
　世界中のダイヤモンド製造業者や
鑑定機関などへ最先端のテクノロ
ジーを提供し、ダイヤモンドテクノロ
ジーの世界的リーディングカンパ
ニーであるSarine Technologies社
（イスラエル／シンガポール証券取
引所上場＝以下：サリネ社）が、香港
国際宝飾展に合わせ、3月1日、「人
工知能の新しい世界と小売業界へ
のインパクト」と題したイベントをグラ
ンドハイアット香港で開催。カラーと
クラリティーのAI鑑定が実現したこ
とにより、事実上4C全てのマシン鑑
定が可能になったことを発表した。ま
た、2月に世界初となる（AI）人工知
能によるダイヤモンドグレーディング
ラボ“Sarine Lab.”をイスラエルに
開設したことに続き、5月にインドで
も同類のラボを設立するとした。
　イベントの前半は、チャットボット（AI
によるチャット対話技術）の世界的企業
であるRocketbotsの創業者、Gerar-
do Salandra氏が人工知能の概要とし
て「亡くなった画家の作風や筆の特徴
を学習させることにより、新しい作品を
生み出すことも可能。また、顧客のフィー
ドバックを迅速に反映させ新しいビール
を作るAIブリュワリー、レジを通らずに
買い物ができるAmazon Goのシステ

ム、ブランドの真贋AI判定技
術、そして同社の得意分野で
もある対話型AI技術などを例
に挙げ、AIがいかに高精度で
高い効率と生産性をもたらす
か、AI技術は今後様々な分野
に発展していき、ジュエリーや
ダイヤモンド業界においても
例外ではない」と説明した。
　後半は、サリネ社のCEO、
David Block氏がSarine
Lab.を紹介。「人工知能によ
る4Cグレーディングを特徴と
し、常に客観的な判断が下せ
るところが大きなアドバン
テージ。ダイヤモンドグレード
のバラつきは以前から世界中
のダイヤモンド関係者の中で
問題視されており、それが消
費者信頼を損なっている場合
がある。ダイヤモンドの鑑定を
するのが人間であり感覚的な
鑑定を行っている以上、その
鑑定士のメンタルコンディショ
ン、体調、また鑑定の依頼主が
誰であるかによって主観的な
判断によりブレが生じる可能

性がある。AIによるグレーディングが導
入されれば、常に一貫した、感情の入り
込む余地のないグレーディングが実現
する。そうすればダイヤモンド鑑定は信
頼性と透明性を担保することができ、確
かな消費者信頼に繋げることが可能」
だと述べた。また、クラリティグレードを
例に挙げ、現在のグレーディングのガイ
ドラインとロジックに沿った鑑定を機械
的に実施しており、唯一の違いは人間の

判断が入らない
ことだと説明し、
公正で正確な
グレードができ
ることを強調し
ている。

　同社のコンセプトによると、AIによる
ダイヤモンドグレーディングは効率化と
正確性に留まらず、消費者がよりダイヤ
モンドを深く理解することができるよう
になる。既に世界中でサービスを提供
しているSarine Profi le™システム
（個々のダイヤモンドの詳細をオンライ
ンで見ることのできるシステム）に統合
することにより、ダイヤモンド購買体験
を更に高いレベルに引き上げることが
でき、消費者がダイヤモンドのグレード
に対して深い理解を示すようになる。ク
ラリティーは記号で表示されるだけで
はなく、インタラクティブなインター
フェースによって、実際に触れて「遊ぶ」
ことでダイヤモンドへの愛着を深めるこ
とが可能。消費者に対するプレゼン
テーションを強化することにより、小売
店への強力なツールの提供とサポー
ト、そしてダイヤモンドマーケット全体
の活性化をもたらすことになる。

　サリネ社は約30年前の創業以来、ダ
イヤモンド業界に数々の革命をもたら
してきた。同社開発のDiaMension（全
自動ダイヤモンドプロポーション測定
器）は現在世界中の鑑別機関で採用
され、原石プランニングシステムはほぼ
全てのカット工場で利用されている。ま
た原石の内包物スキャンシステム
Galaxyはダイヤモンドカットの分野で
大きな革命をもたらし、レーザーカット
システムはダイヤモンド製造に大きな
効率化をもたらした。そして今回の人
工知能によるダイヤモンドグレーディン
グで、新たな革命を世界にもたらそうと
しており、業界関係者から大きな期待
が寄せられている。

　いまから50年前に時計・修
理・パーツ販売の街として栄
えていた東京・御徒町が、ジュ
エリーの街として移り変わり
ゆく中で、同業他社が増えた
ことをきっかけに、“親睦と防
犯”を目的に設立された「ジュ
エリータウンおかちまち」
（JTO。田中勇会長）が、今年
で30周年を迎えた。3月12日
には、台東区上野にある東天
紅にて「創立30周年記念祝
賀会」が盛大に開催された。
　服部征夫台東区長をはじ
め、辻清人衆議院議員、中山
寛進東京都議会議員、中島
政彦上野警察署長、二木忠

男上野観光連盟会長などの来賓をはじ
め、台東区の行政団体、商店街連合、
商工会議所台東支部、そして宝飾業界
団体など総勢160名と30年の歴史を
振り返ると共に、これからの新たな時代
に向けた大きな一歩を踏み出した。

　第一部の冒頭で、田中会長は「諸
先輩方がバブル期絶頂の30年前に
JTOを立ち上げ、最盛期を迎えてい
た。創立時は159社いた会員が、現
在は83社に半減しているが、総売上
はさほど落ち込んでいない。そしてこ
れからも地元・台東区の地場産業
の一員として、日本宝飾文化を発信
し続けていくことを確信している。そ
れには皆様の温かいご支援なくして
は前に進まない。これからの御徒

町・宝飾産業
は、日本の宝飾
文化の発信地
として、更なる
高いステージ
を目指し歩み
続けていく。問
屋街として卸
機能一本だっ
たこの街は、い

まではメーカー、問屋、小売、職人工
房、鑑別機関や研究所、デザイナーや
職人を育てる学校までが入り混じり、
宝飾に関する全てが揃っている。バラ
エティに富んだ街だからこそ、あらゆる
人に楽しんでもらいたい。御徒町に来
て笑顔になってもらいたい。ジュエリー
を身に着ける幸せを感じて欲しいと心
から願っている」と述べた後、最後に
「歴代会長や役員に感謝を申し上げる
とともに、地元行政台東区、上野警察
署、東京上野税務署、上野消防署の各
所、地元上野の観光連盟、商店街連合
会、商工会議所台東支部、日本ジュエ
リー協会をはじめとする宝飾業界各団
体に心より感謝の意を表したい」として
会長挨拶にかえた。
　来賓挨拶の最後には、出席できな
かった小池百
合子東京都知
事などからの電
報が読み上げ
られた。

　続いて、表彰式に移り、特別功労賞
は亀山実氏と橋本養三氏（欠席）、功労
賞が岸野豊氏と赤坂勝良氏、展示会功
労賞に前田昌彦氏、そして感謝状が服
部台東区長と二木上野観光連盟会長
に贈呈された。
　第二部では、亀山実名誉会長の
挨拶の後、政木喜三郎上野関税会
名誉会長の乾杯の音頭で懇親会に
入り、途中、下町文化ならではの楳
若倭文（うめわかしずあや）氏と楳
若勧倭（うめわかかんしず）氏による

古 典 舞
踊や新舞
踊、櫻川
八好（さく
らがわは
ちこう）氏
による幇
間（ほうか
ん）芸を
楽しんだ。
　その後、

役員紹介後、高橋隆之相談役が三本
締めで中締め、竹村洋之実行委員長の
万歳三唱で解散した。
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