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平成 27 年度宝石学会(日本)講演会・総会 

平成２７年度宝石学会（日本）講演会・総会を山梨県

甲府、やまなしプラザ・オープンスクエアー(山梨県防

災新館 1F)にて６月２７日(土)にて開催します。また

翌日２８日(日)に見学会を行います。見学会の場所に

は山梨県内の鉱山跡、河口湖博物館、象牙彫刻美術館

等を予定しております。詳細・講演募集については２

月末頃の発送を予定しております。 

 

会場となる山梨防災新館（やまなしプラザ） 

 

国立科学博物館企画展『美しき機能材料 人工結晶』 

会期： 2014 年 10 月 28 日(火) 

～2015 年 1 月 12 日(月・祝) 

場所： 国立科学博物館 地球館 1 階(レストラン下)

南側スペース 

主催： 国立科学博物館、日本結晶成長学会 

日本結晶成長学会創立 40 周年を記念して、人工結晶

の展示会を見学した。 

通路のようなスペースに多数ケースに入れて展示さ

れていた。大小さまざまな結晶で無色透明のサファイ

アは直径が 30 センチはあろうと思われる巨大なもの

であった。これはチョクラルスキー法という融液から

結晶を引き上げるものであるが、こんな重いものをど

のように引き上げたのか興味深い。合成宝石もたくさ

ん展示されていた。京セラ製のルビー、アレキサンド

ライトなど。ダイヤモンドでは高圧法による 1 センチ

近い無色と黄色の結晶、気相成長法（CVD）の薄板状

結晶が展示されていた。後者は多結晶と思われる。い

ずれも世界に誇る日本の技術であろう。これらは技術

遺産として国立科学博物館に所蔵される。 

この日、特別展とし開催されていた「ヒカリ展」も見

学した。宝石そのものの展示はなかったが、蛍光鉱物

の展示があった。蛍石、ルビーなど数十点が暗い部屋

でケースの窓越しにみることができた。可視光と紫外

光を交互に照射して実態色と蛍光が観察できた。珪亜

鉛鉱の緑と方解石の赤が混ざった岩石の鮮やかな発

光は圧巻であった。また別の方解石の中を発光の筋が

走っている様子は面白かった。不純物の分布に対応し

た発光であろう。 

 

『美しき機能材料 人工結晶』展全景 

青色 LED で日本人の３氏がノーベル賞を受賞したの

で、このヒカリ展はすばらしいタイミングであったが、

当初の企画には含まれていなかったようで、展示場の

一部に受賞者 3氏のパネルが急遽追加されたようであ

った。 

ヒカリを宇宙から生物にわたるさまざまな光をとり

あげており、また、科学技術の歴史も 18 世紀などの

古い初版本を展示しており、お宝を展示する博物館ら

しいものであった。         （神田久生） 



                

 

蛍石内の蛍光分布 

 

第 28 回ダイヤモンドシンポジウム参加報告 

2014 年 11 月 19 日（水）～21 日（金）、東京電機大

学の東京千住キャンパスにおいて第 28 回ダイヤモン

ドシンポジウムが開催された。本シンポジウムはニュ

ーダイヤモンドフォーラムが主催しており、応用物理

学会、精密工学会、日本結晶成長学会、日本高圧力学

会、日本材料学会、表面技術協会、日本表面科学会、

炭素材料学会、日本セラミックス協会、粉体粉末冶金

協会、ダイヤモンド工業協会および砥粒加工学会など

多くの関連学会が協賛している。 

ダイヤモンドを始めとした DLC、カーボンナノチュー

ブ、フラーレン、グラフェン、BNC 等の高機能炭素系

材料全般にわたる物質創製、物性解析、特性機能、応

用に係わるナノテクノロジー分野を包括する科学・技

術研究の発表がなされ、特別セッション「バイオ応用」

が企画された。(http://jndf.org/index.php/katsudo/ 

symposium/100-sympo-prog.html) 

すべてのセッションを通して 65 題の口頭発表が行わ

れた。我々にとって関心の高い単結晶 CVD 合成ダイ

ヤモンドに関連したものは 5 題で、うち 1 題は大面積

ホモエピ成長について、他は NV センタや Si-V センタ

の制御や応用についてであった。 

宝石学会（日本）とは異なり、幅広い産業界と大学・

研究機関の協賛による研究発表が多くみられた。特に

特定の研究機関・大学の垣根を越えた複数著者による

共同研究も多く、1 つの課題に対して国内の英知が凝

縮された印象が感じられた。 

（北脇裕士） 

 

 

会場となった東京電機大学東京千住キャンパス 

 

第 23 回東京ミネラルショー 

会期： 2014 年 12 月 5 日(金) 

～12 月 8 日(月) 

場所： サンシャインシティ文化会館 

私は初日５日に見学に行った。平日にも関わらず混み

合っていた。出展者ブースにはお客さんが吸い付いて

いて、商品も肩ごしに眺めるしかできなくて、なかな

か手に取って見るのは難しかった。もっとも午後 4 時

頃になると楽に商品を手に取って見ることができる

ようになったが。 

ミネラルショーとあって、多種多様な鉱物で溢れてい

て、博物館の鉱物ゾーンを見るよりもずっと楽しい。 

ダイヤモンドでは８面体をそのまま固定した指輪や

微小なインクルージョンが放射状に分布していると

ころがよく見えるようにデザインした石が展示され

ており、これらも楽しくて欲しくなるようなものであ

った。 

ほかに目についたものでは、第二次世界大戦中に作ら

れた人工結晶である。サファイアなどベルヌーイ法で

作られた鉄砲玉のような形の結晶であった。結晶成長



の分野では珍しくもないものであるが、70 年前に作ら

れたものとしてみると骨董品的な価値を感じた。 

 

 

サファイアやスピネルなどの人工結晶 

 

特別企画展示としてさまざまなアンモナイトが展示

されていた。アンモナイトといえばかたつむりのよう

な渦巻き形状だと思っていたが、筒が不規則によじれ

たような変わった形もあり、生物の多様性や進化も不

思議なものである。 

（神田久生） 

 

奇妙な形のアンモナイト 

 

GIT2014 参加報告 

2014 年 12 月 8 日、9 日、タイのチェンマイ、「Holiday 

Inn Chiang Mai」にて GIT2014 The 4th International 

Gem and Jewelry Conference(国際宝石・宝飾品学会)

が開催された。 International Gem and Jewelry 

Conference は GIT (Gemological Institution of 

Thailand)が主催する国際的には有数の宝飾関連学会

の一つで、第１回は 2006 年に開催され、今年で４回

目の開催となる。なお、本学会は GIT が主催している

が、タイの商務省等が後援しており、国を挙げての国

際会議といえる。本会議運営のため１５か国３１名の

国際技術委員会が結成されていた。本会議では６件の

基調講演、３４件の口頭発表、３８件のポスター発表

が行われ、宝石学会(日本)からは、江森、北脇、高橋、

古屋（アイウエオ順、敬称略）が参加し、江森が

「 Geographic Origin Determination of Ruby and 

Sapphire: an Application of LA-ICP-MS」、北脇が

「 Peculiar Natural Type II Diamonds Showing 

Pseudo-Synthetic Characteristics」という題で口頭発

表を行った。 

 

GIT 2014 会場の様子 

また、本会議の前後、12 月 3 日～12 月 7 日は

Pre-Conference Excursion として、ミャンマーのモー

ゴックの鉱山ツアー(北脇が参加)、12 月 10 日～12 月

12 日は Post-Conference Excursion としてタイ北部プ

レー、スコータイのツアー(江森、高橋が参加)が行わ

れサファイア鉱区である Mon Hin Lan Pee、Huai Mae 

Kanung を訪れることができた。 

（江森健太郎） 

 

IJT 第 26 回国際宝飾展 

 

国際宝飾展の会場(左)と合成ブルーサファイア(右) 

 



第２６回ＩＪＴ（国際宝飾展）が東京（ビックサイト）

で平成２７年１月 21 日（水）～24 日（土）まで開催

された。世界 30 カ国 1,130 社 120 万点のジュエリー

が展示され、最高品質の宝石を見ることができるのは

素晴らしい。 

そのガイドブックによると、わが国の小売市場規模は

約１００憶ドルで世界全体の５％を占め、国別で見る

とアメリカ（約６００憶ドル）、中国（約５００憶ド

ル）に次いで第３位となっている。 

宝石業界では、合成石を宝石に含めないとされている

が、写真右のような合成ブルー・サファイア（中国製）

は大変綺麗な外観を持ち、魅力を感じるのは私だけで

あろうか。Ｗ大の学生に対して“多少色が悪く疵があ

っても天然の方がよい方”を選ぶか、あるいは“綺麗な

外観の合成でもよい方”を選ぶかを毎年アンケート調

査しているが、最近では“・・・合成でもよい”と回答

する学生の方が多くなってきた。買う側（消費者）が

納得すれば、人間の叡智により造られた綺麗な合成石

を“宝石”と扱ってもよいのではないか。今後、京セラ

社のようなわが国の合成メーカーが生まれて欲しい

とも思う。  

（林 政彦） 

 

論文抄録 

Temperature dependent creation of nitrogen-vacancy 

centers in single crystal CVD diamond layers 

A. Tallaire, M. Lesik, V. Jacques, S. Pezzagna, V. Mille, 

O. Brinza, J. Meijer, B. Abel, J.F. Roch, A. Gicquel, J. 

Achard 

Diamond & Related Materials  51 (2015) 55 - 60 

【要旨】 

本論文では、ダイヤモンドの不純物導入を,年輪のよう

に周期的に変動させる方法が報告されている。この不

純物は窒素原子と空孔のペアで、NV センターと呼ば

れているもので、その発光特性は宝石ダイヤモンドの

鑑別にも役立つことがある。この NV センターは、ほ

かにも量子コンピュータや人体の内部を調べる応用

も期待されて研究が行われている。 

 ここでは、CVD 法というプラズマ中でメタンガスを

分解する方法でダイヤモンドが合成されている。三つ

の実験例が示してあるが、その一つは、次のようのも

のである。ダイヤモンド基板の表面に 150 ミクロンの

膜を合成したものだが、その際、ガス圧を変動させる

ことで合成温度を変動（760-840C）させている。その

結果、温度変化に対応して NV センターのフォトルミ

ネッセンス強度の変動が観測され、温度が低いほうが

NV
-センターの発光強度が高くなることが明らかにな

っている。この方法では不純物濃度を急峻に変化させ

ることができ、５分間だけ温度を下げることで幅が約

850nm の NV センターの濃度の高い層ができている。

NV センターの濃度は＞10
12

cm
-3 と記してあるだけで

低濃度のようである。 

（神田久生） 

 

宝石学会(日本)ニュースレター 記事募集のお知らせ 

会員間の情報交換のため本ニュースレターを今後も

続けていきたいと思います。宝石関連の他雑誌に掲載

の論文要旨、イベント案内、イベントへの参加レポー

ト、関連図書の紹介などの記事のご提供をお願いしま

す。1 件につき半ページ(800 字程度)に収まる程度の長

さが適当ですが、末記の編集担当者のほうで調整させ

ていただきます。 
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