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D-SCREEN

世界最小の ダイヤモンド判別 デバイス

HRDアントワープは、世界で最も小さいダイヤモンド判別デバイスを開発しました！！

。すで効有にのるす別識をドンモヤイダ然天）らかドンモヤイダ理処ーラカTHPHやドンモヤイダ成合（、はスイバデのこ
研磨済のD-Jカラーのダイヤモンドに対応します。

今、ダイヤモンド業界は合成ダイヤモンドや処理ダイヤモンドの脅威にさらされています
1960年代まで、無色、及びほぼ無色のダイヤモンドは全て天然であると
定義されていました。 しかし、1980年代に最初の宝飾用合成ダイヤモンド
が、市場に登場しました。 この合成ダイヤモンドはHPHT法によって合成
されたものでした。　（HPHT ＝ 高温高圧）

1999年になると、HPHT処理されたダイヤモンドが市場で報告されはじめ
ました。 これは、ブラウンカラーのダイヤモンドを無色のダイヤモンドに変化
させる事ができる技術として業界の大きな注目を集めました。 この技術は
ダイヤモンドから色を「取り除く」事のできる、非常に初期の技術でした。

2001年には、アメリカのアポロ・ダイヤモンド社がCVD（Chemical Vapour
Deposition = 化学気相成長）技術を使用した合成ダイヤモンドの生産を
発表しました。

そして、ブラウンカラーのCVDダイヤモンドにHPHT処理を施して色を取り
除き、無色のダイヤモンドを得る事が可能だということが、知られるように
なりました。

これらの新技術の出現は、科学者や研究者に取って莫大な課題をもたらす
結果となりました。 科学者や研究者は、ダイヤモンド取引に関わる人々、
ジュエラー、そして消費者が、そのダイヤモンドの真の性質（天然か、色処理
されているか、もしくは合成か）を判断する為の研究に取り組みました。
そしてその為の技術は、扱いやすく、信頼性が高く、そして入手しやすいもの
である必要がありました。

そして長年の研究の結果、”D-Screen”が誕生しました。

D-Screenは、HRDアントワープによって開発された実用的なダイヤモンド検査ツールです。
このデバイスは、HPHTカラー処理された可能性のある
ダイヤモンドや、合成の可能性のあるダイヤモンドから、
合成又はHPHTカラー処理されていない
ダイヤモンドを区別します。
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ダイヤモンドのカラーについて
ダイヤモンドのタイプ

HPHTカラー処理

Type I Type II

Ia Ib IIa IIb

カラーセンター 集合体としての窒素 単独の窒素 置換されたホウ素

カラー •  無色
• イエロー

• オレンジ
• オレンジ - イエロー
• ブラウン

• 無色
• ブラウニッシュイエロー
• ピンク
• パープル

• ブルー
• グレー

あなたのダイヤモンドは天然ダイヤモンドですか？

炭素の結晶であるダイヤモンドは、完全な結晶構造になっていれば完全に
無色のダイヤモンドになります。しかし実際には、ほぼ全てのダイヤモンド
が不純物である原子や、構造的な欠陥を持っています。それら不純物や
構造的な欠陥はダイヤモンドの色の原因となるので「カラーセンター」と
呼ばれています。

ダイヤモンドに含まれる最も一般的な原子不純物は炭素です。ダイヤモンド
の結晶内のこの原子（窒素）の含有量によって、ダイヤモンドは大きく２つの
グループに分類することができます。
タイプⅠダイヤモンドは、比較的多くの窒素を含有します。
タイプⅡダイヤモンドは、ほとんど窒素を含有していません。

特定のカラーセンターを持たない

タイプⅠダイヤモンド

タイプⅠのダイヤモンドは、研磨されたダイヤモンドの大多数を占め
ています。(98%以上) 窒素原子はその配列によって、集合体(タイプ
Ⅰa)と、単独(タイプⅠb)に分類されます。集合体の窒素原子は青色の
光を吸収するので、タイプⅠaのダイヤモンドは多くの場合、ブラウ
ニッシュイエローからイエローまでの黄色みを帯びています。窒素
原子が単独で存在する場合(タイプⅠb)、通常はディープイエローから
オレンジのダイヤモンドになります。

天然のタイプⅠbダイヤモンドは非常に少なく、宝飾用ダイヤモンド
の全体のうち0.1%以下の割合でしか存在しません。ダイヤモンドは
地球内部で生成された後、何百年もの間地球内部のマントルの上層部
に留まり続けます。このような環境下では、ダイヤモンドの内部に

存在する窒素原子が徐々に集まり集合体になっていくので、ダイヤ
モンドはタイプⅠbからタイプⅠaに変化します。一方で、合成ダイヤ
モンドは非常に短時間で生成されるので、通常は非常に高い相対レベル
の単独の窒素原子が含まれています。

タイプⅡダイヤモンド

タイプⅡダイヤモンドには、無視できる程微量の窒素原子が含まれて
います。窒素原子は非常にありふれた原子の為、極微量しか窒素の含
まれていないタイプⅡダイヤモンドは非常にピュアだと言う事ができ
ます。

タイプⅡダイヤモンドは、タイプⅡaとタイプⅡbという、ふたつの
グループに分けることができます。前者は非常にピュアなダイヤモン
ドで、完全な無色になる可能性を持っています。しかし、これらは
多くの場合結晶構造の欠陥を持っているため、ブラウンやピンクの色を
帯びます。

タイプⅡaのダイヤモンドは宝飾用ダイヤモンドの中でも非常に希少
です。（全てのダイヤモンドの約1％～2％） カリナンやコイヌール
などの、幾つかの非常に有名な歴史的な無色のダイヤモンドは、この
タイプです。
タイプⅡbダイヤモンド（全てのダイヤモンドの0.1%未満）は、結晶
構造上で置換されたホウ素を含むダイヤモンドです。そして、それら
のダイヤモンドはブルー、そしてブラウン、グレーからほぼ無色まで
の色になります。また、全てのブルーダイヤモンドはタイプⅡbです。
かの有名なホープブルーダイヤモンドも、このタイプです。

カラー処理について

19世紀半ばに、ゼネラル・エレクトリック社（GE社）は、（ライト
ブラウン等）”低品質”ダイヤモンドの色の改変を目的とした、高圧
（High Pressyre - HP）- 高温（High Temperature - HT）処理
技術を開発しました。

この処理で、ダイヤモンドは2100℃を超える高温に加熱されます。
ダイヤモンドがグラファイト化してしまうのを防ぐ為に、安定した
高圧環境に置かれます。
（タイプⅡaを含む）幾つかのブラウンダイヤモンドの色は、結晶
の塑性（そせい）変形や構造欠陥に起因しています。
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HPHT合成

CVD合成

D-SCREEN

HPHT処理によってこれらの結晶構造の欠陥が変化するので、その結果
としてダイヤモンドの色の原因が取り除かれます。
この処理は通常、ほんの数分しかかかりません。しかし、処理後のダイヤモ
ンドは表面が腐食しているので、表皮を剥がし、輝きを取り戻す為に再度
カットをする必要があります。

この処理の結果は、そのダイヤモンドの初期特性とタイプに大幅に依存し
ます。 現在、ブラウン、グレー、ライトイエローのダイヤモンドが、インテンス
イエロー、グリニッシュイエロー、ピンク、ブルーそして無色へと変化させ
る事ができます。

この技術は、ダイヤモンドが生成される地球の奥深くの環境と条件を擬似
的に再現し、ダイヤモンドを合成、製造するためのものです。炭素源を高圧
（High Pressure - HP） - 高温（High Temperature）環境下に置くこと
によって、人類は合成ダイヤモンドを生成しました。スウェーデンの研究所、
ASEAは1953年に初めてこの方法を用いてダイヤモンドを合成しました。 
そして、ゼネラル・エレクトリック社とデビアス社がすぐに追随しました。
70年代以降、宝飾用クオリティの合成ダイヤモンドがHPHT合成によって
生成されています。そして現在、それらは天然ダイヤモンドのおよそ30%の
価格で取引されています。
安定した状態を長時間維持する事によって、わずか数日間でこの原石を２
カラットから３カラットの大きさにまで成長させる事もできます。

これら合成石の大部分は、結晶内の窒素原子の存在によって、明るい
イエローからオレンジの色になります。これらはタイプⅠbのダイヤモンド
です。 そして、無色のダイヤモンド(窒素を含まない)を生成させること
も理論上可能ですが、その為の技術的な問題が多くあることから、現在
のダイヤモンド市場にこのようなダイヤモンドは存在していません。

化学気相成長法（Chemical Vapor Deposition - CVD）は、（炭素を含
んだ）ガスによってダイヤモンドを生成する方法です。

この原理は19世紀には知られていましたが、多結晶ではない大きな単結晶
のダイヤモンドの生成を成功させるまでには、今世紀初頭までの期間を要し
ました。

ガス（通常はメタン）が非常に高い温度に加熱され、原子化合物が分解され
ます。そしてその後、炭素原子は表面に「沈殿」していきます。 適正な条件下
であれば、単結晶は層状に厚く形成されていきます。 良質なダイヤモンドを
得る為の典型的な成長スピードはだいたい、一日に0.5mmです。

CVD合成ダイヤモンドは通常はライトブラウンになり、そのようなダイヤ
モンドは一般的にダイヤモンド取引業者にはあまり魅力的ではありません。
しかし、このブラウンカラーは多くの場合、HPHTプロセスを用いて除去
されます。研究者が引き続き技術の限界に挑み続けることで、将来的には
無色のダイヤモンドが実現すると予想されています。
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コンパクト・高い信頼性・早い測定

D-Screen 仕様
サイズ: 40 x 50 x 150 mm
使用: バッテリー 又は AC (ケーブル同梱)
重量: 325g (バッテリー込)
電源: 9 V DC, 250 mA
アダプタ入力: 110-230 V, 50/60 Hz
アダプタ出力: 9 V DC, 300 mA

D-Screenのアドバンテージ
■ 手元のダイヤモンドが、現在の技術を用いた合成ダイヤモンド及び
HPHTカラー処理されたダイヤモンドではない事を簡単に確認 

■ 素早く正確な測定
■ コンパクトで使いやすい
■ 人間工学に基づくデザイン
■ 持ち運び可能 （バッテリー）
■ 費用対効果
■ あらゆるシェイプのダイヤモンドに対応  約200点/時 測定可

グリーンランプ: オレンジランプ: レッドランプ:

。いさ下てし認確をとこるあでtc01 ～ tc02.0てしそ、ーラカJ - D、とこるいてれさトッカ）もで面１（、とこるあでドンモヤイダが石定測

検査するダイヤモンドを測定器に下向きにセットし、カバーを閉じます。数秒で測定が完了し、結果が前面のランプによって表示されます。

測定石は合成でもHPHTカラー処理
されたものでもありません

測定石は合成又はHPHTカラー処理
されている可能性があります

適正な鑑別機関での追加検査が必要です

バッテリー残量が少ないか
機器に問題があります
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