグマにとって非常で重要であるとＡP 通信に伝えた// カラッ

トの重さに加え、ダイヤモンドには 55 のファセットがある// ファセットはカットされた宝石の平

らな平面のことである// 

People use the saying “out of this world,”/ to praise something as 

exceptional.// But, at auction house Sotheby’s Dubai,/ officials are using 

the term literally.// The company announced this week that it will sell a 

black diamond/ that they say is believed to have fallen to Earth from outer 

space.// That would make it a literal “out-of-this-world” jewel.// Sotheby’s 

calls the large black diamond, “The Enigma.”// It weighs 555.55 carats.// 

A carat is a term of measurement for valuable stones often used in 

jewelry.// One carat equals 200 milligrams.// The rare stone was shown to 

reporters at Sotheby’s on Monday.// In February, it will be put up for sale 

at Sotheby’s in London.// Sotheby’s expects the purchase price will reach 

at least $6.8 million.// Experts at the National Space Foundation in the 

United States/ call black diamonds “carbonado diamonds.”// On its 

website, the science organization writes/ that carbonado diamonds form 

during supernova explosions.// “Black diamonds,” the website says,/ 

“were once the size of asteroids a kilometer or more” across/ when they 

first began to hit Earth.// Carbonado diamonds are extremely rare/ and 

are found naturally only in Brazil and Central Africa.// Experts say study of 

the stone’s chemical structure/ leads them to believe they come from 

space.// Sophie Stevens, a jewelry specialist at Sotheby’s Dubai,/ told The 

Associated Press that the number five has a great importance to The 

Enigma.// Along with its carat weight, the diamond also has 55 facets.// 

Facets are the flat surfaces of a cut gem.// 

 

Stevens explained that the shape of this black diamond is based on the 

Khamsa, an important symbol in the Middle East and northern Africa. “It 

stands for strength and it stands for protection.” 

《Linking Logic》 

ex.) they say is believed to 

have fallen to Earth from outer 

space 

 

supernova explosion 超新星爆発 

asteroid  小惑星 

surface   表面 

gem   宝石 
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