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審美とは? 片山伊九右衛門

第 2回 国際歯科・審美学会が 1997年 4月 4日

から6日 まで、国立京都国際会館で"審 美歯科

の世界は一つ"と いうテーマで開催されます。

われわれ 日本歯科色彩学会のメンパーの多 く

は、この会を支える日本歯科審美学会の要職に

あり、本会としては当然京都での学会に協賛す

るものであります。

審美という言葉を紐解くと、日本国語大辞典

では"美 を識別し、美醜をみきわめ、美の本質

を明 らかにすること"と あります。広辞林で

は"美 と醜とを区別する見方に立って物ごとを

判断すること"と なっております.実 に抽象的

な言葉であります。

審美学という言葉は、抽象的であり、いまだ

正式には認知されていないばか りでなく、差別

に連なるという人す らいます.私 に言わせれ

ば、抽象的がよいのであります.す べてが数値

で解決できるものであれば、事実の解明で事足

り、学問の進歩はある程度の発展はみられる

が、極端にいえば一時の流行を追うに過ぎない

学問で終わつてしまうものであるから、心理的

な要因が多い審美という言葉に異議はない.審

美を英語にし、もう一度日本語に翻訳すると美

学、美容となります.

"審美学会があるのに、なぜいまさら色彩の

連中が学会にするのか"と いう言葉を聞きま

す.そこで本会設立の意図するところを説明い

たします.

まず、本会の目的は、色彩についての基礎的

研究を基にし、歯科色彩に関連 した問題を追及

し、これを通じて歯科医学、歯科医療などの発

展に貢献するとともに、会員相互の ・・・と

なっています.事 実、会ができるまでの設立委

員会での最初の集まりは、ニュースレター第 1

号で橋口会長が書かれているように、審美学会

が自蝕や咬合などの各論でなく、より総合的な

問題へと進展 したのであるが、そうしてみる

と、より専門的に狭義的に色彩を追及する必要

に迫られて目的を同じくするものが集まったわ

けであります.色 彩調和の分野では、表色の標

準的方法がある程度確立した現在、コンピュー

ターによる幾何学的な解析が容易になり、しか

も色彩感情や色彩嗜好など、客観型 (明度、彩

度、色相で色を評価)、連想型 (外的対象に色を

結び付ける〕、生理型 (色によって感情的影響

を受ける)、人格型 (ムー ドによる)と 研究が広

が り、インテリアや社会環境にまで歯科色彩学

会の研究範囲が及ぶとなれば、そ こで色彩学が

審美学の一つの分野としてでなく、一つの独立

した、歯科系教育へのカリキュラムにも参画す

る、将来性のある学問分野であることがお分か

りと思います。

幸いに、本会は既設の学会 と異なり、研究部

会と教育部会のもと各種委員会があり.・活発に

活動しております。

そういう意味で既設の学会にとらわれない広

がりをもった研究会であることを希望しており

ます。       1
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第4回 日本歯科色彩学会総会 ・学術大会について

△
〓

2.会 場

4.参 加 費

平成 8年 9月 8日 (日)9:00～ 16:00

日本歯科大学九段ホール

〒102 東京都千代田区富士見1-9-20 日本歯科大学

交通 :飯田橋駅より約5分

総会

口演発表

シンポジウム 「歯科と映像の最前線」
―デジタルカメラとインターネットー

・デジタルカメラ市販品と現況

・インターネットの歯科応用

・スライド作製のポイント

(PhOtOShOp persuasion利 用)

会員

非会員

学生

当日会費

6, 000円

8,000円

3,000円

事前登録 (7月 20日 まで)

5, 000円

7, 000円

2, 500円

5。事 前 登 録

6。大会事務局

(問い合わせ)

登録は付属の登録申込用紙をFAXに て大会事務局に送付下さい。

折り返し振込方法を連絡させていただきます。

明海大学歯学部保存修復学講座

片山伊九右衛門 (大会長)、片山直 (準備委員長)

〒 350-02 埼玉県坂戸市けやき台 1-1 明海大学歯学部

TEL 0492 185)55H   FAX 0492 171)5808
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理事会報告 一会計一

昨年度の決算は以下のとおりでしたので報告させていただきます。

日本歯科色彩学会平成7年度決算報告

上記平成 7年 度収支決算は慎重監査の結果,相 違ないものと認めます。

平成8年3月31日 和久本 貞雄

神津 瑛

歳

入

の

部

項 目 平成 7年 度決算 平成 7年 度予算 差異 執行率

前年度繰越金 2,850,441 2,850,441 0

会費

入会金

本年度会費

過年度会費

賛助会員

論文掲載料

広告掲載料

雑収入

2,725,000

170,000

1,775,000

240,000

540,000

247,716

260,000

337.370

2,850,000

150,000

1,800,000

300,000

600,000

400,000

300,000

500,000

△125,000

20,000

△25,000

△60,000

△60,000

△152,284

△40,000

∠ゝ162,630

協
協
慨
賜
賜
賜
協
協

計)(′lヽ (3,570,086) (4,050,000) (△4799910 (88"

合  計 6,420,527 6,900,441 △479,914 93%

歳

出

の

部

項 目 平成 7年 度決算 平成 7年 度予算 差異 執行率

学術大会運営費

研究会誌

通信連絡費

事務費

交通費

会議費

ニュースレター聾菱

事業費

事務委託費

予備費

629,270

1,169,952

322,790

308,445

175,510

79,139

31,351

150,000

120,000

87,898

500,000

2,000,000

330,000

120,000

200,000

200,000

100,000

250,000

120,000

280.000

129,270

△830,048

△7,210

188,445

△24,490

△ 120,861

△68,649

△ 100,000

0

△ 192.102

126%

58%

98%

257%

88%

40%

31%

60%

100%

31%

(小 計) (3,074,355) (4,100,000) 〔Z生1,025,645) (75%9

次年度繰越金 3,346,172 2,800,441 545,731 119%

合 計 6,420,527 6,900,441 △479,914 93%
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色彩関係図書の紹介

カラーリングガイ ドー色彩読本

日本色彩学会監修 (社)日 本塗料工業会

色彩普及委員会発行 (1996)

色彩が重要な要素である産業は多い。消費者

は購入する製品の外観に使われている色によっ

て選択するためであり、場合によっては色が消

費者に気に入らなければ買ってもらえないこと

もあるからである。こう考えると色彩はどんな

産業にとっても大切な要素であると言い切れ

る。現在ほど色彩が雑多に蔓延してなっかたか

つての社会の中で塗料業界だけは色彩の重要性

に関心を持っていたし、そのために色彩に関す

る研究も他の産業に比べ格別熱心に研究されて

いた。社会が変化するに従って消費傾向も変わ

り、塗料本来の防腐目的から外観の美観に対す

る傾向へと向いてきた。ここでもう一度外観を

構成する色彩に着目することが問われる時期が

きたのだろう。

紹介する本書の執筆者はいずれも日本色彩学

会会員であり、教育、産業において色彩の啓蒙

普及に務め、また第一線で活躍されている方た

ち3名 である。そのお一人である久下靖征先生

は、日本歯科色彩学会の評議委員でもあり本書

は、色彩に関する初学者向けに書かれたもので

あるが、豊富な図表によって理解度がより得易

くなっている。

例題として色をつくる、色を混ぜるという項

目をカラー図版によって示し、混色にたいする

理解が頭の中で考えるよりも良く理解できるよ

うに工夫されていることが伺える。本書には

Computer Color Matching(CoC.M。 )、 メタ

メリズム 現象についても図解による説明があ

り、一層感覚的にも理解できると感じた。特に

表色系について、再現性の良いカラー印刷であ

り、今話題になっているスウェーデンの色彩表

示方法であるNCS tNeutral ColourSystem)

についても、色濃度による色彩表記について簡

潔に紹介されており、この表色系が一層活用さ

れることが理解でき、NCS表 色系に対する執筆

者の思い入れも伺われた。本書の構成はこのほ

かに色彩の心理学的な要因や配色などの事例に

ついて述べてあり、全体にカラー図版によって

理解を増すように構成にしてある。冒頭にも述

べたとうり、塗料や塗装をはじめとする関連産

業界に対する色彩の初学者向けに書かれたもの

であり、販売価格が 2千 円というのは少し高い

価格設定であると感じた。廉価で供給されれば

広く普及する一冊ではないだろうか。

(元呑昭夫)

ビジ ョンー視覚の計算理論 と脳 内

表現

デビット・マー著、乾 敏郎、安藤広志訳
産業図書 (株)1987初 版

新刊紹介ではないが、現在第 6版 が出されて

いる本書は、当日本歯科色彩学会会員に多大な

関心を寄せていただきたい図書であると思った

ので紹介させていただいた。現在色彩に関する

もっとも関心のあるテーマは 「認知情報」であ

り、コンピュータグラフィック上に再現する色

彩の諸問題がすべてこの一点に集約されている

といっても過言ではない。色彩計測器の向上は

目覚ましい。材料素材についての分光学的測定

が、誰にでも可能となるに従い、色の見えに関

する初歩的な疑間に対する解決が遅れているこ

とに気づくことが多い。色彩学の応用進展の背

景には光学関係者による計測機器の改良改善

は、いわば蚊帳の外の出来事として捉えても、

見えに関するそれぞれの問題は技術的解決を他
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に求めることには無理がある。測色機によって

色彩計測を行えば、後は我々の視覚によって問

題が解決できるであろうと考えることが歯科に

おける色彩研究の大きな誤りではないだろうか。

こうした背景にはわれわれの視覚は極めて高度

な処理が得意であるという誤解が基にあって、

たとえば歯冠色の色の見えが、測色学的行為を

することによって解決するかどうか考えれば一

目瞭然である。色彩の見えに関する研究の課題

として本書は、表現方法と記述方法とによる以

外に情報処理系としてのモデルによって問題の

解決をいくつかの水準によるプロセスを通して

提案 し解決している。本書は見ることに対する

情報処理プロセスによる高度な研究成果を示し、

色覚に対する色順応効果に対する最近の研究報

告が示す結果の理解が難解であるように、色の

見えに対する基本的なスタンスを持って学ぶこ

とを考えれば難易度の違いを越えて問題の所在

を明確にするという楽しみ方が本書を通読して

感じた.色 は単色で見る例は極めてまれで、対

象とする色は周辺に存在するさまざまな色に囲

日本歯科色彩学会 「鶴 i第 lθ 号

まれてみることのほうが一般的である。さらに

周囲の照明環境による、色の見えは変化 し、き

わめて複雑な様相を示す.こ のような色の見え

に関する研究は、Helson―Judd効 果とよぶ色順

応方程式がある.本 書第 3章 の 「画像か ら表面

へ」において色の同時対比効果を輝度と色度に

よる情報として定説である色覚説と順応予測を

導いている.画 像処理に色彩学が関心を傾けて

いる現在、RGB,CMYK,■ ab,HSVな どのコン

ピュータヽグラフィックスによるカラーマネー

ジメントシステムは、一般にも普及してお り従

来の色彩感覚では解決されないあらたな色彩の

見えの解明を要求している。情報処理プロセス

による高度な論理を駆使して、あらためて色の

見えを考察する必要のある向きには、ぜひ一読

をお奨めしたい.た だし本書で取 りあげている

情報処理による見えに関する難解なものではな

く、初学者向けに色彩の見えを解説したテキス

トが望まれると感じる.

嚇 昭夫)

♪♪ 年会費納入のお願い

日本歯科色彩学会 1996年度年会費未納の方は下記宛にお振り込み下さい。

郵便局 :東京   3-764524          日本歯科色彩学会

銀 行 :三菱銀行 お茶の水支店 普通0194181 日本歯科色彩学会
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事前登録用紙
ふ り が な

お名前

ふ り が な

連絡先住所

TEL

FAX

会員 ・学生 ・非会員 ・入会希望

平成 8年   月

※ 入会希望のみの方は日本歯科色彩学会本部にお問い合わせください。

- 6 -


	IMG_0007.pdf
	IMG_0008.pdf
	IMG_0009.pdf
	IMG_0010.pdf
	IMG_0011.pdf
	IMG_0012.pdf

