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第 16 回日本歯科色彩学会総会・学術大会開催案内について 
                                  大 会 長 山本宏治 

                                  準備委員長 堀田正人 

第 16 回日本歯科色彩学会学術大会を日本の真中の地である岐阜の朝日大学で開催させていただくこ

ととなりました。今回は、朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯冠修復学分野のスタッフおよび教室同

門会あげて担当させていただきます。本学会は、平成５年に研究会として発足し、歯科医学における色

彩学は色彩の歴史、色の名前とイメージ表現、物体色の表示方法、カラーコーディネートのための色表

示体系、色差、色材と発色、照明、審美修復、色彩と心理など数多くの内容をもち、奥深い学問であり、

確立した歯科色彩学を探求するための学会であると考えております。本大会がその一助となることを期

待しております。岐阜での大会では特別講演として名古屋市立大学の原田昌幸准教授に「高齢者と色彩」、

名古屋大学の高橋晋也准教授に「色彩が与える生理・心理・行動的影響」を御講演していただくことに

なっております。どうぞ楽しみに御参加の程よろしくお願いします。 

また、皆様のお陰で、多数の演題を頂きましたので御紹介致します。 

口頭発表 

１ 歯科技工色彩環境と色覚異常２ 

  ○田中 誠 

  愛歯技工専門学校 

２ 文字色と背景色の組み合わせの評価 

  ○片山伊九右衛門、岡田嘉代＊、市村 葉、村井宏隆、片山 直 

  明海大学歯学部機能保存回復学講座保存修復学分野、＊(広島市開業)岩崎歯科 

３ 新疆ウルムチ地区での漢、ウイグル、カザフ民族の歯冠色調査と各種シェードガイド色との対比 

  高承志、劉 海山、○片山伊九右衛門（＊）、片山 直＊、元呑昭夫＊＊ 

北京大学人民医院口腔科、＊明海大学歯学部機能保存回復学講座保存修復学分野、 

＊＊カラーランド研究所 

４ オフィスブリーチング後のヒトエナメル質の透過光強度分布について 

  ○藤本将幸、堀田正人、小竹宏朋、作 誠太郎、山本宏治 

  朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯冠修復学 

５ 歯冠周囲の色の違いが測色器に及ぼす影響について 

‐第２報：口腔内および模型上における歯冠色調の官能評価と測定値の比較‐ 

○木暮ミカ、金子 潤 

明倫短期大学 

６ 口唇の色に関する一考察 

佐藤 真美、永井茂之 

永井歯科診療室 

７ 最適な歯冠色の表示と伝達についての研究 

○元呑昭夫、片山伊九右衛門＊ 

カラーランド研究所、＊北京大学人民医院口腔科 

８ 歯の色に対する歯科衛生士学校学生の認識 

   ○細矢由美子 

    長崎大学大学院医歯薬学総合研究科、医療科学専攻、展開医療科学講座、小児歯科学 

 

 

ポスター発表 

１ 簡易測色器を用いた低粘性コンポジットレジンの遮蔽性の評価 

  ○小澤有美、逸見恵里、広瀬直子、村井宏隆、市村 葉、片山 直 



  明海大学歯学部機能保存回復学講座保存修復学分野 

２ コンポジットレジンの光学的特性について 

  ○逸見恵里、小澤有美、広瀬直子、村井宏隆、片山 直 

  明海大学歯学部機能保存回復学講座保存修復学分野 

３ クリスタルアイによる測色̶基礎的研究̶ 

○西村 香、帆足亮太郎、玉崗慶鐘、東光照夫、星野睦代、久光 久 

昭和大学歯学部齲蝕・歯内治療学 

４ ジルコニアフィラー充填オペークレジンの検討 

○大場志保、福嶋千春、藤田（中島）光、山口秀紀、勝海一郎*、池見宅司 

日本大学松戸歯学部う蝕抑制審美治療学、＊日本歯科大学生命歯学部歯科保存学講座 

５ 褐色鶏卵卵殻を用いた生活歯漂白の検討 ‐オフィスブリーチング時の効果的な光照射時間‐ 

○福島千春、大場志保、平山聡司、久光 久*、池見宅司 

日本大学松戸歯学部う蝕抑制審美治療学、＊昭和大学歯学部齲蝕・歯内治療学 

６ 審美性歯面コート材の光沢度について 

  ○伊藤知佐、堀田正人、小竹宏朋、作誠太郎、山本宏治 

朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯冠修復学 

７ MMA 系レジンセメントの色調安定性について 

○池島 巌、伊藤祐子、齋藤 渉、小林大二郎、桃井保子 

鶴見大学歯学部第一歯科保存学教室 

８ 色彩の感覚学習方法の考察 

○元呑昭夫、中山友克、山鹿洋一、阪 秀樹 

埼玉歯科技工士専門学校 

 最後になりますが、学術大会の１日目（7／26（土））の夜は清流長良川のほとりで花火大会が催され、

その夜景が色彩学的にどのようなものかを discussion できれば幸いと思っております。参加される先

生方にとって有意義な学術大会であり、学術交流や会員の親睦が十分に果たせますようにお祈り申し上

げます。 

 

日本歯科色彩学会第１７回総会・学術大会のご案内(担当校：明倫短期大学) 
２００９年７月２５～２６日 

２５日〔土）14～17 時 常任理事会、理事評議員会、新潟市歴史博物館みなとぴあ内 

        17 時 30 分～19 時 30 分 懇親会：同内レストラン  ぽるとカーブドッチ 

２６日（日） 9～16 時 総会・学術大会 新潟市民プラザ 

 

２００８年度総務関係報告 
１．会員数につて（2008 年 5 月 26 日現在） 

   総数：216 名、10 社  一般会員：216 名（2008 年 3 月末 220 名） 

名誉会長： 1 名 名誉会員： 3 名 

   賛助会員： ９社（2008 年 3 月末 9 社）会費免除賛助会員： １社 

２．会員動向（2008 年４月１日～2008 年 5 月 26 日） 

   新入会員：別ページ参照（2006 年度は 28 名、2007 年度以降 11 名、2008 年度以降 0 名） 

退会会員： 4 人 

３．2007 年度会費納入率 74％（2008 年 3 月末） 

2008 年度会費の未納入者数 160 名（2008 年 5 月 26 日現在）納入率 26％ 

   2008 年度賛助会費納入社数 9 社 納入率 100％ 

４．会費未納者数 65 名 (2008 年 3 月末) 

    1 年未納者数 47 名  2 年未納者数 11 名 3 年未納者数 7 名 

５．会務 

2007年11月13日 平成19年度第3回常任理事会（昭和大学病院入院棟17階第2会議室） 

2007年11月13日 見学会委員会 参加者20名  ナナオ(昭和大学病院入院棟17階第二会議室) 

2008年1月21日  平成19年度第4回常任理事会（昭和大学歯科病院2号棟1会議室） 

2008年2月1日  歯科色彩学会 ホームページ リニューアル改訂 

2008年3月13日  編集委員会（上野） 

2008年3月31日  歯科の色彩 Vol14(1)発行 



2008年5月26日  平成20年度第1回常任理事会（昭和大学歯科病院2号棟第1会議室） 

６．学際交流 

2007 年 11 月：ブラジルにおける第５回 International Editors Meeting に細矢副会長が出席。 

 

各種委員会報告 
編集委員会から（文責：委員長 池見宅司） 

 時代の流れと共に、電子媒体による投稿がほとんどの学会で行われるようになり、投稿だけでなく査

読・編集が従来よりも行い易くなりました。そこで、本学会誌においても従来からの投稿収集方法を多

少変更せざるおえなくなりました。変更点の詳細に関しましては、Vol.14 に記載しております投稿規定

と投稿の手引きをお読み頂きたいと思います。なお、主な変更点に関しましては、ボールドで示してお

ります。 

本稿では、投稿の期日の変更等について記させていただきます。 

①投稿期日：学会終了後（通例から 8 月 1 日）から 10 月末日まで受け付けることといたしました。

発行予定は従来通り 3 月下旬です。 

②投稿方法：原則的には CD-R に本文、図表を記録したものと、プリント 2 部をご提出頂きたくお願

いいたします。掲載証明の必要な場合は、書式自由で別紙にてお知らせください。 

       図は JPEG で表は EXCEL で頂けると、手数料がかからないとのことであります。 

③投稿料金：カラー刷りが約半額となりましたので、従来よりもカラー写真・図での投稿料金が安く

仕上がるようになりました。 

④色彩誌の巻数：これまで通巻ナンバーを表紙に○枠で記しておりましたが、それを削除して巻末方

向の編集後記のページに通巻ナンバーを記しました。 

⑤HP アドレス：本誌の表紙に HP アドレスを記載するようにしました。                               

認定士審査委員会から 

すでに雑誌でご案内のとおり、認定士の資格を得るための講習会が１６回日本歯科色彩学会総会・学

術大会、７月２７日（日）岐阜じゅうろくブラザで行われます。 

新規に申請のための認定士講習会（必須コース）片山直先生「色の比較―測色と官能」と更新に必要

な認定講習会（応用コース）細矢由美子先生「歯の材料の色を管理する：どんな歯がきれい？この材料

はどんな色？」であります。 

是非ご出席くださり、認定士申請資格をもって頂き、さらに会を盛り上げてくださることをお願いし

ます。 

なお、更新の時期ですが、雑誌１４巻１号 40 P に「最初の認定士取得の方は、認定失効日は 2008 年

7 月 13 日とありますが、2009 年 7 月 13 日であります。 

講習会委員会から 

認定士審査委員会報告でお知らせしたとおりです。講習会の詳しい内容は、第 16 回日本歯科色彩学

会学術大会準備委員会から抄録が送られますので、お読みください。 

見学会委員会から 

 昨年の見学会報告をお読みくださり、本年度の見学希望所をお教えください。 

会則検討委員会から 

ご提案がありましたらお知らせください。 

ＨＰ委員会から（文責 委員長 元呑昭夫） 

日本歯科色彩学会 HP は Original PC OMY 社へ委託依託しました。 

HP アドレス http://jacd-dc.jp が新しいアドレスです。本年 2 月 1 日付けで運用開始されました。 

これまで特に改訂に伴い内容等についてご意見をお聞きしています。 

すでに※機関誌「歯科の色彩」の閲覧とニューズレターの閲覧のご要望がありました。HP 改訂に伴う

歯科色彩学会ホームページ作成に関する基本方針は、本会の案内と入会等のご案内のみとすることを委

員会の基本計画としました。また本年は HP 委員会が内容全般について注視してゆきますが、なお続い

て誤表記あるいは不適切な表現等について HP 委託業者の窓口として連絡し、更に会員および新規会員

勧誘に努める予定です。 

なお理事会および HP 委員会はご意見を賜りながら纏めて委託業者へご相談することになりますので 

内容に関する意見は具体的に提案していただくことが必要です。例として項目および URL などの箇所等

を具体的にご指定していただくことにより直ちに正確に反映することが可能になります。体裁デザイン

等はすべて業者様にご依頼していますが、今年度(2008 年度第一回理事会開催まで)は現在のデザインに

より継続します。 

※認定士資格者の紹介で研究室および所有する HP のリンクについて 



 5 月 26 日の理事会において積極的に JACD-HP を紹介するために認定士の HP リンクを行うことを確認

しました。希望する認定士はホームページアドレス宛依頼して頂くことをお願いいたします。 

また関連学会とのリンクを別途書面にて依頼します。会員の方で所属する関連学会とのリンク掲載を

希望される場合 HP 委員会宛ご一報ください。検討の上依頼書をお送り申し上げます。 

 

平成 19 年度 新役員紹介  
第 15 回鶴見学会での理事会・総会において、新しい理事として倉知正和、高承志、海老原隆（敬称

略）、評議員として西村耕三、白石 充、池島厳（敬称略）推薦され、承認されました。 

 

新会員紹介 入会有り難うございます。 
2006 年 7 月 30 日からの新入会者のご紹介 （敬称略） 
会員番号  氏  名         住     所            会員番号  氏  名         住     所 

10457 高橋 和裕 奥羽大学歯学部放射線診断学講座（退会） 

10458 齋藤 高弘 奥羽大学歯学部診療科学講座 

10459 小笠原延郎 奥羽大学歯学部歯科補綴学講座 

10460 菊井 徹也 奥羽大学歯学部歯科保存学講座 

10461 五月女 稔 奥羽大学歯学部歯科保存学講座 

10462 西村 耕三 神奈川県高座郡寒川町岡田７‐４‐３西村歯科 

10463 寺沼 浩  千葉県流山市江戸川西２‐１４１ 

10464 野波 亨  中京大学生命システム工学部 

10465 白野 学  日本歯科大学新潟病院 

10466 木本 克彦 神奈川歯科大学顎口腔機能修復学講座 

10467 岡田 周策 神奈川歯科大学顎口腔治療学講座歯科保存学分野 

10468 星 憲幸  神奈川歯科大学顎口腔機能修復学講座歯科補綴学分野 

10469 柴田 武士 神奈川歯科大学顎口腔機能修復学講座歯科補綴学分野 

10470 田中 欣也 神奈川歯科大学顎口腔機能修復学講座歯科補綴学分野 

10471 豊田 實  神奈川歯科大学顎口腔機能修復学講座歯科補綴学分野 

10472 有本 綾子 東京医科歯科大学う蝕制御学分野 

10473 飯島 葉子 神奈川県高座郡寒川町岡田７‐４‐３西村歯科 

10474 鈴木 大  医療法人社団 親孝会 第二親和歯科医院 

10475 伊藤 知佐 朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯冠修復学 

10476 浅野 倉栄 横浜市緑区鴨居 1-8-12 浅野歯科 

10477 伊藤 裕子 鶴見大学歯学部第一歯科保存学教室 

10478 黒川 弘康 日本大学歯学部保存学教室修復学講座 

10479 溝口 綾子 神奈川県横浜市緑区霧ヶ丘 4-1-15-301 

10480 高瀬 保晶 東京医科歯科大学保存修復学講座 

10481 藤田 光  日本大学松戸歯学部う蝕抑制審美治療学講座 

10482 逸見 恵理 明海大学機能保存回復学講座保存修復学分野 

雑誌「歯科の色彩」Vol.14 に記載の役員名簿に、15 回総会で報告した新役員の御名が抜けておりな

した。また、事務局引継ぎで、新会員のご紹介のお知らせが遅くなりました。お詫び申しあげます。 

 

日本歯科色彩学会 見学会報告                 
昨年１１月１４日（水）の午後から、見学会委員会主催の講習会が、昭和大学病院１７階会議室にて

開催されました。当日は平日の昼間にもかかわらず約２０名が参加し、株式会社ナナオの上垣喜寛先生

と（有）山手デンタルアートの遊亀裕一先生による講演とデモが行われました。 

ナナオの上垣先生には、「カラーマネージメントで正しい色表示の製作環境を」と題して、定評ある

ナナオのモニターを例にあげ、デジタルのメリット、カラーマネージメントシステムについて解説して

いただきました。同じモニター、同じプリンターでも色が異なり、何もしなければトラブルの原因にな

るので、カラーマネージメントが必要であるとして、モニターのキャリブレーションの方法、プリンタ

ーの設定など、マッチングの手順を実際にデモしていただきました。 

続いて明倫短期大学の客員教授でもある遊亀先生には、「ラボサイドに重要なカラーマネジメント対

応モニター」として、ご自身のラボでの取り組みを具体的に紹介していただきました。以下は遊亀先生

の抄録です。「現在では、チェアサイドからラボサイドへの情報伝達において、デジタル画像の活用が

増加しています。それが、歯科技工における判断や評価の新しいツールとなり、技工精度を向上させた

のは良いのですが、色再現においては戸惑うこともあり、その改善策が見つからない方も多いと思いま

す。そこで今回は、色再現も含めたデジタル画像の優位性を最大限に引き出す、カラーマネジメント対

応の液晶モニター：ColorEdge をラボサイドからの導入事例としてご紹介し、皆様からのご指導ご批判

をいただけたらと思います。」 

 参加者からは、難しいカラーマネージメントをわかりやすく解説してもらって大変参考になったとい

う意見をいただきました。本来は銀座のナナオのショールームでの開催予定だったのですが、都合によ

り昭和大学の会議室に機材一式を持ち込んでの見学会開催となりました。その後の懇親会は、久光会長

の取り計らいで、隣のタワーレストラン昭和に場所を移し、山の手の夜景を堪能しつつ、帝国ホテルシ

ェフのフレンチに舌鼓をうちました。簡便な色彩ハンドブックやマウスパッドなどのお土産もいただき、

充実した講習会でした。見学会では今後も楽しくためになる会を開催したいと思います。皆様のご意見

をお待ちしています。                   （見学会委員会 中澤 章 記） 

中日口腔色彩・審美学研討会報告 
元呑 昭夫 

日本歯科色彩学会が他の国々と歯科の色彩を研究する方々との学術交流を開催することを願っても



即席には難しく、その前に互いの人的交流を深め、かつ相互の研究水準の違いなどあれこれ課題を整理

することなどが必要であると考えられる。そのような現状の中で、すでに中国の歯科色彩の研究者との

交流を本学会が持ち続けられていることはなんと幸いなことであるか改めて感じている。 

 この度は、昨年末に開催された報告になるが通算６回目の「中日口腔色彩・審美学研討会」を南方医

科大学（旧第一軍医大学）吴補領大会長主催、協力:日本歯科色彩学会および北京大学口腔医学院と同

大学人民医院が 2007 年 12 月 1・2 の 2 日間、広州で開催された。       

本学会からの発表者および演題は、片山伊九右衛門先生‐「関于牙歯的
シェード

配 色
マッチング

」、中澤章先生‐「使

用数字照相機
デジタルカメラ

進行色彩伝達」、片山直先生‐「周囲環境条件対測色計的影響」、元呑昭夫‐「肌膚色

彩」がそれぞれ講演を行った。中国側からも、劉洪臣解放軍総医院口腔科主任教授、武漢の樊明文教授・

前保存学会長、王新知北京大学歯学部補綴学教授、北京大学人民医院の高承志主任医師など顔なじみも

講演をされた。他にも北京首都医学院、北京協和医科大学、四川華西医科大学と発表があり、中国側に

も歯科色彩学が広く研究されておることと頼もしい限りであった。（注：吴大会長は前西安第四軍医大

学口腔内科学主任教授・明海大学客員教授） 

翌日 12 月 2 日は、南方医科大学第一臨床医学院口腔医学系の成立式典が全国百佳医院会場で開催さ

れ、日本からの来賓として参列した明海大学歯学

部片山直教授に北京大学の先生方と同席し祝福を

共にすることができた。 

 翌日12月 2日に広州市内にある工芸博物館の陳

氏書院を北京大学人民医院の旧知の先生方と訪ね

た折り、著名な塑像作家である旅遊漫笔作になる

阿 Q 正伝塑像が十数作品ひっそりと館内裏庭に展

示され感激した。 

この記事の見直しの最中、5 月 11 日に四川省で

発生した地震は他人事とは思えない。今回も中国

と知古の方々の多い片山伊九右衛門先生に随伴し

たが、新しいステージの歯科の色彩交流が続けら

れることを思った次第です。 

 

はるばる Brazil (Part 1) 
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科、小児歯科学  細矢由美子 

 今年は、日本からブラジルへの移民 100 周年を迎える年だそうで、両方の国でそれを祝ういろいろな

イベントが企画されているそうです。ブラジルの key words をあげなさいと言われたら、サッカー、ア

マゾン、コーヒー、リオのカーニバル、浜辺を闊歩するビキニの美女、サンバと日系移民。加えて近年

ではガソリン代わりのエタノールを作る為のサトウキビ畑。そして、日本から一番遠い所にある国。 

 その遠い国からお呼びがかかって、昨年の 11 月にブラジルに行って参りました。はるばるブラジル

まで出かけて行った理由ですが、公には２つあります。１つ目は、ブラジルで国際歯科学術雑誌として

は最も有名な Brazilian Journal of Oral Sciences の編集委員を平成 14 年からしているのですが、こ

の雑誌の編集部が主催する第５回 International Editors Meeting に出席し、Non-native English の

立場からの投稿についての講演を行う事。２つ目は、University State of Campinas, Piracicaba Dental 

School の Visiting Professor として、Pediatric Dentistry and Dental Materials Graduate Program 

に参加し、医局員、大学院生、研修医などに“乳歯に対するレジンの接着性”に関する授業を 1 回行う

と共に歯学部の教員／学生に対して Open Lecture を１回行う事です。（行ってみてびっくり。授業は５

日間、５時間ずつ連続で、Open Lecture は２回行う事になっていました。）University State of Campinas

は、通称 UniCamp（ウニカンプと発音するらしいです。）というブラジル国内では３本指に入る大学です。

ちなみに一番有名で、日本で言えば東大にあたる大学は、サンパウロ大学で、ここにも歯学部がありま

す。ブラジルは治安が悪いので有名ですが、Campinus は日本政府から特に治安が悪く、行かないほうが

良い地域に指定されています。 

 ところでみなさんブラジルには歯学部がいくつあると思いますか？長崎大学の学生に質問したら、１

校もしくは数校じゃないかとの答えでした。これがなんと、130 以上あるのです。もう多すぎて、ブラ

ジルの教授に聞いても正確な数字を知っている人がいないという状態でした。なにしろ国が大きいです

から。とは言え、人が住んでいる場所がサンパウロ州などの特定の地域に偏っていますから、歯学部も

サンパウロ州に偏在している様です。修学年数は大学によって異なり、歯科医師国家試験はないそうで

す。卒業試験が国家試験がわりという事でしょうか。いかにもブラジルらしく、かなりあぶない感じで



す。 

 そもそも、なんでブラジルの有名大学から細矢ごときに招聘状が届く事になったのかと言えば、これ

が結構長い話なのです。かいつまんで述べますと、10 年ほど前に、文部省の在外研究員として、 

University of Texas, Health Science Center at San Antonio, School of Dentistry の Department of 

Restorative Dentistry and Pediatric Dentistryに Visiting Associate Professor のポストで研究に

行った際、同じラボに先にぶち込まれていた先生からの招待をいただいたのです。彼女は、私よりずー

っと若いのですが、UniCamp の小児歯科の主任教授をしており、私より一足先に研究に来ていました。

私がそれまで知っていたラテンアメリカの女性歯科医師の特徴は、化粧が濃く、ド派手で我が儘以上の

自分勝手で、かなり意地悪というものでしたが、私の良き友人となってくれた Profa. Dra. Regina Maria 

Puppin Rontani（ポルトガル語では、女性の場合は最後に a がつくみたいです。）は、いつもスッピン

で、日本人もびっくりするほどの”No”と言えない優しい人で、イタリア人なのに結構、しょっちゅう

イジイジしたりして可愛いのです。仲良くなりますと、当然ながらお互い自分の国に遊びにいらっしゃ

いよと話が盛り上がりますが、たいていは単なる話で終わる所が最後まで到達してしまったのです。 

 Regina とは、毎年 IADR で顔を合わせてはランチをしたりお茶をしたりしていましたが、ある時、彼

女が、“私がお金を工面するからブラジルにいらっしゃい。いつだったら来られるの？”と聞いてきま

した。本当かな？と思っていたのですが、帰国後もメールでワンサカ聞いてくるので、時期も決め、学

会その他、あれこれ山ほどキャンセルし、ブラジルに行く事にしました。ところが、日時が迫ってきて

も何の連絡もないのです。メールを入れたところ、“Yumiko の旅費を支給してもらう為、これから申請

書を書いて提出するけど、申請がパスしなかったら、私は貧乏だから旅費は出せない。”といってきた

のです。何たる無責任と細矢由美子多いに怒り、責任を取りなさいと迫ったのです。 

あれこれ大騒ぎをした結果、FAPESP (Finacial Agency-Fundacao de Amparo a Pesquisano Estado de 

Sao Paulo)が成田̶サンパウロ間の航空運賃と宿泊費の一部を出してくれる事になり、まあしょうがな

いかと出かける事になりました。ところがまたまたハプニング。e-ticket が届いたのですが、こちらが

希望していた日時とは全く異なる日程でスケジュールが組まれていたのです。あわてて自分で正しい日

時の便を予約し、そちらの便と差し替えてくれる様に要請しましたが、ブラジル側が変更不可能と言い

張るのです。ぎりぎりまでがんばってみましたが、全く埒があかず、先方が勝手に決めたスケジュール

にあわせる事になりました。となると急ぎビザをとらなければなりません。 

 ブラジル入国の為のビザを取得された事のある方ならよくおわかりと思いますが、これがものすごく

大変です。ブラジルから日本に入国する際にブラジル人の指紋を取る事に対するブラジル政府の報復処

置として、さまざまな嫌がらせが待っているのです。まず、往復の航空券を添付する必要がありますが、

e-tickets は無効です。e-tickets のみしか発行しない航空会社がほとんどだというのに。私の場合は、

どうしようもないので、近くの旅行代理店に頼んで、“ビザ取得用の航空券を購入しました。” また、

ビザはいつ発行されるかわからないので、毎日大使館まで足を運び、確認する様にと求められました。

これもお金を払って、名古屋の大使館に確認に行ってもらいました。私の場合は、２週間ほどで取れま

したが、１ヶ月以上かかってしまう場合も少なくないとの事です。この段階で、ブラジルが大嫌いにな

りました。 

 さて、いよいよブラジルに行く日になりました。長崎から成田までたどりついた段階で、かなり疲れ

てしまいましたが、さらに 27 時間のフライトが待っています。途中、ニューヨークで燃料を補給する

為に地上に降りますが、これが唯一の救いです。膝や腰が痛くなるのは当たり前ですが、背中まで痛く

なります。まさに苦行です。死んだふりをしてみても無駄でした。 

 ようやくサンパウロに着いたのですが、何と迎えの者が来ていません。大学まですぐの距離だと言わ

れていましたが、すべてが信じられなくなっていましたので、事前に調べたところ、高速をぶっとばし

て２時間半、道路が込んでいると５－６時間以上かかるという事は、幸いにもこの時点では知りません

でした。しょうがないからタクシーを拾おうと思いましたが、英語が通じません！飛行機の中で親しく

なった日本からブラジルにお嫁に来たという方が親切で、両替やら大学への連絡などを手助けしてくだ

さり、何とも心強かったです。そうこう大騒ぎしておりましたら、Regina のお弟子さんが、超イケメン

の夫と英語は一言も話せない大学の公用車の運転手を従えて、ノロクサと到着しました。大学までの道

すがらは、“黒いオルフェ”に出てきた様なスラムがたくさんあり、あとは行けど行けどサトウキビ畑

で、とても一人でタクシーに乗れる様な環境ではないと悟りました。 

 イントロが長くなりましたが、これから 2 週連続の学会発表用のスライドと原稿に加え、TV 出演の台

本や図も作らなければなりません。Piracicaba での生活やへぼ客員教授としての報告は、次回のお楽し

みという事にさせていただきます。次回は写真つきにしたいと思います。 

 


