
 

宝石学会（日本）ニュースレター 

第 24 号 2022 年 1 月

宝石学会（日本）オンライン特別講演会のご案内 

宝石といえば通常、天然産を指しますが、宝飾品には

人工結晶も使われていることもあります。そのため、

宝石関係者も人工結晶についての知見も有している

ことが望まれます。このようなことで本講演会を実施

することにしました。下記の 3 件の講演が行われます。 

Zoom によるオンライン講演のため、参加方法につい

て下記をご覧ください。 

 

日時： 2022 年 2 月 26 日（土）13：30～16：20 

プログラム 

①「大型ダイヤモンドの人工合成」 

講演者：山田英明（（国研）産業技術総合研究所） 

概要：ダイヤモンドは近年宝飾品としても人工結晶が

市場に出回る様になってきた。一方、物質中最高水準

の物性を複数有することから、宝飾品や工具等以外に

も、ヒートシンクや半導体素子、更には、量子コンピ

ュータへの展開も期待されており、世界的に研究が進

められている。これら全てにおいて、高純度・高品質

な大型結晶が望ましい。本講演では、そのために重要

となる人工結晶作製技術を中心に現状を紹介する。 

 

②「水晶の成長と形～天然と人工～」  

講演者：川崎雅之（つくば市、元日本電波工業(株)） 

概要：水晶は地殻上部に広く分布し、様々な形成過程

を経ているため、多様な形態を示す。また、圧電性が

あるため、デバイス用材料として人工水晶が育成され

ている。本講演では天然水晶と人工水晶を対比させな

がら、成長過程とモルフォロジー（形）を概観する。 

 

③「人工鉱物結晶の合成」 

講演者：田中 功（山梨大学） 

概要：ルビーやエメラルド等の宝石に代表される鉱物

は地球が何万年もかけて造りだしたものである。それ

ら鉱物の生い立ちや性質を理解することで、溶融法

（融解→凝固）や溶液法（溶解→析出）により比較的

短時間で人工的に鉱物単結晶を合成することができ

る。本講演では、結晶育成法を紹介するとともに、い

くつかの鉱物を例に挙げて鉱物の性質をもとにその 

 

鉱物に適した結晶育成法について解説する。 

 

参加費 無料 

参加申込方法 

参加希望の方は↓のリンクから登録お願いします。 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMucuq

tpzwvHtWYzhYwhB0bFxKEwvFjW3dU 

（電子メールアドレスを登録の会員には別途メー

ルにて申込先をお知らせします。） 

 

本講演会には、当学会会員以外の参加も可能としまし

た。参加人数は 100 名までとなっているので、学会会

員の参加を優先するために次のようにします。 

1 月末までは、当学会会員のみ参加申込可。 

2 月より、会員外も参加申込可。（総計 100 名まで） 

                      

評議員選挙結果と評議員会報告 

2021 年 11 月 19 日、中央宝石研究所において、

選挙管理委員 2 名（沢井寿哉、堀川洋一）と立会人

（江森健太郎）の下に開票が行われました。その結

果、選挙規則第 10 条および 11 条により、評議員 

13 名が選出されました。（有権者数：91 名、投票総

数：64 票、有効票数：64 票（無効票：0 票）） 

また、2021 年 12 月 17 日(金)に行われたオンラ

イン評議員会で担当が決まりましたので報告致しま

す。 

会長(兼編集担当)神田久生(元物質・材料研究機構) 

評議員 勝亦 徹(東洋大学理工学部） 

評議員 川口 昭夫(京都大学 複合原子力科学研究所) 

評議員 宮﨑 智彦(ジェムリサーチジャパン） 

評議員 山﨑淳司(早稲田大学創造理工学部) 

常任評議員(情報担当) 

林政彦(早稲田大学理工学術院総合研究所） 

常任評議員(会計担当)矢崎純子(真珠科学研究所) 

常任評議員(会計担当)山本亮(真珠科学研究所) 

常任評議員(行事担当)高橋泰(山梨県立宝石美術専門

学校) 

常任評議員(行事担当)古屋正貴(日独宝石研究所） 

常任評議員(会員担当)渥美郁男(東京宝石科学アカデ

ミー) 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMucuqtpzwvHtWYzhYwhB0bFxKEwvFjW3dU
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMucuqtpzwvHtWYzhYwhB0bFxKEwvFjW3dU


常任評議員(庶務担当)北脇裕士(中央宝石研究所) 

常任評議員(庶務担当)江森健太郎(中央宝石研究所) 

 

評議員会では、上記の新規評議員選挙に関する議案

のほか次の議案について審議が行われました。 

 

来年度の一般講演会・総会 

例年のように 6 月に実施することにするが、新型

コロナの終息がはっきりと見通せないなか、現時

点で対面での会を実施することを決定することが

できない。そのため、来年度もオンラインで実施

することを予定しておく。しかし、対面での実施

が可能な状況になれば、対面に切り替える。その

ときには会場は東京およびその近郊で準備に手間

のかからない場所を選んで実施する。 

会員名簿の作成 

会員相互の交流に役立つよう会員名簿を作成す

る。そのための名簿作成協力依頼文書を作成し会

員に送付することにする。 

別紙の文書にご協力をお願いします。  

入会申込方法の確認 

入会申込を簡略化するため、HP 記載内容の見直し

をおこなう。会則変更を伴う内容は、次回総会で

提案する。 

学会誌の販売 

学会誌を購入したいという希望があったときに

は、3000 円（現在の原価）で販売する。   

関連の他団体との連携の検討 

他団体との連携活動や相互の優遇措置は当学会の

PR にもなりメリットになることもある。 

現在、日本鉱物科学会の年会において、当学会も

加わって一つのセッションを共催している。ま

た、日本ジュエリー協会に対しては、当学会の行

事の告知を「ジュエリーコーディネーター」誌に

掲載してもらっている関係で、JC 協会の関係者は

当会の会員価格で一般講演会に参加してもらって

いる。このような他団体との交流・連携をさらに

拡大していく。 

 その一つとして、次回のオンライン特別講演会

やランチタイム講演会に対しては会員外の参加も

認めることにする。 

ネット活用の拡大について 

社会のデジタル化に合わせ、当学会も活用の拡大

に努めていくため次の議論を行った。 

・当学会名の Paypal 口座を開設し、海外会員の会

費支払いの利便性を向上する。 

・オンライン交流会を検討する。 

・Youtube 動画配信を検討する； 

・J-stage DATA への登録を検討する。 

謝金の支払い 

非会員に対して学会誌への論文寄稿や講演を依頼

する場合、謝金を支払う。 

（評議員会） 

 

ランチタイム講演会報告 

ニュースレター前号の発行の後、ランチタイム講演会

が 3 回実施されました。その概要は次の通りです。 

日 時：9 月 27 日(月) 12:00～13:00 

講演者：神田久生（元物質・材料研究機構） 

タイトル： 3 万トンプレス建造記録 

参加者：16 名 

概要： この 3 万トンプレスは下の写真のようなもの

であるが、モスクワにある 5 万トンプレスに次ぐ大き

な超高圧発生装置である。このような装置で高圧力・

高温の環境を作ると、通常とは異なった新物質が生成

することが期待される。高温高圧状態である地球内部

を理解するための研究にも有用である。 

この装置自身は、200 トンの重量であるが、油圧に

よって3万トンの力を加えることができるというもの

で、大きな力を加えることができれば、試料に同じ圧

力条件でも、より大きな体積に高圧発生させることが

できる。つまり、ダイヤモンドを作ろうとすれば、よ

り大きなダイヤモンドを作ることができるというこ

とになる。 

 この装置は工場で製造すると、重すぎて運送するこ

とができないので、設置場所であるつくば市の無機材

質研究所（現物質・材料研究機構）で組み立てられた。

1982 年、装置のパーツである鋼材が持ち込まれ、そ

れに鋼線を巻き付けて一体になったフレームになっ

た。パーツといっても 50 トンの重量があり、巻き付

けられた鋼線の長さは 300km になる。 

この装置は、ダイヤモンド合成にはあまり使われな

かったが、40 年経つ現在も稼働しており、主として、

窒化ホウ素という物質の合成に使われている。 

 

3 万トンプレス 

               （神田久生） 

 



日 時：10 月 26 日(火) 12:00～13:00 

講演者：林 政彦 (鉱物情報) 

タイトル：わが国に産出する鉱物 

 ー「鉱物情報」の表紙を飾った鉱物より－ 

参加者：16 名 

概要：研磨された宝石の原石である鉱物が産出した様

子を知ることはほとんどありません．そこで「鉱物情

報」の表紙を飾る鉱物の写真から，類似した産状ごと

に化学組成が単純な鉱物から複雑なもの，即ち，元素

鉱物から，酸化・硫化・炭酸塩鉱物など，そして珪酸

塩鉱物という順序で４７種を紹介しました． 

産状とは，産出状態の略で，その鉱物が観察される様

子を地学的(Geological)に表現したものです．例えば，

自然金は，北海道の八十士（やそし）のように漂砂鉱

床（砂鉱）中に見られたり，埼玉県秩父鉱山では接触

交代鉱床中の閃亜鉛鉱に伴うものやベスブ石に接し

た石英脈中に見られたりします．その他の産状もあり

ますが，同様な産状であれば，他の場所（異なる国・

地域）でも産出する可能性があります．鉱物を記載す

る場合には必ず書かれています． 

 「鉱物情報」は，当誌が創刊された 1974 年に櫻井

欽一先生（当会の発起人のお一人）と，国立科学博物

館の加藤昭先生が顧問，池田重夫氏，草下英明氏及び

松原聰氏が発起人となって刊行されました．現在，池

田重夫氏及び山﨑淳司氏と共に編集を担当しており

ます．ご興味のある方は，ご連絡ください． 

 

珍しい柱状結晶の鉄礬石榴石 

産地：茨城県桜川市真壁町山ノ尾 

（林 政彦） 

 

日 時：11 月 29 日(月) 12:00～13:00 

講演者：北脇裕士（中央宝石研究所） 

タイトル：中国の HPHT 合成ダイヤモンド 

 －製造関連施設を訪問して－ 

参加者：19 名 

概要：2015 年頃より、鑑別に持込まれたジュエリーに

合成ダイヤモンドが混入する事例が相次ぐようにな

った。中国で相当量の宝飾用合成ダイヤモンドが製造

されているという情報があり、状況を確認するために

2016 年 3 月～2018 年 12 月にかけて中国の HPHT 合

成ダイヤモンド関連施設を数多く訪問した。 

 先ず、長春の吉林大学超硬材料国家重点実験室の賈

暁鵬教授を訪問した。賈教授は 1996 年に筑波大学の

若槻先生の下で博士号を取得されている。中国の高圧合成

の事情に精通しておられ、多くの知見を得ることができた。長

春は、歴史的に旧満州国の首都にあたり当時日本が建設し

た多くの建築物が今なお残り実際に利用されていた。 

 次に河南省の鄭州にある河南省力量新材料有限公司を

訪問した。この会社は 2010 年に設立された新興の会

社で目覚しい技術革新によって高品質の単結晶が育

成できるようになり、2014 年以降宝飾用の合成ダイ

ヤモンドを製造するようになった。続いて鄭州の三大

巨頭と呼ばれる三社のうち、河南黄河旋風股份有限公

司と鄭州華晶金剛石股份有限公司を訪問した。双方の

会社とも 2000－3000 台におよぶ高圧発生装置を有し

ており、需要に応じて宝飾用のダイヤモンドを製造し

ていた。河南省は中国の八大古都のうち４つを有する

地で、中国の 33 の行政区分のうち面積は 17 番目であ

るが人口は 3 番目と多い。長年、黄河の氾濫や旱魃に

悩まされ経済が立ち遅れていたが、2000 年以降中心

業務地区が整備され、高速鉄道や地下鉄網も発達して

いる。今回は紹介できなかったが、中国は CVD 合成

も盛んに行われており、今後合成ダイヤモンドの製造

の世界的な中心地となって行くと思われる。 

 

鄭州華晶金剛石股份有限公司の高圧装置 

（北脇 裕士） 

 

誕生石の改訂 

去る 12 月 20 日、全国宝石卸商協同組合が誕生石の改

定についてプレスリリースしました。その資料による

と、あらたに 10 種の誕生石が追加されました（次頁

の赤字）。 

誕生石の改訂は、63 年ぶりだそうで、毎月、複数の石

が誕生石になっており、好みの石の選択の幅ができて



今まで以上に石を楽しむことができるものと思われ

ます。 

                  （神田久生） 

 
1 月 ガーネット    

2 月 アメシスト クリソベリル・キ

ャッツアイ 

  

3 月 アクアマリン サンゴ ブラッドストーン アイオライト 

4 月 ダイヤモンド モルガナイト   

5 月 エメラルド ヒスイ   

6 月 真珠 ムーンストーン アレキサンドライ

ト 

 

7 月 ルビー スフェーン   

8 月 ペリドット サードオニックス スピネル  

9 月 サファイア クンツァイト   

10 月 オパール トルマリン   

11 月 トパーズ シトリン   

12 月 トルコ石 ラピスラズリ タンザナイト ジルコン 

 

グリーティング切手「宝石・鉱石～自然の芸術～」

の発行 

日本郵便株式会社が、去る 12 月 22 日に標題切手を

発行すると発表しました。63 円切手 10 種、84 円切手

10 種がそれぞれシートになっています。63 円切手が

原石、84 円切手がカット石の美しい写真で、当会会員

から提供された写真もあるようです。 

 発行日は本年 2 月 22 日で、全国の郵便局やネット

で販売されるので、楽しみに待ちたいと思います。 

                 （神田久生） 

本ニュースレターの著作権は本学会が所有しますが、著名入り

記事の執筆責任はそれぞれの著者にあります。  
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↑ 63 円郵便切手（シール式） 

 

↑ 84 円郵便切手（シール式） 


