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つ号ハイライト: 第6回大会最終報告 / 次期六会開催について

。国際歯科色彩学術六会について / 新刊紹介

・寄稿 オレンジ維感 / どう選Si デジ9ん カメラ / 調習会案内 など

6回  歯科色彩学会総会 ・学術大会を終えて

'コ

野 篤

7月4日 (土)、 5日 (日)の 両日、第6回 日本歯科色
´ 〔多学会の総会ならびに学術大会を鶴見大学会館で

主催させていただきました。学術大会には加藤善

郎先生のrll会で中国水墨画の権威、関乃平先生の

「絵画における東洋と西洋の色彩観点について」

と、橋口綽徳先生司会で片山伊九衛門先生の「デン

タルカラー」の2題の特別講演をいただきました。

関先生は中国水墨画を中心として、東洋絵画と西

洋絵画における色彩の差異を具体的な例を示 しな

がらお話され、講演が終わつてから演壇に並べら

れたご自分の作品を解説 され,親 しみやすい講演

をされました。片山先生は歯科色彩の歴史に触れ

ながら、色彩とはその中に人間の心理や行動に及

ぼす影響、とくに感覚的知覚的、感情的情緒的迄が

含まれるので、絶えず器械に左右されることなく、

だ う員1色計からえられた値を正 しく読み取る力をもた

なければならないと話され、多くの示唆に富む有

意義な講演をいただき、先生の歯科色彩にかける

情熱を感 じました。

また、シンポジウム 「色を汲1る」は元呑先生の

司会で行われました。メーカー代表として、梅官聡

先生、大谷勇造両先生、研究者側から片山直先生、

細矢由美子両先生が演者 となり、ご自分の経験を基に歯

科用の色彩測定器はどうあるべきかの考えを示 し今後の

測色機器開発に大いに参考となったと思います。一般講

演、ポスターともに6題づつの貴重な研究発表がありまし

た。司会はご多忙の中を腰原好先生、久光久先生、高橋重

雄先生、倉知正和先生、片山直先生がお勤めくださいまし

た。

7月4日の18時から懇親会を開催 し約50名の会員の方

が集まってくださいました。多くの先生方にスピーチを

いただき、色彩学会ならではの暖かい雰囲気で、楽 しい時

を過ごすことが出来ました.

また、今回は、橋国会長の年来の希望の2日間の学会が

初めて開催されましたが、検討の余地ありと感 じました。

学会が無事に終了できたのも、演者の先生方、司会の

先生方、展示に参加 していただき、協賛いただいた業界の

皆さん、運営にあたつた教室員の皆さんすべての方のご

協力のお陰と心より感謝いたします。

次回、第7回は平成H年 7月、大会長桑田正博先生、事

務局長伊集院正俊先生のコンビで東京医科歯科大学で行

われます。
・
次回も今回われわれに寄せられたと同様の皆

様の力強いご協力をお願いし、日本歯科色彩学会が、ます

ます発展することを祈ってお ります。

ッチングにおける色彩学的研究/光硬化型コンポマーの色につい

て/Shade Gudeの色調と透明性のグラデーシヨン/3%過酸化水素

水が歯および修復材料に与える影響/変色歯の新しいシェー ド分

類法/歯科医院 ・歯科診療所を訪れた患者の色彩に対する意識調

″

技術論文 /機 器測色と新しいポーセレンシステム ーシェー ド

アイとヴィンテージ ・ハロー陶材システム/ リレー読み切り連

載 色彩学講座③ 「色彩計測は本当に難しいのか」 その他

離関誌 歯科の色彩 Vd。5 No.l JuNE 1998 発干」される

目次内容

巻頭言 ― 色はFashbnか… 神津 瑛

特別寄稿 色への道…………… 橋口綽徳

総説論文 天然歯に酷似 した陶材焼付鋳造冠の色調とそ

の付与法について… 潤田和好

原著論文 /光 重合型硬質レジンの表色一積層比の違いに

よる表色について/ビタシェー ドガイ ドを用いたカラーマ



あかい夕日の映える公園 カラーでご覧いただ

けないのが残念です.

オレンジ雑感

歯の色を再現するのに、気になる

色 の一 つ に赤 (オレン ジ)色 が あ

る。特に 日本人の歯は微妙な赤味を

要す る。この微妙 な赤 味が出ない

と、どうも死んだ色になって しまつ

て、作 り物、異物、血のかよってい

ない歯 といった印象 を与 えて しま

う。

実は、昨 日札幌に行つて来た とこ

ろだが、うわさの松田聖子 さんの歯

を製作 したテクニシャンは札幌市中

央 区で 。審美ポーセ レン ・ラボ ・を

開いている。より調和 したポーセ レ

ンを作るために全部で60本 焼いたそ

うだ。最終的に何本の歯をセ ッ トす

るためにそれ だけ焼いたかは ドク

ター との約束で秘密になっている。
一気に20本 直 したとしても3本づつ、
6本程度直したとしたら10本づつ焼い

たことになる。

焼き物の赤 と言えば柿右衛門の話

があま りにも有名だが、やは り焼き

物にとつては赤は永遠のテーマのよ

うだ。
二か月程前、うちの若 い女性 ス

タッフの一人がきれいなラッピング

をされた大きな包をかかえてきた。

彼氏へのプ レゼン トかなと思 うと、
表情はいまひとつ浮かない顔をして
いる。すると彼女のほ うからホツリ

と話だした。

父の 日のプ レゼ ン トにシャツを

買つて、送ろ うとして電話をかけた

ら、別の色のに取 り替えて欲 しいと

言われたそ うだ。そのために今 日休

み時間に交換に行つて来るとのこと
だつた。取 り替えて欲 しい と言われ
た色は 。オ レンジ色 ・。娘である横

浜のラボに通 うスタッフは21才、長

野県南佐久郡でふ とん屋 さんを営む

父は46才、私より3つ年下である。父

は 『素敵な色だけどね、取 り替えて

来て欲 しい、ちょっと着る勇気がな
いなあ。』21才の娘は父にオレンt~

色のシャツを着て欲 しいと思い、父
の 日のプレゼン トにそれを購入する

が、46才の父はそれを受け取って着

る勇気が出なかった。何か美 しい夕

焼けが背景に浮かびそ うな一こまで

した。

伊集院正俊

・僣 ・朱色について

′け卜 にっぽ人

内なる色彩 『赤と黒』から 『白』ヘ

「日本人の色彩感覚に関する史的研究」とい う共

同フロシ
゛
ェクトが進んでいる。日本人と欧米人の色の認

識/日本古来の色は黒と赤/万葉集に出てくる色の

研究など、「色」という最も感覚的な対象に向かつ

ている。

08/01/92各1日  車月千J

隠されて赤は官能の色 となる

中原 佑介

日本は朝 日、マラウイは地平線から半分顔を出した

日の出を図案化 したので赤い色が用い られた

のであろ う。因みにマラウイの国旗はなお赤い帯状

の色面によつて戦士をあらわしている。

可視光  20/10/87  3‐4p

■

-

日本歯科審美学会 (会長:平沼謙二 愛知学院名誉教授)

学術大会を10月24日、25日の両 日、横浜市の鶴見大学会館に

てヽ開催 される。大会は河野篤 鶴見大学教授が大会長で開催 さ

調テーマが 「歯科審美:21世紀への飛翔」である。この他シン

ジウムには 「生活歯の漂 白」が組まれ 白さに関する関心が寄せ ら

い る 。
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国 際 歯 科 色 学 術 会 議 開 催 に つ い て

北京医科大学第二臨床医学院 口腔色彩研究所 (片山伊九右衛門所長、夏 善福主任教

1授)が 主催 し、日本歯科色彩学会、中華医学会美容分会口腔組織が共催、後援を日本歯科

1斉奉学会、甲本不
洋医学会)北 京医科大学、第四軍医大学する国際歯科色彩学術会議が本

年9月22日(火)および23日 (水)開 催 されます。

本学の橋 口綽徳会長はじめ数十名の参加者がすでに申し込みされているということで、
当日大会は盛会に行われることと推察されます。

大会 日程は開会祝辞 橋 口綽徳会長ほか中華医学会中国美容医学会会長によって行われ
た後以下のようなプログラムが予定されている。

第一日目

特別講演

中国における美容医学

心理色彩学

審美修復材の色彩

色彩学の基礎知識

一般講演

晩餐会

第二日目

特別講演

日本における歯科色彩学 本学術大会会長

カラーマッチング

片山伊九右衛門

上達訓練法 明海大学歯学部講師 鬼島 茂和

形

″

一般講演

ワークショップ

陶材修復の実際

測色と表色の実際

第四軍医大学教授   郭 天文

女子美術大学学長   近江源太郎

歯科色彩学会常務理事 潤田 和好
Color Land所長    元呑 昭夫

埼玉歯科技工士専門学校長

本学学術会議実行委員長

阪

高

秀樹他

承志

自由討論……となっている。

会への参加申し込みはすでに締め切 られているが大会のみ参加することは可能であると

います。旅行会社は (株)タ イム21の担当は佐藤さん宛てお尋ね下さい。
TEL03‐ 3486‐ 7691  FAX03‐ 3486‐9369

新干」紹介
for Science, Art and Technologr by Kurt Nassau,

ISBN;0-444-89846-8 1998 North― Ho‖and 510

pages, USFr132.O0

H!.p:/ / www.elsevier. n /locale.isbn/ 0444898468

Evefihing you want to know about COLOR from fundamentals to new

frontiers... in one volume!

Table of Contents

I . The Science of Color

1. Fundamentals of color science

2. The measurement of color

3. Color vision

4. The fifteen causes of color

II .Color in Art, Culture and life

5. Color in abstract painting

6. Color in anthropologr and folklore

7. The philosophy of color

8. Color in plants, animals and man

9. The biological and therapeutic effects of lighVaddendum;

Double blind testing for biological and therapeutic effects of

color

iii. Colorants, the pressevation and the Reproduction of color

10. Colorants:Organic and inorganic pigments

11. Colorants; Dyes

!2. Color preservation

13. Color imaging; Printing and photography

14. Color encoding in the photo CD system



日本歯科色彩学会主催

日墓翼色彩カラー・コーディネート資幡試験の講習会開催宗内

学会主催 によ

るカラー・コーディネータ講習会を開催いたしま

す。医院のカラー。コーディネートをはじめファッ

ションのコーディネートなど感性の表現に応用する

ことが出来ます。

初級 。中級および上級講座すべて参加された方

はすく
゛
比色判断に役立つ内容です.ま た東京商

工会議所主催のカラー・コーディネータ検定試験

の3級および2級試験に対応した内容ですから各

地で開催されている資格試験にそのまま受験する

ためにも利用いただけます。

詳しい内容のお尋ねは、当会事務局かEmJlで

htp″www.co10Han@pojah.orjp宛てお問い合わせ下

さい。詳細資料をお送りいたします。

どう選 ぶ テジタ″ιカメラ 片山 直

2年 前の歯科色彩学会においてデジタルカメラの

種類はさほど多く感 じなかつたがこのところ種類も

ふえてどれが良いのか迷つてしまう。

購入の際には種々検討を重ねる。画素数、記録枚

数、記録媒体などをチェックの上、価格のやすい店

をさがす。このところオープン価格が幅をきかせて

いるので価格の分か りにくい機種もある。そのうえ

雑誌広告ではホッ トプライスと書いてある。いちど

購入するといやでも当分の間使用 しなければならな

い し、その後も雑誌での購入 した機種の評価がよい

かどうかきになる。その うえ日進月歩で新 しいもの

には目が移つてしまう。

現在、デジタルカメラはメガピクセルモデルがに

新製品のラッシュが続いている。メガ ピクセルは

100万画素以上のCCDを搭載 した機種をいう。

昨年までは35万画素が主流で今年はその 2倍 以上

の画素が主流になつている。今後も画素数が増加す

るのは確実である。

現在、購入を考えるとすると以下のことを考える

とよいと思われる。

1.画素数 :現在は100万画素以上が普及 している

2.記録媒体 :コ ンパ ク トフラッシュ、スマー トメ

ディア、PCカー ド、フロッピーディスク、データMD

などがあるが手持ちのコンピューターに直接使用で

きるものもあるのでチェックが必要。

3.撮影可能枚数と画質モー ド

講習内容

く初級>

1光 と色

2日 の生理学

3色 の表示と伝達

4色 彩感覚

5色 彩の心理

6カ ラー・

コーディネート

講習内容

く中級>

1光 源と色彩

2色 彩の測定

3色 の表示と再現

4色 彩知覚

5色 彩のイメージ

6イ メージ計量法

講習内容

く上級>

1 デンタル・マッチ

ング

2日 の生理学

3色 の表示と伝達

講習内容はすべて色彩の理論 と感覚向上実技訓練が含

まれています。初級、中級、上級毎に行 う感覚実技訓練

は、シェー ドマッチングや歯冠色の比色判断に応用で

きます。配色 (カラー・コーディネー ト)か ら歯科の合⌒

再現の感覚についてまで感覚を向上訓練することがで

きます。

4,電源 :普通のアルカ リ電池 (多くのものはこ

のタイプだと思 うが)で 使用できればす ぐの補

充がきくので便利。

5。マクロ撮影 :接写が可能かどうか。またはオ

プションで レンズがあるかどうかで歯の撮影が

可能かどうかが決まる。

以上簡単にデジタルカメラの選び方を説明 し

ま したが、最近は音声入力や手書き入力など多

彩な機能を付け加え製品化 されていますが二_
ズにあつた機能だけを選ぶ ことが必要だ と′、

う。

JACDの ホームページをご覧下さい。
Httpノ/www.jah.or.jp/～colorlanttacd.htm
Http.ltミwwocolor.colorland‐unet.ocn.ne.jp
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