
 

宝石学会（日本）ニュースレター 

第 6 号 2016 年 2 月  

平成 28 年度宝石学会(日本)総会・講演会のお知らせ 

 本年度の総会及び講演会及び見学会は 6 月 11 日

(土)・12(日)の両日は北海道札幌市およびその周辺

において開催いたします。 

 初日の総会および一般講演会は北海道大学工学

部フロンティア応用化学研究棟鈴木ホールで行い

ます。二日目の見学会については未定です。 

 本年は、申込み案内は別途送付せず、以下の通り

本ニュースレターで案内とさせていただきます。 

 皆様、多くの発表をお願いします。 

「一般講演申込案内」 

 一般講演の発表を希望される方は、宝石学会(日

本)ホームページ(http://www.gakkai.ac/gsj/)から「宝

石学会(日本)年会一般講演申込み書式」のテンプレ

ートをダウンロードし(http://www.gakkai.ac/gsj/? 

action=common_download_main&upload_id=3379)、

案内に従って作成をお願いします。なお、プログラ

ムに掲載するため B5 版で作成してください。 

 提出は 5 月 6 日(金)までに電子メールで庶務担当

幹事江森(emori@cgl.co.jp)までお送りください。 

 尚、当学会では毎年の学会発表要旨を電子化し、

独立行政法人科学技術振興機構(JST)が構築した

「科学技術情報発信・流通総合システム(J-STAGE)」

のホームページ上で公開しております。要旨を提出

される際には必ず英文のタイトルと抄訳をご記入

ください。 

 また、北海道大学がある札幌は、６月は観光で人

気のシーズンです。ホテル、飛行機など混雑が予想

されますので参加を予定される会員の皆様は予約

等を早めにお済ませください。 

 

宝石学会(日本) 評議員選挙結果の公告  

2015 年 12 月 8 日、真珠科学研究所セミナー室に

おいて、選挙管理委員 2 名（沢井寿哉、堀川洋一）

と立会人（矢崎純子、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、候補者 11 名が選出されました。 

（有権者数：78 名、投票総数：52 票、有効票数：

51 票（白票：1 票）、無効票  ：1 票） 

また、2016 年 1 月 8 日(金)に行われた評議員会で

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（つくばエキスポセンター） 

評議員 山崎 淳司（早稲田大学創造理工学部） 

評議員 上原誠一郎（九州大学大学院理学研究院地 

球惑星科学部門） 

常任評議員（情報担当） 

林  政彦（聖徳大学川並弘昭記念図書館） 

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（行事担当） 

高橋  泰（山梨県立宝石美術専門学校） 

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） 

山本  亮（真珠科学研究所） 

常任評議員（庶務担当） 

北脇 裕士（中央宝石研究所） 

江森健太郎（中央宝石研究所） 

 

宝石学会(日本)シンポジウム開催 

2015 年 12 月 3 日 15 時より、東京都台東区 JJA

会館にて宝石学会(日本)シンポジウムが開催されま

した。シンポジウムには 62 名が参加し、セミナー

ルームは満場と大盛況でした。 

シンポジウムのテーマは「合成ダイヤモンド～単

結晶の合成技術とその特徴」で、神田久生氏(宝石学

会(日本)会長、元物質・材料研究機構)による「多様

なダイヤモンド」、角谷均氏(住友電気工業株式会社)

による「高品質単結晶ダイヤモンドの高圧合成とそ

の特徴」、鹿田真一氏(関西学院大学、元産業技術総

合技術研究所)による「気相合成ダイヤモンド」の３

件の発表が行われました。宝石業界で問題となって

いる合成ダイヤモンドについての講演ということ

もあり、参加者の方々が熱心に聞き入っている様子

がうかがわれました。 

シンポジウム後には中華料理屋で懇親会が行わ

れ、22 名が参加、終始なごやかなムードでした。 

また、本シンポジウムで講演された「気相合成ダ

イヤモンド」の講演資料を、講師の鹿田真一様のご



好意で会員及びシンポジウム参加者(申込者を含む)

の希望者に配布することになりました。ご希望の方

は次のメールアドレスあるいはファックスで申込

みください。 

・メールアドレス：hosekigakkai.nippon@gmail.com 

・東京事務局のファックス：03-3834-7057 

(文責：江森健太郎) 

 

講演を行う神田会長と会場全景 

 

講演を行う角谷均氏 

 

講演を行う鹿田真一氏 

第２７回国際宝飾展（ＩＪＴ）が開催！ 

去る１月２０日（水）～２３日（土）まで東京ビッ

クサイトで開催されたＩＪＴは，わが国最大規模の

宝飾展であり，今回は４日間で 27,311 名の来場者

があったと公表されている．毎回日本ジュエリーベ

ストドレッサー賞が発表される日に行っているが，

今回は様々なところで，目の保養となる出品があっ

た．特に１８金ホワイトゴールドと 11,411 個

（201.15ct）ものダイヤモンドによってつくられた

ギター（２億４千９百万円）には思わず見とれてし

まった．また，中国の真珠が相変わらず数多く出品

されていた．来年は１月２３日（月）～２６日（木）

に開催との事．（文責：林 政彦） 

 

書籍紹介 

「真珠の世界史」（中公新書 2229 定価940円＋税）

著者：山田篤美 

 古代ギリシャやローマでの真珠の貴重性やわが

国の真珠の歴史について詳しく書かれている。わが

国の縄文時代の真珠から三国志の魏志倭人伝で書

かれている白珠が真珠ではないかという事、大航海

時代のバハマ諸島の先住民が絶滅したのは強制的

に真珠採取をさせたためとか、セイロン島での真珠

採りが貝を腐敗させてから取り出していた事など、

一次資料をもとにしっかりと書かれている。また真

円真珠の養殖は、見瀬辰平が最初に発明したと主張

している。真珠に興味のある方に一読をお勧めする。 

（文責：林 政彦） 

 

論文抄録 

Evidence for a new phase of dense hydrogen above 

325 gigapascals 

Philip Dalladay-Simpson,Ross T.Howie & Eugene 

Gregoryanz 

Nature, Vol.529, No.7584, 7 January 2016.  

最新号（2016 年１月）のネイチャーで，ダイヤ

モンド・アンビル・セルを使った装置で高圧を発生

させて，これまで 325ＧPa までのデータを発表して

いるエディンバラ大学（英国）の研究チームが，今

回はそれ以上の高圧下での水素の状態についてラ

マン分光法で調べた結果を報告．高圧下では水素が

金属のように固体になると予想されており，今回は

水素が金属化する一歩手前までの状態に辿り着い

たとされる．ダイヤモンドにも含まれる水素が，今

後の実験で固体となった場合にどのような特性を

示すのか興味をそそられる．（林 政彦） 

 



Novel phase of carbon, ferromagnetism, and 

conversion into diamond 

Jagdish Narayana and Anagh Bhaumik 

J. Appl. Phys. 118, 215303 (2015) 

昨年 12 月 3 日のヤフーニュースに「ダイヤより硬い

新物質を開発」という記事があった。知人から、あれ

はなんだという問い合わせがあったので原論文を読

んでみた。 

 ダイヤモンドより硬いと述べられているが、直接的

な証拠は示されていない。論文の主題は、タイトルに

あるように炭素の新しい相の発見と、それが強磁性を

示すこと、それがレーザー照射だけでダイヤモンドに

変わること。 

この新物質は Q-carbon と呼ばれ、超高温から過冷

却された液体炭素が凍結された非晶質。これは目に見

えるような塊ではなく、1μm 以下の薄膜のなかにでき

るナノスケールのサイズ。 

 この Q-carbon は、サファイアなどの基板表面に蒸

着したアモルファスカーボンに ArF パルスレーザー

(193nm)を照射することで生成。レーザー照射を繰り

返すとダイヤモンドに変化し、数百 nm サイズのダイ

ヤモンドが生成。 

レーザーを繰り返し照射することでダイヤモンド

が合成できるということで、これは従来の高圧法やＣ

ＶＤ法とも違う新しいダイヤモンド合成法。  

 ラマンや EELS 測定によれば、この Q-carbon は 70

～80%が sp
3、残りが sp

2の結合のアモルファス構造。 

炭素物質が強磁性を示すことは興味深いが、本論文

では、磁性は Ever Cool Quantum Design 

physical-property measurements system(PPMS)とい

う装置で測定されており、これについて私はまだ理解

できていない。（神田久生） 

 

Large Colorless HPHT Synthetic Diamonds from 

New Diamond Technology 

Ulrika F.S. D’Haenens-Johansson, Andrey Katrusha, 

Kyaw Soe Moe, Paul Johnson, and Wuyi Wang 

GEMS & GEMOLOGY, FALL 2015, VOL. 51, NO. 3 

http://www.gia.edu/gems-gemology/fall-2015-large-col

orless-hpht-grown-synthetic-gem-diamond-technology

-russia 

本論文は、NEW DIAMOND TECHNOLOGY という

ロシアの会社の製品、44 個のカット石を検査した結果

の報告である。   

本論文で目を引いたのは 2 枚の写真で、その写真に

は、1 枚の金属触媒中に約 100 個の種結晶から成長さ

せた結晶（1~2mm 程度）がみえる。2.5～3mm のサ

イズなら一度に 200 個、10 カラット程度であれば 16

個が一度に合成できるとの記述もある。2015 年 5 月

にはカット石 10.02カラット（原石は 32.26カラット）

という大きな石も報告されている。 

検査した結晶の特徴は、以下のように、いままで発表

されている高圧合成ダイヤモンドと大きく変わった

ものではない。 

・0.2~5 カラットの IIa~IIb 型。 

・カラーグレードは D~K で 89％が D-F カラー。 

・Ni, Si, N 不純物による発光があり。 

・燐光を示すものもあり（微量のホウ素含有による）。 

・金属インクルージョンや DiamondView でみえるセ

クター構造もあり。 

（神田久生） 

Luminescence of natural carbon nanomaterial: Impact 

diamonds from the Popigai crater 

A. Yelisseyev, A. Khrenov, V. Afanasiev, V. Pustovarov, 

S. Gromilov, A. Panchenko, N. Pokhilenko, K. 

Litasov,V.S. Sobolev  

Diamond & Related Materials 58 (2015) 69–77 

シベリアのポピガイクレーターから見つかったダイ

ヤモンドの光学的性質を検査した結果が報告されて

いる。このクレーターは直径が約 100km、世界で 4 番

目に大きいとされ、また多量のダイヤモンドが埋蔵さ

れているという話もある。 

本論文で検査されたサンプルは、1 mm 前後のサイ

ズの粒子９個で紫外線照射で黄色の蛍光を示すもの。

それぞれの粒子は 5~50nm の立方晶ダイヤモンド、六

方晶ダイヤモンド、黒鉛の結晶の集合体であることか

ら隕石が衝突した衝撃で黒鉛がダイヤモンドに変換

したものといえる。 

フォトルミネッセンス測定ではブロードな発光ピ

ークが観測されたが、なかには窒素不純物の欠陥であ

る N3, H3, NV センターがみられる試料があった。こ

のダイヤモンド試料は衝撃圧縮で生成後アニールさ

れたことを示している。（神田久生） 

 

図書の貸出 

宝石学会事務局には学会宛に送付された図書が数

冊保管されています。以前の号で紹介された雑誌の

他、次の冊子があります。今後、適宜、紹介してい

きますが、ご覧になりたい方は、事務局までご連絡

ください。 



  

  

 

学会誌論文投稿のお願い 

学会誌を本年度中に発行したいと考えています。つ

きましては、皆様の投稿をお願いします。投稿規定、

執筆要項は下のとおりですが、簡単な短報でも結構

です。 

「宝石学会誌」投稿規定 

1．宝石学会（日本）の会員は「宝石学会誌」に原著

論文、解説、短報を投稿することができる。 

2．編集委員会は提出原稿を査読のうえ、掲載の可否

を決定し、また投稿者に原稿の修正を求めることがで

きる。査読によって、有る程度の加筆・修正をする場

合がある。 

3．原稿受理日は、原稿が本会に到着した日付とする。 

執筆要綱 

1．原稿は英文アブストラクト、図、写真、表などい

っさいを含めて、原則として刷り上り 6 ページ程度と

する。 

2．題目、著者名（所属）を和文と英文で明記する。 

3．原著論文、解説には英文アブストラクト（100 文

字程度タイプ打）をつける。 

4．文の構成は最初の章をまえがき、最後をむすびと

し、番号をつけない。 

      大項目 １．２．３ 

      中項目 A. B. C. 

            小項目 a. b. c. 

5．写真、図、表。写真は高解像度(300dpi 以上)のも

のを電子データで提出する。白黒、カラーともに掲載

可能。図、表は画像ファイルで提出する。 

6．外国文献などから引用する場合、説明などは和訳

する。 

7．注はすべて脚注とし、 *１、*２で表す。 

8．参考文献は末尾に一括とし、アルファベット順、

同一著者で年代順に並べる。本文中では( Sunagawa, 

1967)、(砂川、1968) の形で入れる。 

   著者名（発行年）： 雑誌名、巻、頁 

   Sunagawa, I (1967) Miner. Journ. 7, 18～22 

      砂川一郎(1968)： 鉱物、12、108～120 

   砂川一郎（1972）：宝石の話、出光書店 

9．用字、用語、記号など 

9.1 常用漢字、新仮名遣いを用いる。 

9.2  用語は原則として日本語訳を用い、一般化して

いないもの、やむをえないもののみ原語を用いるこ

とができる。外国の国名、著名都市名などはカタカ

ナ書きとするが、その他の地名は原語とする。外国

人名は原則として原語とする。謝辞以外は敬語、称

号を用いない。 

9.3 大文字、小文字、ギリシャ文字など、まぎらわ

しいものは朱で指定する。 

10．原稿は原則として返却しない。 

11．原著論文、解説、短報は著者校正 1 回だけに止め、

校正の際に大幅な字句修正はお断りする。特に図の修

正は困難なので、原図に十分な注意を払うこと。校正

の返却が遅れた場合、事務局校正で校了とする。 

12．原稿送付先 宝石学会（日本）会誌担当幹事宛 

〒110-0005 東京都台東区上野 3-20-8  小島ビル 

 

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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