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ご挨拶

日本歯科色彩学会長 橋口綽徳

本会の会長 を再 び拝命 し,こ の会の発展 に努

力する所存であ ります.

目前 に9月 7日 (日)第5回 日本色彩学会 を控 え

てお ります。信州 としては もっともよい時期 で

あるはずです。今年の ように不順 な気候 は まっ

た く予測で きないむ きもあ りますが,総 じて夏

の暑 さの去 ったあ とに,山 の清澄 な空気が入 っ

て爽やか さの味わえる季節であ ります。

今回は特別講演 1題,「色 は ドラマ」高瀬吉雄

先生 と,シ ンポジウム2題 ,「前歯 と成形修復材

の色彩」,「硬質 レジンの理論 と実際」に加 えて,

一般演題 17題 (ポス ターセ ッシ ヨン)と 多 く出

揃い,ま た,ゴ ル フコンペ も用意いた しま した

ので,気 持 ちよい山の空気 を吸 つて十分 に楽 し

んで ください。

私 もこのあた りで初心 にかえ り,会 をまとめ

るよう努力 して参 りたい と思い ます。各位 にお

きま して もどうぞ よろ しく非力 な私 にご協力賜

り,会 をよ り大 きく発展 させ るべ く方向付 けい

ただ きたい と思い ます。

生 まれて まだ 日も浅 く,あ ま り歴史の長 い学

会 とは申せ ませ んが,真 理の探究のため,色 と

い うもっ とも難解 な課題 を少 しで も解明 し,多

くの人々にわか りやす く,理 解 を していただ く

ための努力 を日夜 してい きたい と考 えてお りま

す.有 識者の集合体 として誠実 に,実 験 に或 い

は統計 に,理 論 だて に励 んでいただ きたい と願

ってお ります。

私 も会長 と して会 ををまとめ,皆 さんの相互

理解 を深め,相 互協力の核 ともなれば と,念 願

している次第です。 ここにあ らためて会員各位

の ご助力 を心か らお願いいた します.

今 回の4巻 1号は,論 文 と著者名 に不一致の間

題が生 じ,そ れ を正 していたため,た いへ ん発

刊が遅 れ ま した。会員の方 々には申 し訳 ない と

存 じます。

いろいろ努力 を くだ さった先生 の ご努力 には

敬意 を表 します。ただ し会 をまとめ発展 させ る

とい う観点か ら私 は もの をみなければな らない

立場 にあ る と実感 してお ります。許 しが た きと

ころ,正 さなければな らない ところは勿論正 さ

なければな りませ ん。今後 も研 究者 としての衿

持 を正 してい きたい と思 い ます。会員の皆様 に

はこの点 よろ しくお願 い したい。それ と同時 に

生 まれたばか りの この学会 を育 てていか なけれ

ばな らない とい う広 い視野 もお もちいただ きた

い と思い ます。

今後 ともこの会が発展す る よう,皆 様 の ご支

援 をお願 いいた します。



「AIC Color 97 Kyoto(第8回国際色彩学会 ・京都)
に参カロして」    日本歯科色彩学会 常任理事 潤田和好

第8回国際色彩学会は平成9年 (1997年5月25日

か ら30日まで京都国際会議場 において開催 され

た。

開会式に引 き続 き,平 山郁夫氏 (日本画家 ・前

東京芸術大学学長)0こよる特別講演が 「日本の色

と質Jと 題 して行われた。

この他,会 期中には,

招待講演5題 「動 きか らの色知覚」,「環境 デザ

インにおける伝統色 と地方色」,「異なる形質をも

つ遺伝子をもった色覚異常者の視機能」,「色の錯

視」,「表面色の測色精度の向上」,

教育演題1題 「NCS表 色系―理論,開 発,応 用」,

シンポジウム 「色の調和 とマ シンビジ ョン」,

① カラーデザイン21-21世 糸己に色が担 うべ き役害J

― .基 調講演 「―伝統 と革新―J.パ ネルデ ィス

カッション 「環境色彩 (伝統 ,地 域風土 ,保 存,

開発,創 造,共 生),福 祉 (設計 ,評 価),芸 術

(前衛的実験),環 境心理 (色の生理′亡ヽ理的機能),

マーケテ イング(市場における色のニーズ).② カ

ラーマネージメン トシステム(4人の専門家による

講演)。③公開シンポジウム 「甦る日本美術」が

行われ,米 国人を含む7人の専門家が米国 と日本

で発 した日本画保存の ビックバ ンをは じめ,保 存

の科学,保 存における色の美 しさ,損 傷 と修復 に

関する新知識, 日本画の色 と西欧のそれの比較,

和紙について,古 都京都の建築学的美,古 代巻物

の組織美などについての説明があつた.

この他,口 頭発表141題,ポ スター発表110題が

あった。

これらのなかで,歯 科色彩学の もっとも関連す

る演題 としては,ポ スター発表のなかで,① 元呑

昭夫氏 (日本歯科色彩学会常任理事),片 山伊九右

衛門氏 (日本歯科色彩学会副会長)ら による 「歯

冠色票体系の修正」.② Bachmann,U氏による 「光

源の色 と物体の色」が行われた.

また,同 じく歯科色彩学関連 として口頭発表の

なかで,① アルゼ ンチ ンのLozano,RD氏による

「歯の色」 と題 して発表 された。天然氏の唇 ・頬

側面などを測色するハ ンデ ィな分光測色計 (測定

径1～2mm)を 開発 し,そ の測定法の説明 と測色

デー タの発表がなされた。本装置 に関 してはわが

国の方が進んでいるように思 われたが,同 じ学問

を追求する仲間 として,同 氏の発表後即座 に謝意

を表 した。同時 にわが国の歯科一般臨床医の多 く

が歯の色 を選択す る際 に今 なお不正確 なシェー ド

ガイ ドを用いている現状 を伝 え,氏 が今回発表 さ

れた ような,色 を客観的に測定す るハ ンデ ィな装

置 を用いて,あ いまいな肉眼 による比色法 を改め

る必要のあることを,わ れわれは一般臨床医 に伝

えてい きま しょうと追加発言 を行 った。氏 は発表

後わざわざ小生の ところへ来 られて,私 の追加発

言 に謝意 を表 された。 また,② Puebla,C氏による

「蛍光色 はcIE色 度 図の どこに位 置 す るか」 や ,

③Takamura,K氏による 「肌色の好みの色再現 と色

順応」が行われた。

この他多数の興味ある発表があった.次 回の本

学会は4年後 に米国において開催 されるとのこと

である。

この報告書 を終えるにあたって,わ れわれ 日本

歯科色彩学会が今後 さらに発展するためには,本

学会のような参考 となる知識が得 られる学会や集

会に積極的に参加することはおおいに意義がある

と思われる。
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日本歯科色彩学会セ ナー参加報告

特別セミナ…報告 「美は乱調」

明海大 学歯 学部   片 山  直

本学会主催の特別セ ミナー 「ポーセ レンクラウンの特別構造」が平成9年6月26日 (木)に 市 ケ谷の

日本歯科技工士会館 において行われた.平 日にもかかわらず多 くの方が参加 され,当 日の暑 さ以上

の熱気が会議室にあふれていた。

河野篤先生の総合司会では じまり,シ ンポジウム司会の指宿真澄先生 より主旨等の説明があつた.

まず最初のパネラーの伊集院正俊先生は,セ シー ドの症例,透 明感のある歯 について,オ ールセラ

ミックスクラウンのお話か ら,技 工 において機械 >材 料 >技 術の順 になってお り,材 料の進歩 など

でそれによって技術 は影響 を受けて くるなどの解説があ り,実 際の クラウン作製にあたつては透明

な層 を内部に入れるテクニ ック的なお話 をしていただいた.ま た桑田正博先生は,形 と色 について

のお話 より始 まリポーセ レンの ピグメン トは点状であ り歯 とは違 うとの説明や,透 明度 を数値 に し

て表現 して調整が可能なように して作製にあたる方法 を述べ られた.ま た,輪 郭,色 ,光 沢,透 明

感な要素についてのコメン トなどが司会の指宿先生 をとお して述べ られた。途中,内 部の層構造 に

ついて計画的に凹凸を作 るなど不規則性 をつ くるところでは 「まさに美は乱調」 と感想 を述べ られ

ているようにお二人のパ ネラーのすばらしい作品 とその設計思想などに触れるとともに指宿先生に

種々解説 していただき,歯 科色彩 として有意義な講演会であつた。

日本 歯 科 色 彩 学 会 セ ミナ … に参加 して

埼玉歯科技工士専門学校研究科  佐 々木武雄

平成9年6月26日,市 ケ谷の日本歯科技工士会館において, 日本歯科色彩学会セ ミナーが 「ポーセ レ

ン歯冠の層構造 。それぞれの厚み と透過性 について」 というテーマで開催 されました。

司会に指宿先生,パ ネラーに桑田先生,伊 集院先生 をお迎 え し,ま ず,パ ネラーの先生方には,

それぞれテーマに沿つたスライ ドによる講演 をいただきました。未熟な自分 にとっては難 しい もの

で したが,た いへん興味深い内容で もあ りました。

技工操作の5大要素である,情 報,時 間,機 械,器 財そ して技術 というものをどのように色調再現

に反映 させてい くか。また,機 械的測色法は,歯 科の分野 については未開拓の状況だが,さ まざま

な条件 に左右 されることな く客観的に数値化 してい く研究がなされている, というお話。そ して天

然歯 とポーセ レンの層構造の違いにより,光 の拡散,散 乱はどのように変わつてい くのか,ポ ーセ

レンの各層の透明度 をコン トロールすることでポーセ レンに生命感 を与えるテクニ ック,な どの内

容で した。

さらに質疑応答は,た つぷ りと時間をとり,記 述式のアンケー トによって集め られた質問に,各

先生が丁寧 に答えて くださる,と いう形で行われました。手 を上げてマ イクで質問する, という定

番の形 と違い,基 本的なものか ら専門的なもの まで読み きれないほど数多 く集 まったようで,た い

へん充実 した質疑応答だと感 じました。

私 もこのような活発なセ ミナーに参加で き,た いへん勉強にな りました。最後 に各先生,執 行部

の皆 さんに感謝の気持ちを表 し,稿 を閉 じさせていただきます。
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午 後 の部

特別講 ,寅             13100～ 13:50 座長: 橋口綽4恵

『色は ドラマ』 信州大学名誉教授 ・松本歯科大学理事 高瀬吉雄先生

一般 講演 (ポス ター) 14:oo～ 14:10 座長 前橋 浩

9.漂 白剤の作用時間が色調,形 態,硬 さにおよぼす影響一人抜去歯における変化一

昭和大保存 Ⅱ    O斉 藤佳子,上 條徳子,東 光照夫,鈴 木敏光,久 光 久

10.市 販洗口液のヒ ト抜去歯冠色 に及ぼす影響について

明海大保存修復   ○大竹洋子 片山伊九右衛門,市 村 葉,片 山 直

「 五lRE燻
→ 14:■5～14,25蟻天嚇和

昭和大保存 Ⅱ    O松 葉浩志,金  良子 ,東 光照夫,鈴 木敏光,久 光 久

12。 キセノン耐光試験機 を使用 した各種光重合型 レジンの変色 について

鶴見大保存 I    O村 上俊成,桃 井保子,池 島 巌 ,河 野 篤

一般 講演 (ポス ター) 14:30～ 14:40 座長 腰原 好

13.歯 科用陶材におけるセメン ト色の影響について

明海大保存修復   ○市村 葉,大 竹洋子,片 山 直,片 山伊九右衛門

14.積 層比の違いによる前装部硬質 レジンの表色について

朝 日大総合歯科   ○司馬 超,利 根真貴,岡  俊男,倉 知正和

一般 講演 (ポス ター) 14:45～ 14:55 座長 池島 巌

15。 Transparency lnterception COntrol～透明感遮断積層法～

湘南デンタル ・テック ○大野淳一

16.硬 質 レジンにおける築成量 による色彩変化

松本歯大理工     永沢 栄,小 池君司,高 橋重雄
*技工    ○坂口賢治*,谷 内秀寿*,宮 川 崇*

シンポ ジウム Π    15:00-16:30

『硬質 レジンの理論 と実際』      座長 坂口賢司
―色彩再現のテクニ ックー デモ ンス トレーションー

1。「ハイブリッドセラミックス 『エステニア。』」

(株)ク ラレ技工情報サービス主幹 土師幸典先生

2.『 ソリデ ックス』―その色彩再現

(株)松風 学術二課       小原正夫先生

3.『アクシス』―その色調 コンセプ トについて

(株)ジ ーシー研究所 開発企画課 柴田 力先生

閉会   16:30    次期大会長 河野 篤

「

…
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第5回  日本歯科色彩学会総会,な らびに学術大会

[総合案内]

1.親 睦 ゴルフ会

日 時 :平 成9年9月 6日 (土)8:00ス ター ト

場 所 :松本 カン トリークラブ

(前日はご宿泊 して くだ さい)

2.理 事会

日  時 :平 成9年 9月 6日 (二L) 16:00～ 17:00

場 所 :松 本歯科大学 図書会館 2階 中会議室

3.評 議員会

日  時 :平 成9年9月 6日(土) 17:00～ 18:00

場 所 :松 本歯科大学 図書会館 2階 大会議室

4.懇 親会

日 時 :平 成9年9月6日(土)18:30～ 20:30

場 所 :ホ テル中村屋

(図書会館か らホテル中村屋 まではバス を用意 します)

老
'カ

ロ費 :7,000円

5.総 会列 びに学術大会

日  時 :平 成9(1997)年9月 7日 (日) 9:00～ 16:30

会 場 :松 本歯科大学 図書会館

〒399-07 長野県塩尻市広丘郷原1780

■■ 0263-52-3100(代表)   ‐ L0263-51-2142(ダ イヤルイン)

参加費 :事 前登録の場合 正会員 5,000円  当 日登録の場合 正会員 6,000円

ブト

`ヽ

jミ  6,ooOF] ブト

`ヽ

』弐  7,000F月

銀行 口座 ;八 十二銀行 松本駅前支店

412(店 番号) 普通預金 624-848

第5回 日本歯科色彩学会会計 代表者 高橋重雄

6.交 通

OJR中 央線  塩尻駅 よ リタクシーにて約5分

東京―塩尻  JR中 央線 特急あず さ 2時 間40分

(回数券 4枚 綴 り 指定席用 ;18,440円で割安です)

名古屋一塩尻 JR西 中央線 特急 しなの 約2時 間

○航空路 松本空港 よリタクシーにて約15分 (約3,000円)

松本空港一大阪 (1日2便)

松本空港―福 岡 (1日1便)

松本空港―札幌 (1日1便)

松本空港―広 島 (日,月 ,水 ,金  各 1便)

松本空港―仙台 (火,木 ,土  各1便)

7.宿 泊 :日 本歯科色彩学会 に参加す るむねを告 げて,電 話で予約 して くだ さい。

塩尻市内  ホテル  中本す屋     TЁ L 0263-52-1300

ホテル あ さひ館    TEL 0263-52-0005

(塩尻市内にお泊 ま りになることをお薦めいた します)

松本市内 ホテル プエナ ビス タ TEL 0263-37-0111

信州の高原 で

ゴル フを楽 しみ ません か !

第5回日本色彩学会

親睦ゴルフ会開催のお知らせ

日時 :9月6日 (土):学 会開催 日の前 日

場所 :松本カントリークラブ

〒399 松本市内田 ΠL (0263)58‐4581～4

4組予約 (ホテル中村屋から車で30分)

プレー代 :25,830円 (昼食その他別途)

申込み :松歯大歯科薬理学教室 前橋浩宛

TEL (0263)51-2102 (直 通, FAX同 番号)

TEL (0263)52-3100 (4代 表)

その他学会事務局でも受け付けます.参 加

申込みいただいた方にはスター ト時間を改め

てご連絡 しますので申込み時にはお名前 と連

絡先の住所,電 話番号をお知らせ ください。
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