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日本歯科色彩学会第 6回 総会 ・学術大会に開催 して  河野 篤

日本歯科色彩学会第 6回 総会 。学術大会が去る

平成 10年 7年 4日 (土)、 5日 (日)両 日にわ

たつて鶴見大学会館で開催されました。初めての

2日 間開催ということで、演題が集まるかどうか、

また多数の参加者があるかどうかを心配いたしま

したが、一般演題 6題 、ポスター発表 6題 が集ま

り、それに特別講演 2題 、シンポジウム 1題 を加

えることによって大会の体裁を整えることが出来

ました。会場にあてた鶴見大学会館は、平成 9年

の 2月 に建設されたものでまた新 しく、メイン会

場は約 300名 収容できますので本学会の開催に

適 したものと判断しました。

大会初日の土曜日は正午より理事会、評議員会、

総会と色彩学会の重要なメンパーにお集まりいた

だきまして会の運営上必要な事務事項について協

議を致 しました。

その後、 3時 10分 からのポスター発表の内容

には、セラミックスの色調のついて、キャスタプ

ルセラミックスのプロックをCAD/CAMに 用

いるとき、そのプロックの色調がセラミング温度

によりどのように変化するか、また、ポーセレン

プロックの厚みが色調にどのような影響を与える

かといつたセラミックスに関する発表があり、次

いで(歯 冠色補綴物を作成する場合、正確なシェ

ー ドを技工士に伝えるのにデジタルカメラを用い

て行うことが可能かどうかという発表があ り、

年々カメラの性能が向上しているので近い将来、

現行のものより精度の優れた伝達が可能と思われ

ました。その他には、光硬化型グラスアイォノマ

ーの背景色隠蔽能について、漂白剤が歯冠色修復

剤の色調にどのような変化を与えるか、また、話

題になった歯磨剤アパガー ドは生活歯の色調を本

当に改良するかといつた貴重な研究発表が行われ

ました。

4時 30分 よリメインホールにおいて、東洋美

術学校、中国水墨画科、主任教授であられる関乃

平 (Guan Naiping)先 生により 「絵画における

東洋と西洋の色彩観点ついて」という演題で、特
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新刊書 「歯の色の話」の紹介 潤田 和好

日本歯科色彩学会では 1993年 11月 に 「歯科

色彩の話」を発刊 し、お蔭様で好評を得ましたが、

本学会の前身である日本歯科色彩研究会の創立記

念学会に間に合わせるということで急いで発刊 し

たために今ひとつ舌足らずの面や、 5ヶ 年が経過

し内容も一新させる必要を感 じ、今回の名前も「歯

の色の話」と歯の色に重点を置いて全面改定 し、

発刊の運びとなった。

用語については新編 ・色彩科学ハンドブック(第

2版 )、歯科医学大辞典 (第 1版 )、新歯学大辞典

(第 1刷 )、 南山堂医学大辞典 (第 5刷 )、日本

補綴歯科学会用語検討委員会報告書 (1997年 )、

広辞苑 (第4版 )な どを参考にした。用語は同義

語が多く混乱を生じることがあるので統一を図る

必要があつた。そのため、歯科色彩学に最も適応

すると思われ現在多用されているもの 1～ 2を 本

文に使用 し、他の同義語は巻末にまとめて表示し

た。色彩学用語には一般色彩学用語と歯科独特の

色彩学用語がある。色、色彩および色調の 3用 語

は同義語であるが、一般色彩学では色と色彩の 2

用語がよく用いられ、歯科色彩学では色と色調の

2用 語が用いられる。広辞苑では 「色」は視覚の

うち、光波のスペク トル組成の差異によって区別

される感覚。光の波長のみによつて定まらず、一

般に色相 (単色光の波長に相当するもの)、彩度

(あざやかさ即ち白みを帯びていない度合い)お

よび明度 (明るさ即ち光の強弱)の 三要素によっ

て規定される。「色彩」はいろ、いろどり、「色調」

は色彩の強弱 ・濃淡の調子、いろあいと述べてい

る。日本色彩学会編の新編色彩科学ハン ドブック

(1998年 6月 発行)で は色と色彩は同義語であ

るが、区別する場合は 「知覚色」と 「りい理物理色」

とを用いる。前者は有彩色成分と無彩色成分との

任意の組み合わせから成る知覚の属性。この属性

は明るい、暗いなどで修飾 した黄、オレンジ、茶、

赤、ピンク、緑、青、紫などの有彩色名、もしく

は白、灰、黒などの無彩色名、またはそれらの色

名の組み合わせで記述できる。後者は三刺激値の

ように計算式で規定された値による色刺激の表示、

色刺激は目に入つて有彩または無彩の色感覚を生

じさせる可視放射と定義されると述べている。歯

科色彩学で歯冠色 (天然歯および人工歯)に つい

て語る時に 「色彩」よりも 「色調」を使 う理由と

しては、天然歯の有する色が複雑多岐に亘るため

にこれを人工歯に模倣することは決 して容易では

ない。天然歯は殆どが半透明色であるのに対 し人

工歯冠は内部に金属などの不透明材料が用いられ

るからである。歯冠色は平面色ではな く、内部か

ら層に至る立体的構造物の中で作 られる色であ り、

その立体も部位によって厚みが異なる。外光を散

乱、反射させた り、多色の材料を混合 した り、積

層することによって作 り上げられるからである。

此の度発行される 「歯の色の話」の目次は 6つ

の章から成る。即ち 「歯の トータルアピアランス」、

「歯冠修復物の種類と特徴」、「歯科技工における

天然歯 らしさの表現」、「変色歯」、「歯科の環境色

彩」、「色の基礎知識」である。各章には最初に

総説を置き、次いでその章に相応 しない項目を設

けた。即ち第 1章 には歯の色、天然歯の色彩学的

な構造、歯の透明感と光沢、歯の測色と表色およ

び色差、カラーマッチング。第 2章 にはセラモメ

タルクラウン、オールセラミッククラウン、ラミ

ネー ト・ベニア ・ポーセレンインレー、コンポジ

ットレジン、硬質レジン前装冠、グラスアイオノ

マーセメント、材料による色調の相違。第 3章 に

は色、透明感、光沢、表面性状。第 4に は異物と

変色歯、変色歯の漂白法、小児の変色歯。第 5章

には歯科診療に適 した環境色彩、歯科技工に適 し



た環境色彩。第 6章 には測色と表色、視覚の仕組

みとはたらき、色彩の心理、などである。

この本の著者の先生方には、読者に興味を持つ

ていただけるよう内容の理解が容易に出来うる限

り平易な文章で書いて下さるようにお願いした。

この頃あつという間に時が経つ様な気が します。

何 しろ世の中の移 り変わ りが余 りに早いので、と

てもついていけないようです。昨年はそれこそま

ばたき一つする間に有名な会社の幾つかが倒産の

憂き目をみました。コンピュータも毎年といわず

何ケ月かで新 しく様変わ りします。突然戦争が始

まつて終わ り、幾百かの死屍が横たわつている時

代です。

人のクーロンが誕生 しかねない昨今、何が起こ

つても不思議でなくなりました。そんな時代です

が、一応今までの総決算として歯科色彩の本第二

弾が 「歯の色の本」というタイ トルでクインテッ

センスから出版されました。この本は各項 目ごと

に先生方に分担執筆 していただき、やや解 りにく

い 「歯科色彩」を少してもわか りやすく、教科書

として使えるような配置がなされてお ります。

昨年は片山伊九右衛門先生のお骨折 りで中国の

本書が歯科診療に従事される歯科医師、歯科技

工士、歯科衛生士の方々に少しでもお役に立てれ

ば我々著者にとっては望外の喜びである。以上を

持つて本書の紹介を終える。

北京で国際学会が開かれました。これからは、ア

メリカ、中国の時代が くると説 く学者が多 くな り

ました。何 しろ十六億の民とねむる資源を持つ国

は、とても日本の敵ではあ りません。

これからの我々はどんな対処をしていくか、生

き残 りをかけて目に見えない、文化的戦いにさら

されていくわけです。

私が企画 した時、日本歯科色彩学会の誕生は非

常に困難たと思われました。けれどもここに三百

人弱の会員を持つ集団に生長 しました。この三月

で私は会長を次期片山先生におゆずりすることに

いたしました。これからどの様にこの会を育てて

いくのかは次期会長とそれを補佐する先生方の手

腕にかかっています。どんどん変化をとげるこの

世の中に適応出来る学会に育てていって下さるこ

と、皆さんが和をもつてこの会を守っていって下

さるようお願い致 します。

「歯科色彩の本」発行に当たり 橋口 綽徳

」

リ

学会ニュース

日本歯科色彩学会 第 7回 総会 ・学術大会が、

大会長 桑田正博先生、実行委員長 坂秀樹先生

のもとに、平成 11年 7月 10日 (土)、11日 (日)

に東京医科歯科大学にて開催されます。

デジタルコミュニケーション等 時代にそくし

た充実 した内容になることが予想されます。

会員の皆様の多数のご発表ご参加をお願い致 しま

す。

詳細は別紙参照のこと
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