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技術報告

ヒトの歯型の取り方
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】
日要

群馬県立自然史博物館で，教育普及活動の一環として行われている自然教室の一例を報告す

る． この自然教室は，小学生から大人までを対象とし，実験や実習を行う講座である． ここで

は， 1997年に行われた｢自分の歯型をとろうjの内容を紹介する． 自分の歯型をとるというコー

スは，国内においては群馬県立自然史博物館及び国立科学博物館でしか行われていない． この

コースが他の博物館にも普及することを目的として，生きているヒトの歯型をとる方法を示し

た．
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方 法はじめに

講座を実施する前に，群馬県立自然史博物館ではテキス

トを用いて， 1．歯とは何か， 2．異形歯性と二生歯性，

3．歯式， 4．乳歯と永久歯について説明を行った． これ

は，ただ歯型をとるだけではなく，歯についての知識も持

ち帰ってもらいたいと考えたからである． また，手順もイ

ラストでわかりやすく示した．

作業にあたって，以下の材料及び道具を使用した．

○材料

歯科用アルギン酸塩印象材（アルジックス･ペースト）

歯科用硬石膏（ジーシー・プラストーン）

消毒薬（塩化ベンザルコニウム液[50%])

アルギン酸塩印象材専用清掃材(ムツミトレー･クリー

ナー）

強力分離剤殺菌消毒剤（セパゾール）

○道具

スパーテル

ラバー・ボール

石膏用刀（歯型の成型用）

バイブレーター（気泡ぬき）

歯科用金属製トレイ

1996年10月に開館した群馬県立自然史博物館では，普及

活動の一環として講演を主体とする自然史講座，実験や実

習を主体とする自然教室，野外観察を主体とする自然観察

会，天体ドームを使用して天体を観察する天体観望会等を

実施している．

近年，博物館や学校で， 「骨」を題材として普及活動(楢

崎， 1994；小川， 1998；樽野， 1986)や授業(青柳， 1981 ；

平田， 1992．1994;北浦, 1998;烏山, 1997) を行う方法

についての報告が増加している． ここでは， 1997年4月12

日と27日に群馬県立自然史博物館で実施した自然史講座

「自分の歯型をとろう」の内容を報告する． これは，筆者

等が知るかぎり， 自分の歯型を取るという講座自体が， こ

れまで， 日本の博物館で行われた例は， 1989年より実施し

ている国立科学博物館及び1997年に実施した群馬県立自然

史博物館でしかないためである.両館の実施内容の違いは，

国立科学博物館では成人を対象としたのに対し，群馬県立

自然史博物館では小学生以上を対象とした点である．
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10．バイブレーターを作動させ， その上に雌型を置き， 9

で練った石膏を流し込む． この時,切歯の方を下にして，

大臼歯の方から流し込む． この時，気泡が出てくるので，

この気泡が出てこなくなるまで, 60秒くらいバイブレー

ターにかける．

11. 10でできた石膏を流し込んだ雌型をバイブレーターか

ら降ろし，机の上に静かに置いておく．通常, 10分くら

いで硬化するが，念のため， 30分くらい放置した方が無

難である．

12．雌型から雄型を取り出す．雄型の完成．

13.雄型の余分なバリの部分を，石膏刀で削る．

14． トレイから，雌型となった印象剤を大方取り除き， そ

れでも残った分は，アルギン酸塩印象剤専用清掃剤にト

レイごとつける．

上顎あるいは下顎の歯型をとる時には， 2から13の手

順を繰り返す．群馬県立自然史博物館の場合，講座を行

う前の説明・歯についての説明・実際の作業（上顎と下

顎）を含めて， 2時間で行った． これは，妥当な時間だ

と考えられる．
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なお，群馬県立自然史博物館においては， 自分の歯型が

完成した時点で，あらかじめ実験室に用意しておいた動物

の頭骨標本の歯と自分の歯との比較を行う時間を設け，肉

食・草食・雑食の動物の中で， どの動物の歯がヒトの歯と

似ているかを比べさせた． この比較の際には，国内外で出

版されている文献を参考にした(Comwall, 1956;藤田，

1965.1978 ;Gilbert, 1980;後藤・大泰司, 1986;埴原，

1992 ;Hillson, 1986.1996;上條, 1962 ;加藤1979;新

潟野尻湖友の会哺乳類グループ, 1978ab;OIsen, 1973;大

泰司， 1993.1998；ラツカム, 1997;Schmid, 1972;Scott

&SymOnS, 1982 ;白水･中村･古橋1970;鈴木, 1964;

樽野, 1986 ;Woelfel, 1979).

比較に使用した頭骨は以下の通りである．

肉食 イヌ・キツネ・ネコ

草食 ウシ・ウマ

雑食 クマ・ゴリラ・ヒト

臼6． ラバー・ポール

’

歯型作製手順

1．講座を実施する前日あるいは当日に， スパーテル， ラ

バー・ボール，歯科用金属製トレイ （以下トレイ）を消

毒薬でよく殺菌し，乾燥させておく．

2． トレイに，強力分離剤殺菌消毒剤をスプレーでかける．

こうすると， トレイを殺菌すると同時に， アルギン酸塩

印象剤（以下印象剤）を取りやすくできる．

3． ラバー・ボールに， スプーンで印象剤を適量入れる．

4．同じラバー・ボールに，石膏を適量入れる．印象剤に

対して, 1/3から1/5の量が適当． この時，石膏の量

が多いと速く固まる．

5． 3と4を合わせたものを， スパーテルで素早く30秒か

ら60秒練る． この時，気泡が入らないように印象剤をス

パーテルでラバー・ボールに押しつけながら練る．

6． 5で練ったものを， トレイにスパーテルで盛る． この

時，上顎用のトレイと下顎用のトレイを間違えないよう

に指導する必要がある．

7． トレイを， 自分の歯にあてて押しつけ，固まるまで待

つ．通常， 2分から3分で硬化する．硬化すると， ピン

ク色から白色に変わる．

8．練ったものが固まったら，取り出す．雌型の完成．

9．別のラバー・ボールに水を入れ，水面まで石膏を入れ

て， スパーテルで30秒から60秒練る． この時，石膏がク

リーム状になるまで練ることが必要．

ま と め

群馬県立自然史博物館で普及教育活動の一環として実施

した， 「自分の歯型をとる｣方法について報告した． このよ

うな講座は，国内の博物館では群馬県立自然史博物館及び

国立科学博物館でしか行われておらず，他館でも実施でき

るように生きているヒトの歯型をとる方法を示した.なお，

群馬県立自然史博物館では小学生も対象として実施した

が，実施にあたっては，歯科用金属トレイも小児用を揃え

た方がスムーズに行われると思う．
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Abstract

HowtoMakeaDentalCastofaLiveHuman

ShuichiroNARAsAKI,YujiMIzoGucHI,MakotoKABAsAwA

GunmaMuseumofNaturalHistorvhadoDenedon
4~

October22, 1996． Sincethen,Museumoffersseveral

coursestostudentsandthepublic.

Amongthosecourses,NatureLaboratorycourseaims

toteachNaturalHistoryincludingAnthropology,Bot-

any,Palaeontology, andZoologythroughexperiments

andpractice.

Inthispaper,wepresentoneof theAnthropology

course offered inApril of l997. This coursewas

designedtoteachhowtomakeadentalcastofthem-

selves・ InJapan,suchkindofcoursesareofferedonlvat

GunmaMuseumofNaturalHistoryandNationalSci-

enceMuseum, Tokyo･ Therefore, wewish similar

coursewillbeheldatanotherMuseumsinfutureaswell.
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