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(57)【要約】
　　本発明は、ダイヤモンドの鑑定書及びその鑑定書の
作成方法に関するものである。
　　本発明は、人間の管理番号の入力ミスによるトラブ
ルを排除すること、及び、反射像の作成という熟練を要
する煩雑な撮影作業の解消を図ることを課題とする。
　　本発明は、バーコードに備えられた管理番号を読取
り器を介してコンピュータに入力することで、入力ミス
を防ぐものである。
　　また、本発明は、ＣＧソフトにより作成されるダイ
ヤモンドのカラーフィルターの有無のそれぞれの場合に
おける光学的仮想反射画像を出力表示するものである。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　研磨した天然ダイヤモンドの管理番号及び測定検査会社情報を読み取るバーコードを備
えるとともに、該管理番号に紐づけられたカラット、カラー、クラリティー、カットの４
Ｃ情報、ダイヤモンドのサイズ情報及びＣＧソフトにより作成されるダイヤモンドのカラ
ーフィルターの有無のそれぞれの場合における光学的仮想反射画像を読み取る二次元コー
ドを備えるとともに、前記二次元コードから出力表示される前記４Ｃ情報を出力表示する
欄及びダイヤモンドのサイズ表示欄を備え、かつ前記二次元コード及びコンピュータのデ
ータベースから前記カラーフィルターの無い場合における光学的仮想反射画像と前記カラ
ーフィルターが有る場合における光学的仮想反射画像とが出力表示されていることを特徴
とするダイヤモンド鑑定書。
【請求項２】
　請求項１記載の天然ダイヤモンドがラウンド・ブリリアント・カットダイヤモンドの場
合の鑑定書において、ＣＧソフトにより作成した光学的仮想反射画像はダイヤモンドのク
ラウン側からの仮想の光を入射した場合のＣＧソフトによるカラーフィルターの有無のそ
れぞれの場合における光学的仮想矢印状反射画像であり、パビリオン側から仮想の光を入
射した場合のＣＧソフトによるカラーフィルターが有る場合の光学的仮想ハート状反射画
像であることを特徴とする請求項１記載のダイヤモンド鑑定書である。
【請求項３】
　コンピュータのデータベースに保存されたダイヤモンドの管理番号及び測定検査会社情
報を備えたバーコード及び二次元コードを読取り器で読み取り、同一管理番号で管理され
たダイヤモンドの寸法測定をするためにＣＣＤカメラでダイヤモンドのシルエット像を撮
像し、該撮像されたダイヤモンド画像を基にＣＧソフトにてダイヤモンドの立体形状画像
を作成する工程と、該ダイヤモンドの立体形状画像を基にＣＧソフトにより作成した前記
立体形状画像の平面側からの光学的仮想反射画像と底面側を上にして真上から見た場合の
カラーフィルターの有無による光学的仮想反射画像のそれぞれを鑑定書の表示欄に出力表
示し得る工程を備えていることを特徴とするダイヤモンド鑑定書の作成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は研磨仕上げをした天然ダイヤモンドをロット単位又は１個単位で４Ｃ（Ｃａｒ
ａｔ、Ｃｏｌｏｒ、Ｃｌａｒｉｔｙ、Ｃｕｔ）及びＣｏｌｏｒ　Ｏｒｉｇｉｎ等の各種を
測定する際に、予め各作業者はコンピュータに指紋登録等を行なって測定者を登録した後
、該ダイヤモンドのシリアル番号及び会社名等の情報が格納されたバーコードをバーコー
ド読取り器で読み取り、指定された管理番号の下にＣａｒａｔ（重さ）の測定が行なわれ
、その測定情報がコンピュータのデータベース及び二次元コードのそれぞれに保存される
。こうして、次の測定者もコンピュータに指紋登録等をしてバーコードに記録された管理
番号の下に測定情報がコンピュータのデータベース及び二次元コードに格納される。コン
ピュータのデータベース（ＤＢという）及び二次元コードにそれぞれ前記測定情報が保存
、管理され、以後の各種寸法測定を基にしてコンピュータグラフィック（ＣＧ）のソフト
を介してダイヤモンドの立体形状のＣＧ画像を作成し、そのダイヤモンドの立体形状のＣ
Ｇ画像に対しカラーフィルターの有無のそれぞれの場合におけるＣＧソフトにより作成し
た光学的仮想反射画像を鑑定書に出力表示するものである。
【０００２】
　また、そのダイヤモンドの立体形状のＣＧ画像はコンピュータのＤＢに保存され、ダイ
ヤモンドに関する４Ｃ（クラリティー（Ｃｌａｒｉｔｙ）、カラー（Ｃｏｌｏｒ）、カッ
ト（Ｃｕｔ）、カラット（Ｃａｒａｔ））等の各種データ情報がコンピュータのＤＢに保
存される。カラーフィルターの有無のそれぞれの場合におけるＣＧソフトにより作成され
たダイヤモンドの光学的仮想反射画像は幾何光学の基本法則に基づいて作成する。例えば
、ラウンド・ブリリアント・カットダイヤモンドの場合は、パビリオン・メインファセッ
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トから入射した光がテーブル面で反射してハート形状に、テーブル・クラウン側から入射
した光はパビリオン面で反射して矢印状のパターン画像が得られ、ハート＆キューピッド
（登録商標）のカラーフィルターの有無のそれぞれの場合におけるＣＧソフトによる光学
的仮想反射画像が得られる。
【背景技術】
【０００３】
　従来のダイヤモンドの鑑定書は、対象ダイヤモンドにそのダイヤモンドを特定する番号
を付し、その特定番号を付したダイヤモンドに対し、例えばラウンド・ブリリアント・カ
ットダイヤモンドの場合、パビリオン側を上側にし、クラウン側を下に位置させ、パビリ
オン側から光を入射させ、クラウン側のテーブル面やファセット面からの反射像であるハ
ート形状の写真像を得る一方、クラウン側を上にし、パビリオン側を下にした状態でクラ
ウン側からの入射光を下部パビリオン側のファセット面で反射させてクラウン側に光出射
した矢印状のパターン像を写真撮影して鑑定書の所定箇所に貼付していた。
【０００４】
　また、他の先行技術文献である特許文献１のダイヤモンド鑑定方法及び装置の発明のう
ち、ダイヤモンド鑑定方法の発明は、（１）駆動手段により回転させることができる測定
ステージ上に鑑定するダイヤモンドをセットし固定するステップ、（２）光源により鑑定
ダイヤモンドに光を照射するステップ、（３）カット評価計測用コンピュータにより前記
駆動手段を制御して測定ステージを所定の角度回転するステップ、（４）鑑定ダイヤモン
ドに対して光源とは反対側に設置されたカメラによって、鑑定ダイヤモンドのシルエット
像を検出し、検出された鑑定ダイヤモンドのシルエット像の画像データをカット評価計測
用コンピュータに取り込み、記憶するステップ、（５）前記ステップ（３）、及びステッ
プ（４）をこの順で複数回繰り返すことで、所定の複数の方向からの鑑定ダイヤモンドの
シルエット像の画像データをカット評価計測用コンピュータに取り込み、記憶するステッ
プ、（６）カット評価計測用コンピュータに記憶されたシルエット像の画像データを用い
て鑑定ダイヤモンドのカット評価を行い、そのカット評価データを鑑定ダイヤモンドと対
応が付くようにデータベースに記憶するステップ、（７）重量・カラー測定装置により鑑
定ダイヤモンドの重量及びカラーを測定して、その測定データを鑑定ダイヤモンドと対応
が付くようにデータベースに記憶するステップ、（８）写真画像取り込み装置により鑑定
ダイヤモンドの写真を撮り、その写真画像データを鑑定ダイヤモンドと対応が付くように
データベースに記憶するステップ、（９）カット評価データをグラフ化した画像の画像デ
ータを作成し、データベースに記憶するステップ、及び（１０）前記ステップ（６）、（
７）、（８）、及び（９）で得られたデータを基に、所定の形式の鑑定書を印刷するステ
ップを含むダイヤモンド鑑定方法がある（特許文献１）。
【０００５】
　また、特許文献１の明細書段落００１３には、（１３）写真画像取り込み装置により鑑
定ダイヤモンドの写真を撮り、その写真画像データをデータベースに入力し、鑑定ダイヤ
モンドと対応が付くように上記同一の管理番号を付して記憶する旨の記載がされている。
【０００６】
　さらに、特許文献１の図８のダイヤモンド鑑定書に表示された箇所にダイヤモンドの写
真画像及びカット評価データに基づいて作成したグラフ化された画像データが表示されて
いる。特許文献１の明細書段落０００６に示す通り、ダイヤモンドを挟んで光源と反対側
の位置に設置したカメラで撮像したシルエット像をコンピュータのデータベースに記憶し
た後、鑑定書に写真画像及びカット評価データに基づいて作成したグラフ化された画像デ
ータが印刷される旨の記載がされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平９－２７３９９４
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記、従来技術のうち、最初に示した従来例には、ロット単位で複数のダイヤモンドが
管理されており、特定番号に対応する各ダイヤモンドは光照射により各ファセット面で反
射して得られたパターン像を写真撮影してハート形状と矢印状のパターン画像の写真を鑑
定書の所定箇所にそれぞれ貼付けていた。
【０００９】
　また、上記最初に示した従来例には、人が伝票を見ながら個々のダイヤモンドに対応し
た特定番号を一つ一つ検証しながら鑑定書に写真を貼付しているが、写真を貼る時に番号
を確認しているにも拘わらず、番号と一致しないダイヤモンドの写真を貼付してしまうと
いう人間の貼付ミスも生じるといった危険性を有していた。
【００１０】
　一方、特許文献１の明細書段落００１３には、（１１）上記ステップ（１０）で得られ
たカット評価データをデータベースに送り、鑑定ダイヤモンドと対応が付くように管理番
号を付して記憶する。（１２）カット評価以外の鑑定項目を測定する装置による測定デー
タ（例えば、重量・カラー測定装置による鑑定ダイヤモンドの重量、及びカラーの測定デ
ータ）をデータベースに入力し、鑑定ダイヤモンドと対応が付くように上記同一の管理番
号を付して記憶する。カット評価以外の鑑定項目としては、カラー（色）、クラリティー
（明澄度）、重量、蛍光性などが挙げられる。（１３）写真画像取り込み装置により鑑定
ダイヤモンドの写真を撮り、その写真画像データをデータベースに入力し、鑑定ダイヤモ
ンドと対応が付くように上記同一の管理番号を付して記憶する旨の記載がされている。
【００１１】
　特許文献１の発明の効果として、明細書段落００１９に、本発明のダイヤモンド鑑定方
法及び装置では、カット評価から鑑定書の作成までの一連の鑑定作業において、カット評
価データ、カット評価以外の鑑定データ、ダイヤモンド写真画像データ及びカット評価デ
ータをグラフ化した各種画像の画像データを同一の管理番号を付してデジタル記憶・管理
することにより、画像写真を実際に撮ってカット評価データとは別に管理しておく煩雑さ
が解消され、画像写真の貼り間違えも起こらず、それにより鑑定の信頼性が向上し、画像
を含んだ鑑定書が一度に印刷でき、よって作業時間が短縮され、またカット評価データを
グラフ化した各種画像の画質は常に一定であり、鑑定書のレイアウト、構成、及び色も自
由に変えられる旨の記載がされている。
【００１２】
　しかし、特許文献１の発明においては、段落００１３にて（１１）上記ステップ（１０
）で得られたカット評価データをデータベースに送り、鑑定ダイヤモンドと対応が付くよ
うに管理番号を付して記憶する工程と、（１２）カット評価以外の鑑定項目を測定する装
置による測定データ（例えば、重量・カラー測定装置による鑑定ダイヤモンドの重量、及
びカラーの測定データ）をデータベースに入力し、鑑定ダイヤモンドと対応が付くように
上記同一の管理番号を付して記憶する工程と、（１３）写真画像取り込み装置により鑑定
ダイヤモンドの写真を撮り、その写真画像データをデータベースに入力し、鑑定ダイヤモ
ンドと対応が付くように、上記同一の管理番号を付して記憶する工程の３工程のいずれの
工程においても、作業者が、（ａ）カット評価データに対する管理番号付けの入力作業、
（ｂ）測定データに対する同一の管理番号付けの入力作業、（ｃ）写真画像データに対す
る同一の管理番号付けの入力作業が有り、該（ａ）、（ｂ）、（ｃ）の作業ごとに同一の
管理番号付けの入力作業が加わる。この作業ごとに管理番号の入力作業時の人間が行なう
入力ミスは避け難いという問題が生じる。このような入力ミスは高価な宝石を扱う業者と
して信用問題に拘わることである。
【００１３】
　本発明は、上記の課題を解決するために、ダイヤモンドを特定するシリアル番号（管理
番号）及び測定検査会社に関する情報を備えたバーコード及びダイヤモンドに関する４Ｃ
情報やダイヤモンドの仮想反射画像表示において、カラーフィルターの有無のそれぞれの
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場合におけるＣＧソフトによる光学的仮想反射画像等の情報を備えた二次元コードをそれ
ぞれコンピュータのデータベースで管理、保存し、各ダイヤモンドの入出力情報はシリア
ル番号（管理番号）及び測定検査会社を記載した情報をバーコード及びコンピュータのデ
ータベースで管理し、ダイヤモンドに関する４Ｃ情報やダイヤモンドのＣＧソフトによる
光学的仮想反射画像等の情報は二次元コード及びコンピュータのデータベースで管理し、
これらの情報は読取り器を介してコンピュータに入出力し、従来行われていた人間の管理
番号の入力ミスによるトラブルを一切排除する。
【００１４】
　また、本発明はダイヤモンドの各種カット形式に対し、熟練と手間と時間がかかる実際
の光照射により得られたパターン像の写真画像を採用することなく、ダイヤモンドの屈折
率は一定であることに着目して、幾何光学の基本法則に基づく光学的仮想の光出射パター
ン像をＣＧソフトによるＣＧ画像で作成することにより、従来の写真による反射像の作成
という熟練を要する煩雑な撮影作業の解消を図り、ＣＧソフトを介して簡単かつ正確なダ
イヤモンドのカラーフィルターの有無のそれぞれの場合における光学的仮想反射画像を鑑
定書に出力表示し得るようにしたものである。
【００１５】
　すなわち、本発明はダイヤモンド形状の各部位を寸法測定装置で測定して得た数値を基
にＣＧソフトでダイヤモンドの立体画像を作成し、そのダイヤモンドの立体画像をコンピ
ュータのデータベースに保存し、該ＣＧソフトで作成したダイヤモンドの立体画像に対し
て、例えばクラウン側から見たＣＧソフトにより得たカラーフィルターの有無のそれぞれ
の場合におけるダイヤモンドの光学的仮想反射画像及びパビリオン側から見たＣＧソフト
により得たカラーフィルターが有る場合の光学的仮想反射画像を迅速かつ精確に作成し、
該光学的仮想反射画像を鑑定書に出力表示することができる。
【００１６】
　また、ダイヤモンドの管理番号及び測定検査会社をバーコードの読取り器で読み取り、
その管理番号に関連づけられた各種測定データはコンピュータのデータベースに記録され
、かつＣＧソフトで作成されたカラーフィルターの有無のそれぞれの場合におけるダイヤ
モンドの光学的仮想反射画像も管理番号に関連付けてコンピュータのデータベースに保存
され、ダイヤモンドの取扱業者及び購入者等は鑑定書にダイヤモンドのカット形式が例え
ばクラウン側から見た場合とパビリオン側から見た場合のそれぞれのカラーフィルターの
有無による光学的仮想反射画像として一瞥できる信頼性の高いダイヤモンド鑑定書及びそ
の鑑定書の作成方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明に係るダイヤモンドの鑑定書は、研磨した天然ダイヤモンドの管理番号及び測定
検査会社情報を読み取るバーコードを備えるとともに、該管理番号に紐づけられたカラッ
ト、カラー、クラリティー、カットの４Ｃ情報、ダイヤモンドのサイズ情報及びＣＧソフ
トにより作成されるダイヤモンドのカラーフィルターの有無のそれぞれの場合における光
学的仮想反射画像を読み取る二次元コードを備えるとともに、前記二次元コードから出力
表示される前記４Ｃ情報を出力表示する欄及びダイヤモンドのサイズ表示欄を備え、かつ
前記二次元コード及びコンピュータのデータベースから前記カラーフィルターの無い場合
における光学的仮想反射画像と前記カラーフィルターが有る場合における光学的仮想反射
画像とが出力表示されていることを特徴とする。
【００１８】
　上記天然ダイヤモンドがラウンド・ブリリアント・カットダイヤモンドの場合の鑑定書
において、ＣＧソフトにより作成した光学的仮想反射画像はダイヤモンドのクラウン側か
らの仮想の光を入射した場合のＣＧソフトによるカラーフィルターの有無のそれぞれの場
合における光学的仮想矢印状反射画像であり、パビリオン側から仮想の光を入射した場合
のＣＧソフトによるカラーフィルターが有る場合の光学的仮想ハート状反射画像であるこ
とを特徴とする請求項１記載のダイヤモンド鑑定書である。
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【００１９】
　本発明に係るダイヤモンド鑑定書の作成方法は、コンピュータのデータベースに保存さ
れたダイヤモンドの管理番号及び測定検査会社情報を備えたバーコード及び二次元コード
を読取り器で読み取り、同一管理番号で管理されたダイヤモンドの寸法測定をするために
ＣＣＤカメラでダイヤモンドのシルエット像を撮像し、該撮像されたダイヤモンド画像を
基にＣＧソフトにてダイヤモンドの立体形状画像を作成する工程と、該ダイヤモンドの立
体形状画像を基にＣＧソフトにより作成した前記立体形状画像の平面側からの光学的仮想
反射画像と底面側を上にして真上から見た場合のカラーフィルターの有無による光学的仮
想反射画像のそれぞれを鑑定書の表示欄に出力表示し得る工程を備えていることを特徴と
する。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明は、研磨した複数個の天然ダイヤモンドの管理をロット単位又は個別に管理され
た天然ダイヤモンドの１つ１つに対し、それぞれ管理番号が付され、その管理番号はコン
ピュータのデータベース及び該データベースから出力されたバーコードでそれぞれ管理さ
れ、該データベースから出力された２次元コードには、同一管理番号のダイヤモンドに対
し４Ｃ情報、ＣＧソフトにより作成したダイヤモンドの立体形状の平面側及び底面側を上
にして真上から見た場合のそれぞれからのカラーフィルターの有無による光学的仮想反射
画像としてそれぞれが鑑定書に表示される。したがって、従来のように人間による管理番
号又は個々の管理番号の入力ミスから発生するトラブルが一切排除され、熟練と高度の撮
影技術による写真画像に劣らないカラーフィルターの有無による光学的仮想反射画像が得
られ、高度な品質管理の実現と信頼性が一段と高まる。
【００２１】
　また、ダイヤモンドの各種カット形式に対する写真撮影は、ダイヤモンドの立体形状を
特定するために使用するだけであり、以後のダイヤモンドの立体形状の特定はＣＧソフト
に基づいて作成されたダイヤモンドの立体形状を基に、カラーフィルターの有無による光
学的仮想反射画像が作成されるので、従来のように熟練と手間と時間がかかる光照射によ
る写真画像を採用することがない。
【００２２】
　さらに、ダイヤモンドの屈折率は一定であることに着目して幾何光学の基本法則に基づ
く作図法により、ＣＧソフトによりカラーフィルターの有無のそれぞれの場合における光
学的仮想反射画像を作成することとしたので、写真による反射画像の熟練と手間と時間を
要する煩雑な撮影作業の解消が図られ、ＣＧソフトにより簡単に精度の高い光学的仮想反
射画像がカラーフィルターが有る場合と無い場合のそれぞれについて得られ、看者に鮮明
な印象、美観を与える。
【００２３】
　さらにまた、例えばラウンド・ブリリアント・カットのダイヤモンドのテ－ブル・クラ
ウン側からの光学的仮想入射光に対するパビリオン側で２箇所の異なるファセット面で反
射してクラウン側のテーブル面及びファセット面のそれぞれで光学的仮想光が出射して得
られるＣＧソフトによるカラーフィルターの有無のそれぞれの場合における矢印状の光学
的仮想パターン画像が得られる結果、写真と実質上変わらない光学的仮想の光出射パター
ン画像を作成することができる。しかも、カラーフィルターが有る場合は、光の選択吸収
により矢印部分が白色で、その周囲が青色等により一層、画像のコントラストが増し、商
品価値を高めることが出来る。また、パビリオン側からの光学的仮想入射光に対するクラ
ウン側のテーブル面及びファセット面で反射してパビリオン側から光学的仮想光が出射し
て得られるＣＧソフトによるカラーフィルターが無い場合にあっても、ハート状の光学的
仮想パターン像が作成され、写真と実質上同一の光学的仮想パターン像が容易に作成でき
る。すなわち、従来の光反射によるダイヤモンドの反射パターン像を写真撮影する場合の
作業準備や写真の撮り直しといった熟練と手間のかかる作業が不要となる。
【００２４】
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　また、本発明は鑑定書に管理番号及び測定検査会社の情報を読み取るバーコードを備え
、かつ４Ｃ（カラット、カラー、クラリティー、カット）情報及びＣＧソフトにより作成
されたダイヤモンドの光学的仮想反射画像を読み取る二次元コードを備えているので、前
記測定検査会社からダイヤモンドを購入した業者は、前記測定検査会社と同一のダイヤモ
ンド情報をコンピュータネットワークのオンラインを介して共有することが出来、バーコ
ード及び二次元コードのそれぞれの情報を基にダイヤモンドの購入会社が独自の商品管理
を行えるという利点を有し、業者は最終消費者に対する品質管理上の信頼性が一層高まる
。
　また、高価なダイヤモンドが盗難等に遭ったとしても、鑑定書に表示されたバーコード
及び二次元コードを複製するか、コンピュータに保存しておくことにより、前記測定検査
会社とのオンラインを介しての連携により国内、国外にあるダイヤモンドの盗難品を見つ
けだすことが出来、盗難品から犯人を割り出すことができ、犯罪捜査に寄与でき、犯罪防
止効果も有する。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】（ａ）ダイヤモンドの寸法測定装置を示す説明図、（ｂ）回転ステージの正確な
寸法を基準にしてダイヤモンドの寸法（直径）を算出する例を示す説明図である。
【図２】本発明の鑑定対象となる各種ダイヤモンドの（ａ）平面図及び（ｂ）底面図から
（ｓ）平面図及び（ｔ）底面図までをそれぞれ示す。
【図３】本発明の鑑定対象となる各種ダイヤモンドの（ａ）平面図及び（ｂ）底面図から
（ｓ）平面図及び（ｔ）底面図までをそれぞれ示す。
【図４】ラウンド・ブリリアント・カットのダイヤモンドのＣＧにより作成した（ａ）光
学的仮想平面図、（ｂ）光学的仮想底面図（ｃ）光学的仮想正面図及び（ｄ）ガードルの
拡大図をそれぞれ示す。
【図５】ラウンド・ブリリアント・カットのダイヤモンドの入射光線、反射光線、屈折光
線、臨界角、全反射領域のそれぞれを示す説明図を示す。
【図６】ラウンド・ブリリアント・カットのダイヤモンドのクラウン側からの光学的仮想
入射光線の作図例を示す。
【図７】ラウンド・ブリリアント・カットのダイヤモンドのクラウン側の平面図を縦、横
の桝目を作り、桝目に垂直に光学的仮想光を投入し、その光跡をする前の状態を示す。
【図８】本発明に係るダイヤモンドの鑑定書に出力表示したバーコード、二次元コード及
びカラーフィルターの有無のそれぞれの場合におけるダイヤモンドの光学的仮想反射画像
を備えた図である。
【図９】本発明に係るダイヤモンドの鑑定書を作成するコンピュータの構造を示す図であ
る。
【図１０】本発明に係るダイヤモンドの鑑定書を作成するコンピュータのデータベースを
示す図である。
【図１１】本発明に係るダイヤモンドの鑑定書を作成するフローシートを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本発明において、研磨された天然ダイヤモンドとして寸法測定の対象とするダイヤモン
ドをカット形式で分類すると次の通りである。なお、各カット形式は上部から見た平面図
を左側に示し、下部から見た底面図を右側に示した。図２（ａ）（ｂ）はラウンド・ブリ
リアント・カット、図２（ｃ）、（ｄ）はオーバル・ブリリアント・カット、図２（ｅ）
、（ｆ）はペアシェープド・ブリリアント・カット、図２（ｇ）、（ｈ）はマーキズ・ブ
リリアント・カット、図２（ｉ）、（ｊ）はジルコン・カット、図２（ｋ）、（ｌ）はハ
ートシェープド・ブリリアント・カット、図２（ｍ）、（ｎ）はトラップ・ブリリアント
・カット、図２（ｏ）、（ｐ）はオールド・ヨーロピアン・カット、図２（ｑ）、（ｒ）
はスピリート、ブリリアント・カット、図２（ｓ）、（ｔ）はシングル・カット、図３（
ａ）、（ｂ）はスクエア・エメラルド・カット、図３（ｃ）、（ｄ）はエメラルド・カッ
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ト、図３（ｅ）、（ｆ）はバリオン・カット、図３（ｇ）、（ｈ）はバゲット・カット、
図３（ｉ）、（ｊ）はオールド・マイン・カット、図３（ｋ）、（ｌ）はテーパード・バ
ケット・カット、図３（ｍ）、（ｎ）はスイザーズ・カット、図３（ｏ）、（ｐ）はベベ
ル・カット、図３（ｑ）、（ｒ）はハーフ・ムーン・カット、図３（ｓ）、（ｔ）はテー
ブル・カットである。
【実施例１】
【００２７】
　本実施例では、ラウンド・ブリリアント・カットのダイヤモンド１を対象とした鑑定書
について説明する。本例ではダイヤモンドの管理をロット単位で管理した場合について説
明するが、１個単位のダイヤモンドの管理についても適用される。
　ラウンド・ブリリアント・カットのダイヤモンド１の管理をロット毎に行ない、ダイヤ
モンドの各々の重さを測る時に入力されたシリアル番号（以下、管理番号という）Ｎをコ
ンピュータのデータベースに入力する。データベースに入力されたバーコード及び二次元
コードには管理番号をそれぞれ備えている。コンピュータから出力したバーコード及び二
次元コードの最初の管理番号をコード読取り器Ｒで読み取り、以後の同一の管理番号に関
するダイヤモンドの各種入力情報はバーコード及び二次元コードのコード読取り器Ｒによ
り読み取られてコンピュータにそれぞれの情報が入力される。このため、人間の入力ミス
によるトラブルが一切排除される。すなわち、ダイヤモンド１の管理番号はバーコード及
び二次元コードのコード読取り器Ｒで読み取られてダイヤモンドの同一性が確認されて、
全ての情報がデータベースに入力される。
【００２８】
　図１（ａ）はダイヤモンドの寸法測定装置を示す説明図で、図１（ｂ）は回転ステージ
１７の正確な寸法を基準にしてダイヤモンド１の寸法である直径等を算出する例を示す説
明図である。図１（ａ）はダイヤビジョンＨＤ（商品名）によるラウンド・ブリリアント
・カットのダイヤモンド１（以下、単にダイヤモンド１という）の寸法測定の原理を示す
模式図である。
　回転ステージ１７の中心位置にダイヤモンド１の中心を合わせた状態でセットされる。
ダイヤモンド1は、回転ステージ１７の中心に設けた吸引孔（図示せず）で吸引されて固
定される。回転ステージ１７の直径は正確な寸法管理がされる。
【００２９】
　図１（ａ）に示す光源１３から回転ステージ１７にセットされたダイヤモンド１に対し
平行光線を照射する。ダイヤモンド１に照射された平行光線はダイヤモンド１を透過して
レンズを介してＣＣＤカメラ１４で撮像される。この撮像情報はコンピュータ１６のデー
タベース１９に入力される。ダイヤモンド１の各部の寸法、例えばクラウン側のテーブル
、スター・ファセット、ベゼル・ファセット、アッパー・ガードル・ファセットやパビリ
オン側のガードル、キューレット、パビリオン・ファセット、ロアー・ガードル・ファセ
ットの各寸法は、回転ステージ１７の正確な寸法に対しての比で算出される。同様に、ダ
イヤモンド１の各部の角度は各面の寸法から関数を用いて算出される。本例ではステッピ
ングモーター（図示せず）で回転する回転ステージ１７の回転角度３６０°に対し３．６
°ずつ回転させたが、この回転角度に限定されるものではなく、必要に応じて変えても良
い。本例では３．６°の回転によりダイヤモンド１のシルエットを１００箇所測定した場
合を示す。ダイヤモンド１の各部の寸法を基にＣＧソフトによりダイヤモンド１の立体画
像が作成され、コンピュータのデータベース１９に保存される。
【００３０】
　図４（ａ）は上部クラウン側３から見た平面図であり、図４（ｂ）は下側パビリオン側
８から見た平面図である。図４（ａ）中、上部クラウン側３はテーブル４、スター・ファ
セット５、ベセルファセット６及びアッパー・ガードル・ファセット７の各面で構成され
る。
　テーブル４は、表面が平坦な八角形に仕上げられている。５はスター・ファセットで、
テーブル４の８辺のうちの１辺にそれぞれ接し、かつそれらは三角形状の傾斜面で構成さ
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れる。６は変則の４角形をした傾斜面で構成されるベゼル・ファセットで、２辺が２つの
スター・ファセット５の１辺に接し、他の２辺は２つのアッパー・ガードル・ファセット
７に挟まれてそれぞれの１辺と接している。７は変形の扇形状のアッパー・ガードル・フ
ァセットで、弧状部分はガードル９に接していて、同一円周上に１６個存在する。
【００３１】
　次に図４（ｂ）中、下部パビリオン側８は略円錐形状をなしているが各ファセットの表
面は平坦に仕上げられる。略円錐形状の下端は小さな円で構成されるキューレット１０が
存在する。円の中心を通る８等分された４５度の中にそれぞれ槍先形状のパビリオン・フ
ァセット１１が中心から放射状に形成され、その表面はそれぞれ平坦である。パビリオン
・ファセット１１を挟んで４５度の中に円弧状のロアー・ガードル・ファセット１２が形
成される。図４（ｃ）はラウンド・ブリリアント・カットのＣＧソフトにより作成したダ
イヤモンド１の正面図でガードル９を挟んで上部クラウン側３と下部パビリオン側８がそ
れぞれ位置する。ガードル９は拡大すると水平方向に略菱形形状が円周方向に連続的に形
成される。図４（ｄ）はガードル９の拡大図である。
【００３２】
　ＣＧソフトにより作成したダイヤモンド１のクラウン側を上にした状態で真上から光学
的仮想入射光を入射させた場合と、パビリオン側を上にした状態で真上から光学的仮想入
射光を入射させた場合のそれぞれについて、幾何光学の基本法則に基づく作図法にて屈折
・反射を繰り返して、ダイヤモンドの表面から光学的仮想出射させた状態がＣＧソフトに
よりカラーフィルターを通過させての光学的仮想反射画像として得られる。パビリオン側
を上にした場合で、パビリオン側からカラーフィルターを通して光学的仮想入射させた場
合に得られる光学的仮想反射画像は８個のハート形状が同一円形内に対称的に得られ、こ
の画像がコンピュータ１６により鑑定書２に出力される。また、クラウン側を上にした場
合で、クラウン側からカラーフィルターの有無のそれぞれの場合における光学的仮想光を
入射させた場合に得られる光学的仮想反射画像は８個の矢印状形状が同一円形内に対称的
に得られる。光学的仮想反射画像のうち、左側がカラーフィルターが無い場合の画像であ
り、右側上段がカラーフィルターが有る場合の画像であり、この画像がコンピュータ１６
により鑑定書２に出力される（図８参照）。
【００３３】
　空気中からダイヤモンドへ光が入る場合は、図５（ａ）～図５（ｃ）に示すように次の
計算式により求める。
　　ｎ＝ｓｉｎ　ｉ／ｓｉｎ　ｒ　　但し、ｎは屈折率、ｉは入射角、ｒは屈折角である
。
　ダイヤモンドから空気中へ光が出る場合、入射角　ｒ´が臨界角より小さい時に限り光
は外へ出る。
　ダイヤモンドの屈折率ｎは２．４１７であり、入射した光は
　　２．４１７＝ｓｉｎ　ｉ／ｓｉｎ　ｒ　の式に従ってダイヤモンドの中に入射する。
　すなわち、ダイヤモンドの寸法が判明すれば、ダイヤモンドに入射した光がどの様に反
射するかが厳密に計算できる。
【００３４】
　本例では、図６に示すように光学的仮想の光の束は１ｍｍ当たり１０００本とし、この
計算を上記計算式に基づいてダイヤモンドの端から端まで実施し光学的仮想入射光に対す
る光学的仮想反射光による光学的仮想反射画像をコンピュータ１６のＣＧ上で作成し、そ
の光学的仮想反射画像のデータをコンピュータのデータベースする格納する。なお、光学
的仮想の光の束は１ｍｍ当たり１０００本に限定されるものではなく、必要に応じてその
本数を変更することができる。
【産業上の利用可能性】
【００３５】
　本発明は、同一のダイヤモンドについて、重量測定（カラット）、寸法測定等の各工程
において、作業者はダイヤモンドのシリアル番号（管理番号）をその都度、入力操作をす
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る必要が無く、同一管理番号に対する各種作業において作業者はバーコード又は二次元コ
ードに入力されている管理番号をコード読取り器で読み取るだけで済むために、管理番号
の入力ミスの解消が図られ、安全、確実なＣＧソフトにより作成された信頼性の高いダイ
ヤモンドの光学的反射画像等を鑑定書に出力表示するだけで済むので、宝石業界全体の鑑
定書に対する信頼性が一段と増すこととなる。また、取引業者及び宝石購入者は鑑定書を
見ることにより、現実のダイヤモンドに対するＣＧソフトによるカラーフィルターの有無
のそれぞれの場合における光学的仮想反射画像及び底面図側を上にして真上から見た場合
におけるダイヤモンドの光学的仮想反射画像を併せてセットとして確認することができ、
安心した取引、購入が促進される。
【符号の説明】
【００３６】
１　　　ラウンド・ブリリアント・カットのダイヤモンド
２　　　鑑定書
３　　　上部クラウン側
４　　　テーブル
５　　　スター・ファセット
６　　　ベゼル・ファセット
７　　　アッパー・ガードル・ファセット
８　　　下部パビリオン側
９　　　ガードル
１０　　キューレット
１１　　パビリオン・ファセット
１２　　ロアー・ガードル・ファセット
１３　　光源
１４　　ＣＣＤカメラ
１５　　レンズ
１６　　コンピュータ
１７　　回転ステージ
１８　　スリットレーザー
１９　　データベース
Ｒ　　　バーコード又は二次元コードの読取り器
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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【手続補正書】
【提出日】平成27年3月31日(2015.3.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　研磨した天然ダイヤモンドのそれぞれに付した管理番号の登録手段、該ダイヤモンドの
それぞれを測定した測定検査会社の登録手段並びに指紋登録したダイヤモンド測定者の登
録情報を有するバーコード情報の登録手段と、該各管理番号に対応するダイヤモンドのカ
ラット、カラー、クラリティー、カットの４Ｃ情報登録手段と、カラーフィルターの有無
のそれぞれの場合におけるコンピュータグラフィックソフトにより作成した該ダイヤモン
ドの光学的仮想反射画像情報登録手段と、該ダイヤモンドに関する４Ｃ情報やダイヤモン
ドのコンピュータグラフィックソフトによる光学的仮想反射画像の情報を登録する二次元
コード情報登録手段をコンピュータのデータベースにそれぞれ備え、かつ、該ダイヤモン
ドの評価として書面に出力表示する手段を備えることを特徴とするダイヤモンド情報のレ
ポート作成装置。
【請求項２】
　請求項１記載の天然ダイヤモンドがラウンド・ブリリアント・カットダイヤモンドであ
る場合のダイヤモンド情報のレポート作成装置において、ＣＧソフトにより作成した光学
的仮想反射画像はダイヤモンドのクラウン側からの仮想の光を入射した場合のＣＧソフト
によるカラーフィルターの有無のそれぞれの場合における光学的仮想矢印状反射画像情報
登録手段と、パビリオン側から仮想の光を入射した場合のＣＧソフトによるカラーフィル
ターの有無のそれぞれの場合の光学的仮想ハート状反射画像情報登録手段をコンピュータ
のデータベースにそれぞれ有することを特徴とする請求項１記載のダイヤモンド情報のレ
ポート作成装置。
【請求項３】
　コンピュータのデータベースに保存された天然ダイヤモンドの管理番号及び測定検査会
社情報並びに指紋登録した測定者情報をバーコード読取り器で読み取り、同一管理番号で
管理されたダイヤモンドの寸法測定をするためにＣＣＤカメラでダイヤモンドのシルエッ
ト像を撮像し、該撮像されたダイヤモンド画像を基にＣＧソフトにてダイヤモンドの立体
形状画像を作成する工程と、該ダイヤモンドの立体形状画像を基にＣＧソフトにより作成
した前記立体形状画像の平面側からの光学的仮想反射画像と底面側を上にして真上から見
た場合のカラーフィルターの有無による光学的仮想反射画像のそれぞれの情報をダイヤモ
ンド情報のレポートの表示欄に出力表示する工程を備えていることを特徴とするダイヤモ
ンド情報のレポートの作成方法。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は研磨仕上げをした天然ダイヤモンドをロット単位又は１個単位で４Ｃ（Ｃａｒ
ａｔ、Ｃｏｌｏｒ、Ｃｌａｒｉｔｙ、Ｃｕｔ）及びＣｏｌｏｒ　Ｏｒｉｇｉｎ等の各種を
測定する際に、予め各作業者はコンピュータに指紋登録等を行なって測定者を登録した後
、該ダイヤモンドのシリアル番号及び会社名等の情報が格納されたバーコードをバーコー
ド読取り器で読み取り、指定された管理番号の下にＣａｒａｔ（重さ）の測定が行なわれ
、その測定情報がコンピュータのデータベース及び二次元コードのそれぞれに保存される
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。こうして、次の測定者もコンピュータに指紋登録等をしてバーコードに記録された管理
番号の下に測定情報がコンピュータのデータベース及び二次元コードに格納される。コン
ピュータのデータベース（ＤＢという）及び二次元コードにそれぞれ前記測定情報が保存
、管理され、以後の各種寸法測定を基にしてコンピュータグラフィック（ＣＧ）のソフト
を介してダイヤモンドの立体形状のＣＧ画像を作成し、そのダイヤモンドの立体形状のＣ
Ｇ画像に対しカラーフィルターの有無のそれぞれの場合におけるＣＧソフトにより作成し
た光学的仮想反射画像によるダイヤモンド情報のレポート作成装置及びダイヤモンド情報
のレポート作成方法である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　また、本発明はダイヤモンドの各種カット形式に対し、熟練と手間と時間がかかる実際
の光照射により得られたパターン像の写真画像を採用することなく、ダイヤモンドの屈折
率は一定であることに着目して、幾何光学の基本法則に基づく光学的仮想の光出射パター
ン像をＣＧソフトによるＣＧ画像で作成することにより、従来の写真による反射像の作成
という熟練を要する煩雑な撮影作業の解消を図り、ＣＧソフトを介して簡単かつ正確なダ
イヤモンドのカラーフィルターの有無のそれぞれの場合における光学的仮想反射画像をダ
イヤモンド情報のレポートとして出力表示し得るようにしたものである。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　すなわち、本発明はダイヤモンド形状の各部位を寸法測定装置で測定して得た数値を基
にＣＧソフトでダイヤモンドの立体画像を作成し、そのダイヤモンドの立体画像をコンピ
ュータのデータベースに保存し、該ＣＧソフトで作成したダイヤモンドの立体画像に対し
て、例えばクラウン側から見たＣＧソフトにより得たカラーフィルターの有無のそれぞれ
の場合におけるダイヤモンドの光学的仮想反射画像及びパビリオン側から見たＣＧソフト
により得たカラーフィルターが有る場合の光学的仮想反射画像を迅速かつ精確に作成し、
該光学的仮想反射画像をダイヤモンド情報のレポートに出力表示することができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　また、ダイヤモンドの管理番号及び測定検査会社をバーコードの読取り器で読み取り、
その管理番号に関連づけられた各種測定データはコンピュータのデータベースに記録され
、かつＣＧソフトで作成されたカラーフィルターの有無のそれぞれの場合におけるダイヤ
モンドの光学的仮想反射画像も管理番号に関連付けてコンピュータのデータベースに保存
され、ダイヤモンドの取扱業者及び購入者等はダイヤモンド情報のレポートにダイヤモン
ドのカット形式が例えばクラウン側から見た場合とパビリオン側から見た場合のそれぞれ
のカラーフィルターの有無による光学的仮想反射画像として一瞥できる信頼性の高いダイ
ヤモンド情報のレポート作成装置及びそのダイヤモンド情報のレポートの作成方法を提供
することにある。
【手続補正７】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　本発明に係るダイヤモンド情報のレポート作成装置は、研磨した天然ダイヤモンドのそ
れぞれに付した管理番号の登録手段、該ダイヤモンドのそれぞれを測定した測定検査会社
の登録手段並びに指紋登録したダイヤモンド測定者の登録情報を有するバーコード情報の
登録手段と、該各管理番号に対応するダイヤモンドのカラット、カラー、クラリティー、
カットの４Ｃ情報登録手段と、カラーフィルターの有無のそれぞれの場合におけるコンピ
ュータグラフィックソフトにより作成した該ダイヤモンドの光学的仮想反射画像情報登録
手段と、該ダイヤモンドに関する４Ｃ情報やダイヤモンドのコンピュータグラフィックソ
フトによる光学的仮想反射画像の情報を登録する二次元コード情報登録手段をコンピュー
タのデータベースにそれぞれ備え、かつ、該ダイヤモンドの評価として書面に出力表示す
る手段を備えることを特徴とする。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　本発明に係る請求項２は、請求項１記載の天然ダイヤモンドがラウンド・ブリリアント
・カットダイヤモンドである場合のダイヤモンド情報のレポート作成装置において、ＣＧ
ソフトにより作成した光学的仮想反射画像はダイヤモンドのクラウン側からの仮想の光を
入射した場合のＣＧソフトによるカラーフィルターの有無のそれぞれの場合における光学
的仮想矢印状反射画像情報登録手段と、パビリオン側から仮想の光を入射した場合のＣＧ
ソフトによるカラーフィルターの有無のそれぞれの場合の光学的仮想ハート状反射画像情
報登録手段をコンピュータのデータベースにそれぞれ有することを特徴とする請求項１記
載のダイヤモンド情報のレポート作成装置である。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　本発明に係るダイヤモンド情報のレポートの作成方法は、コンピュータのデータベース
に保存された天然ダイヤモンドの管理番号及び測定検査会社情報並びに指紋登録した測定
者情報をバーコード読取り器で読み取り、同一管理番号で管理されたダイヤモンドの寸法
測定をするためにＣＣＤカメラでダイヤモンドのシルエット像を撮像し、該撮像されたダ
イヤモンド画像を基にＣＧソフトにてダイヤモンドの立体形状画像を作成する工程と、該
ダイヤモンドの立体形状画像を基にＣＧソフトにより作成した前記立体形状画像の平面側
からの光学的仮想反射画像と底面側を上にして真上から見た場合のカラーフィルターの有
無による光学的仮想反射画像のそれぞれの情報をダイヤモンド情報のレポートの表示欄に
出力表示する工程を備えていることを特徴とする。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
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　本発明は、研磨した複数個の天然ダイヤモンドの管理をロット単位又は個別に管理され
た天然ダイヤモンドの１つ１つに対し、それぞれ管理番号が付され、その管理番号はコン
ピュータのデータベース及び該データベースから出力されたバーコードでそれぞれ管理さ
れ、該データベースから出力された２次元コードには、同一管理番号のダイヤモンドに対
し４Ｃ情報、ＣＧソフトにより作成したダイヤモンドの立体形状の平面側及び底面側を上
にして真上から見た場合のそれぞれからのカラーフィルターの有無による光学的仮想反射
画像としてそれぞれがダイヤモンド情報のレポートに表示される。したがって、従来のよ
うに人間による管理番号又は個々の管理番号の入力ミスから発生するトラブルが一切排除
され、熟練と高度の撮影技術による写真画像に劣らないカラーフィルターの有無による光
学的仮想反射画像が得られ、高度な品質管理の実現と信頼性が一段と高まる。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　また、本発明はダイヤモンド情報のレポートに管理番号及び測定検査会社の情報を読み
取るバーコードを備え、かつ４Ｃ（カラット、カラー、クラリティー、カット）情報及び
ＣＧソフトにより作成されたダイヤモンドの光学的仮想反射画像を読み取る二次元コード
を備えているので、前記測定検査会社からダイヤモンドを購入した業者は、前記測定検査
会社と同一のダイヤモンド情報をコンピュータネットワークのオンラインを介して共有す
ることが出来、バーコード及び二次元コードのそれぞれの情報を基にダイヤモンドの購入
会社が独自の商品管理を行えるという利点を有し、業者は最終消費者に対する品質管理上
の信頼性が一層高まる。
　また、高価なダイヤモンドが盗難等に遭ったとしても、ダイヤモンド情報のレポートに
表示されたバーコード及び二次元コードを複製するか、コンピュータに保存しておくこと
により、前記測定検査会社とのオンラインを介しての連携により国内、国外にあるダイヤ
モンドの盗難品を見つけだすことが出来、盗難品から犯人を割り出すことができ、犯罪捜
査に寄与でき、犯罪防止効果も有する。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
【図１】（ａ）ダイヤモンドの寸法測定装置を示す説明図、（ｂ）回転ステージの正確な
寸法を基準にしてダイヤモンドの寸法（直径）を算出する例を示す説明図である。
【図２】本発明の鑑定対象となる各種ダイヤモンドの（ａ）平面図及び（ｂ）底面図から
（ｓ）平面図及び（ｔ）底面図までをそれぞれ示す。
【図３】本発明のダイヤモンド情報のレポートとなる各種ダイヤモンドの（ａ）平面図及
び（ｂ）底面図から（ｓ）平面図及び（ｔ）底面図までをそれぞれ示す。
【図４】ラウンド・ブリリアント・カットのダイヤモンドのＣＧにより作成した（ａ）光
学的仮想平面図、（ｂ）光学的仮想底面図（ｃ）光学的仮想正面図及び（ｄ）ガードルの
拡大図をそれぞれ示す。
【図５】ラウンド・ブリリアント・カットのダイヤモンドの入射光線、反射光線、屈折光
線、臨界角、全反射領域のそれぞれを示す説明図を示す。
【図６】ラウンド・ブリリアント・カットのダイヤモンドのクラウン側からの光学的仮想
入射光線の作図例を示す。
【図７】ラウンド・ブリリアント・カットのダイヤモンドのクラウン側の平面図を縦、横
の桝目を作り、桝目に垂直に光学的仮想光を投入し、その光跡をする前の状態を示す。
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【図８】本発明に係るダイヤモンド情報のレポートに出力表示したバーコード、二次元コ
ード及びカラーフィルターの有無のそれぞれの場合におけるダイヤモンドの光学的仮想反
射画像を備えた図である。
【図９】本発明に係るダイヤモンド情報のレポートを作成するコンピュータの構造を示す
図である。
【図１０】本発明に係るダイヤモンド情報のレポートを作成するコンピュータのデータベ
ースを示す図である。
【図１１】本発明に係るダイヤモンド情報のレポートを作成するフローシートを示す図で
ある。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　本実施例では、ラウンド・ブリリアント・カットのダイヤモンド１を対象としたダイヤ
モンド情報のレポートについて説明する。本例ではダイヤモンドの管理をロット単位で管
理した場合について説明するが、１個単位のダイヤモンドの管理についても適用される。
　ラウンド・ブリリアント・カットのダイヤモンド１の管理をロット毎に行ない、ダイヤ
モンドの各々の重さを測る時に入力されたシリアル番号（以下、管理番号という）Ｎをコ
ンピュータのデータベースに入力する。データベースに入力されたバーコード及び二次元
コードには管理番号をそれぞれ備えている。コンピュータから出力したバーコード及び二
次元コードの最初の管理番号をコード読取り器Ｒで読み取り、以後の同一の管理番号に関
するダイヤモンドの各種入力情報はバーコード及び二次元コードのコード読取り器Ｒによ
り読み取られてコンピュータにそれぞれの情報が入力される。このため、人間の入力ミス
によるトラブルが一切排除される。すなわち、ダイヤモンド１の管理番号はバーコード及
び二次元コードのコード読取り器Ｒで読み取られてダイヤモンドの同一性が確認されて、
全ての情報がデータベースに入力される。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　ＣＧソフトにより作成したダイヤモンド１のクラウン側を上にした状態で真上から光学
的仮想入射光を入射させた場合と、パビリオン側を上にした状態で真上から光学的仮想入
射光を入射させた場合のそれぞれについて、幾何光学の基本法則に基づく作図法にて屈折
・反射を繰り返して、ダイヤモンドの表面から光学的仮想出射させた状態がＣＧソフトに
よりカラーフィルターを通過させての光学的仮想反射画像として得られる。パビリオン側
を上にした場合で、パビリオン側からカラーフィルターを通して光学的仮想入射させた場
合に得られる光学的仮想反射画像は８個のハート形状が同一円形内に対称的に得られ、こ
の画像がコンピュータ１６によりダイヤモンド情報のレポート２に出力される。また、ク
ラウン側を上にした場合で、クラウン側からカラーフィルターの有無のそれぞれの場合に
おける光学的仮想光を入射させた場合に得られる光学的仮想反射画像は８個の矢印状形状
が同一円形内に対称的に得られる。光学的仮想反射画像のうち、左側がカラーフィルター
が無い場合の画像であり、右側上段がカラーフィルターが有る場合の画像であり、この画
像がコンピュータ１６によりダイヤモンド情報のレポート２に出力される（図８参照）。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　本発明は、同一のダイヤモンドについて、重量測定（カラット）、寸法測定等の各工程
において、作業者はダイヤモンドのシリアル番号（管理番号）をその都度、入力操作をす
る必要が無く、同一管理番号に対する各種作業において作業者はバーコード又は二次元コ
ードに入力されている管理番号をコード読取り器で読み取るだけで済むために、管理番号
の入力ミスの解消が図られ、安全、確実なＣＧソフトにより作成された信頼性の高いダイ
ヤモンドの光学的反射画像等をダイヤモンド情報のレポートに出力表示するだけで済むの
で、宝石業界全体の鑑定書に対する信頼性が一段と増すこととなる。また、取引業者及び
宝石購入者はダイヤモンド情報のレポートを見ることにより、現実のダイヤモンドに対す
るＣＧソフトによるカラーフィルターの有無のそれぞれの場合における光学的仮想反射画
像及び底面図側を上にして真上から見た場合におけるダイヤモンドの光学的仮想反射画像
を併せてセットとして確認することができ、安心した取引、購入が促進される。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
１　　　ラウンド・ブリリアント・カットのダイヤモンド
２　　　ダイヤモンド情報のレポート
３　　　上部クラウン側
４　　　テーブル
５　　　スター・ファセット
６　　　ベゼル・ファセット
７　　　アッパー・ガードル・ファセット
８　　　下部パビリオン側
９　　　ガードル
１０　　キューレット
１１　　パビリオン・ファセット
１２　　ロアー・ガードル・ファセット
１３　　光源
１４　　ＣＣＤカメラ
１５　　レンズ
１６　　コンピュータ
１７　　回転ステージ
１８　　スリットレーザー
１９　　データベース
Ｒ　　　バーコード又は二次元コードの読取り器
【手続補正１７】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図９
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図９】

【手続補正１８】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１１】
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