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原　　　　著

緒　　　　　言

ヒトの永久歯と乳歯の間には,肉眼的にみても形態上

の相異が歯冠部および歯板部のそれぞれに明らかにみら

れる1)‾4)が,さらに教組構造的にも差異のあることが知

られているOすなわち,克郵小柱の走行や配列5),6)短

小柱克郵窯の出場7)-13)レッチ′ゥス線および小柱横線の

発環分布状況145-17)象牙細管および象牙線経の走行分

布16),18),19)石灰化球および球問象牙宴の出現状況16),18)

･20)などを始めとして,幾多の放編構造について21),22)明

らかな相異のあることが報吾されている｡そこでこれら

の教組構造上で差のある寵郵薯と象牙薯が結合接着する

克象境界部の微細構造においては,永久歯と乳歯の間で

何等かの相異が存在するものと推測される｡

ところで,この克象境界部は琉球薯と象牙薯との結合

接着を強化するため,単に平面的に互いに接着している

ものではないoすなわち,ヒトの歯牙縦断面の光学顕襖

*本論文の要旨は第235回東京歯科大学学会総会(昭和63
年11月19日,千葉),第13回Eg際解剖学会(平成元年8月10
冒, Rio de Janeiro),第38匡口ADR総会(平成2年11
月30日,仙台),第33回歯科基礎医学会総会(平成3年10
月9日,鹿児島)および第39回JADR総会(平成3年12
月6日,大阪)において発表した｡

鏡(以下光顔と称す)像において,この克象境界部は直線

状を呈するものばかりではなく,大小の波藩状構造の連

続帯を示すものもみられるOこの克象境界部の直線状あ

るいは波藩状を示す部分が永久歯と乳歯との間で異なっ

て分布することについて若干の報吾がある23)或6)oすな

わち光麗観察によって,永久歯の璃象境界部は円弧の連

続からなる波膏状の部分と,ほぼ直線状の部分との両者

がみられるが,概して乳歯ではいずれの部分もほぼ直線

状を呈しているものと報吾されている23)さらに低倍率

の走査型電子顔微鏡(以下走査電束と称す)で同様に克象

境界部を観察したところ,永久歯と乳歯において前述の

光斬所見とほぼ同様な所見が報吾され,殊に乳歯の場合

には,いずれの克象境界部も比較的単純な形状を皇する

ものとされている24)-26)｡

さて,この克象境界部は克郵賛最内側面と象牙繋最表

面とが結合接着した部分であり,当該境界部の形状に披

轟状と直線状という異なった二種東の状況が寛われるの

は,寓珠薯と象牙薯との両組織を構成する微糸田構造物の

形状や配列および分布などの組合わせ状態に何等かの相

異があるためと思われるO勿論,東郷葉と象牙薯の発産

当初における両者の結合または組合わせ状態によって,

その境界が波商状あるいは直線状を呈するようになろう
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が,この両者のその後の形成進行に伴う形態変化によっ

て,この境界自身の形状も変化し,両組織の形成終了時

に最終形状が決定されるものである｡

ところで斑郵嬰よりわずかに早期に象牙芽細胞によっ

て分泌された象牙繋基質に刺激されて,象牙質素質の鼻

表面に配列した砿鄭芽細胞が克郵小柱の形成を開始する

ことが明らかにされている27)-29)が,象牙賛鼻表面にお

ける微細構造の如何は,璃球宴最内側面,すなわち義初

の竜郷賛形成面あるいは琉球芽細胞遠心鳩の形状に強く

影響を及ぼし,克瑚小柱の集合によって構成される克球

宴最内側面の形状や構造を決定すると同時に,両者の結

合接着する克象境界部の諸形状を導くものと考えられ

る｡

以上のことを言いかえるならば,光顕により観察され

た克象境界部の波藩状あるいは直線状を呈する形状は,

寓知覚最内側面を構成する玉髄小柱束の形状や配列が,

これに対応する象牙覚最表層微細構造の形状如何に塊制

あるいは影響されて出現する可能性が考えられ,さらに

同時に克郵賛微細構造そのものの部分的な差異を出窮さ

せる要因の一つとなるものと考えられる.

そこで永久歯および乳歯の砿象境界部の形状の相異が

いかなる要因によって生じるのかにつき,縦断研磨面に

おける克象境界部の形状ならびに克髄質最内側面の克郵

小柱の走行状況を光顔および走査電報観察した後,適切

な脱灰処理を施し克郵寛を除去して歯冠象牙繋最表面を

露呈させ,これを走査電顔によって観察した｡その結

栄,永久歯と乳歯の克象境界部の形状の発現には,東郷

賛最内側面の砿郵小柱の配列走行状況と象牙要義表面の

微綿構造とが相互に関連することを示唆する輿昧ある知

見がえられたので,ここに報吾する｡

材料および方法

10%燐酸緩衝ホルマリン溶液あるいはKarnovsky夜

による固定の完了した40才から65才までの上下顎永久前

歯合計50本と,歯牙交換親に当たる6才から9才までの

上下顎乳前歯合計50本を研究材料とした(表1 ,表2 )o

これらの歯牙は肉眼的に窮地がみられず,唆耗の程度は

永久前歯では栃原の分楽30)による唆耗度2o aおよび

2-b,乳前歯では杉山の分類3°による唆耗度E2-,

D!-, D:◇であり,それらの乳前歯の歯根吸収程度は大

野の分類32)によるとRes.1/4, Res.1/2, Res.

3/4のものであった｡

これらの歯牙を唇舌的にその中央を目安として砥石に

より,いずれの部分もほぼ同様の厚さ(約200〃m)にな

-　2

表1　検索歯数と抜去年麻(永久前歯)

中切歯 側切歯 犬 歯 合 計

-49才 7 8 5 20

50- 59才 8 7 3 18

60- 65才 6 4 2 12

合 計 21 19 10 50

表2　検索歯数と抜去年薗(乳前歯)

＼ 乳中切歯乳側切歯 乳犬歯 合計
6 才 9 5 0 14

7 才 10 10 1 2 1

8 才 1 9 2 12

9 才 0 1 9 3

合計 2 0 25 5 50

るように縦断研磨切片を作製した｡さらにエメリ-ペー

パーおよび粒子直径5 fim, 0.05fimのアルミナを用い

たパフ研磨を行い,これら切片の研磨面を充分に滑沢と

した｡この縦断研磨切片試料を無染色のまま水衆人した

後,歯頚部,鼻大豊隆部,最大皇隆部から仮想切端を結

ぶ最大皇隆部側1/3 (以下最大豊隆部から切端寄りの部

分と称す)の克象境界部について光顕観察を行った｡さ

らに乳前歯では,新生児線が克象境界部と交わる点を基

準とし,それぞれの観察部分が出生前あるいは出生後に

形成された部分のいずれに相当するかを確認した｡つい

でこの試料を0. 01M乳酸溶液で20℃の条件下で15分間

エッチングを施し,洗浄して乾燥後,白金によるイオン

スバッタコーティング(エイコ-エンジニアリングⅤⅩ-

10A)を施し,克象境界部の形状ならびに琉球賛最内側面

の克鄭小柱の形態と走行について走査電顕(日立S I

800,日立S -430)観察を行った｡

ついで,克象境界郭を構成する克球宴最内側面と象牙

質最表面との関連性を明らかにするために,特に象牙賛

鼻表面の形状の如何について検索するために,以下の操

作を行った｡すなわち,前述の走査電薗観察に供した縦

断研磨切片試料を20℃の条件下で4 M蟻酸溶液によって

約60-90分間脱灰し,象牙寛を覆っている琉球質を完全

に除去して象牙質量表面を霧皇させた｡その後5 %硫酸

ナトリウム溶液に浸漬し中和,エタノール系列による脱

水を行い,酢酸イソアミル置換を経て臨界点乾燥(日立
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HCP-1)後,白金によるイオンスバッタコーティン

グを施した｡これらの試料について再び走査電顕により

象牙質最表面をほぼ直上方から立体観察を行ったo　なお

予備実験の結果,象牙質最表面の散編構造は4 M蟻酸溶

液以外の脱灰液(10%EDTA溶液, Plank-Rychlo液,

その他)を用いても,ほぼ同様な立体像をえた｡これと

は別に,試料の一部は唇舌的中央部で縦割断し,前述と

同様の脱灰処置を施して割断面を走査電顕観察したO　さ

らに-部の試料を10% EDTA溶液によって脱灰(4

℃,約10-14日間)し,その後通法に従ってエボン812に

包埋,すでに光政および走査電報で観察対象とした寓象

境界部を構成する象牙薯鼻表面をトリミングして,この

放小部分の超薄切片(厚さ約70-80nm)を作製し,燐タ

ングステン酸染色33),34)を施し,透過型電子豪放産(以下

透過電顔と称す)(日立H-600)によって観察を行った｡

成　　　　　績

1.弦象境界部の形状

1)永久前歯

(1)光顕所見

永久前歯の麗象境界部は歯頭部においてほぼ直線状を

呈する(図1 -A, D)が,鼻大豊隆部では円弧の連続か

らなる波涛状構造を示していた｡それらの波轟状構造は

突出間隔と突出程度が比較的大きく, -見｢林り縄状｣

を呈していた(図1-B, E)c　さらに波涛状構造の陥凹

部底面の一部には数個の小突出が連続しているものが

あった(図1 -B矢じり).最大皇隆部から切殆寄りの部

分の璃象境界部には,背の低い波藩状構造がみられ,そ

の突出間隔は比較的狭かった(図1 -C, F)｡ 1以上の状

況は概ね酋側および舌伽においても同様にみられた｡

(2)走査電顕所見

前述の如く,光顕観察を終えた縦断研磨標本につい

て,さらに克象境界部の微細形態を走査電顔で検索する

ためにエッチングした研磨面を比較的低倍率で観察し

たoその結果,光顕観察により置線状を呈した歯頚部の

克象境界部(図1 -A, D)は,走査電顔観察によれば,

極めて小さな突出の連続からなるさざ波状を皇していた

(図2-A, 3-A)｡この部分の克髄質最内側面は,不

均一な形態と不規則な走行を示す璃郵小柱から構成され

ていた.一方,光顔像において,円弧の連続からなる波

涛状構造を示した義大豊隆部(図1 -B, E)は,走査電

束によって波涛の突出間隔が約100-200/imを示す大型

の波涛状構造として観察された(図2-B, 3-B)｡ま

た波藩の突出部の項点を結んだ線から陥凹部鼻深部まで

iiOH

の距離(以下深さと称す)は約25-30Aimであったが,こ

の円弧を呈する陥凹部底面に小さな突出が存在するもの

も観察された(図2-B矢じり, 3-B矢じり)｡この部

分の琉球小柱は密に集合し,砿象境界部にはぼ垂直に配

列し,外方に向かって規則的に走行していたo光東観察

により背の低い波涛状構造がみられた最大皇隆部から切

席寄りの部分(図1-C, F)を走査電顕観察すると,波

涛の突出程度はほぼ均一で,その深さは約10〃mであ

り,突出間隔が約20-50｣<mであって最大豊隆部よりも

小さかった(図2-C, 3-C)｡さらに重大空陸部と同

様に波藩の陥凹部底面に,小さな突出が存在するものも

みられた(図2 -C矢じり)o　このような波涛状構造を呈

する部分では,琉球小柱が多数密集して塊則的に配列

し,克象境界部に対して約700の角度をなして走行して

いた日夏2-C, 3-C),さらにこれらの性状を示した

部分では,あたかもそれぞれの波涛の憐凹部が密集する

克郵小柱の走行開始基部,すなわち琉球小柱群を受けと

めている皿のような役目をしているかのようにみられた

(図2-B, C, 3-B, C)｡このような琉球小柱群が

陥凹部に対して呈する状況は唇側あるいは舌側を問わず

ほぼ同-な像を示した｡

2)乳前歯

(1)光量貢所見

乳前歯における克象境界部の形状は歯頚乱最大豊隆

部,さらに最大豊隆部から切席寄りの部分において,い

ずれもやや太めでほぼ等しい太さをもった直線状を呈し

ており,永久前歯で観察されたような円弧の連続による

波轟状構造はみられなかった(図4)｡

なお,歯頚部と最大皇隆部の克象境界部象牙薯は出生

後象牙質部分,鼻大豊隆部から切璃寄りの部分の斑象境

界部象牙質は出産前象牙質部分であることが,新生児線

の位置から確認された(図　-B, D)｡

(2)走査電薗所見

前述の如く,乳前歯の克象境界部はいずれの部分も光

顔的にはほぼ直線状を呈していた(図4)oこれを走査電

東観察すると,歯頚部の寓象境界部には永久前歯の歯頚

部とほぼ同様に,極めて小さな突出の連続からなるさざ

波状を呈しているのが観察された(図5-A, 6-A)｡

最大皇隆部および最大皇隆部から切撮寄りの部分では,

不明瞭ながら小さな円弧の連続による波藩状構造を呈

し,突出間隔は約5-25〃mであり,その深さは約2-

3 〃mで永久前歯と比較してはるかに小さかった(図5

-B, C, 6-B, C)｡この状況は酋側ならびに舌側

の両者において同様に認められた｡
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図1永久前歯縦断研磨面の光顕像(×10)
A :歯頚部(56才,止,唇側)
B :重大皇隆部(56才, ll,酋側)
C :最大皇隆部から切鵡寄りの部分(56才, LL,唇側)
D :歯頚部(42才, 』,舌側)
E :最大皇隆部(42才, 』,舌側)
F :鼻大豊隆部から切端寄りの部分(42才, _h　舌側)
矢じり:波涛の陥凹部底面にみられた小さな突出　E :東郷薯　D:象牙質
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図2 :永久前歯縦断研磨面の走査電顕像
A :歯頚部(56才, IL,唇側)
B :最大皇隆部(歯頚端から切席寄り約1. 8mm)(56才, ll,酋側)
C :最大皇隆部から切端寄りの部分(歯頭端から切塘寄り約5. 0mm)(56才, LL,唇側)
矢じり:波膏の陥凹部底面にみられた小さな突出　矢印:象牙紹管の走行方向E :克榔賛D :象牙賛

図3 :永久前歯縦断研磨面の走査電鹿像
A :歯頭部(42才, 忠,舌側)
B :最大豊隆部(歯頚端から切璃寄り約1.5mm)(42才, 忠,舌側)
C :最大皇隆部から切塘寄りの部分(歯亮端から切端寄り約4. 6mm)(42才, 忠,舌側)
矢じり:波藩の陥凹部底面にみられた小さな突出矢印:象牙細管の走行方向　E:東郷薯D:象牙賛
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図4 :乳前歯縦断研磨面の光蚕像(×10)
A :歯頚部から最大豊隆部(6才, Bl　唇側)
B :最大皇隆部から切席寄りの郭分(6才, Bl　唇側)
C :歯頚部から最大豊隆部(7才, Bj,舌側)
D:最大皇隆部から切席寄りの部分(7才, BJ,舌側) E :克郵賛　D:象牙賛
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図5 :乳前歯縦断研磨面の走査電束像
A:歯頚部(6才,育,唇側)
a - 1 :不均-な形態と不塊則な走行を示す東郷小柱(6才, Bl　唇側)

2 :無小柱琉球賛(6才, Bl　唇側)
最大皇隆郭(歯頭端から切端寄り約1.0mm)(6才, BL　唇側)
最大豊隆郭から切端寄りの部分(歯頚席から切鵡寄り約3. 0mm)(6才,膏,唇側)
短小桂子遠郵賛　矢印:象牙細管の走行方向　E :琉球寛　D :象牙繋

図6 :乳前歯縦断研磨面の走査電慮像
A:歯頚部(7才, BJ,舌側)
B ･.最大空陸部(歯頚端から切端寄り約0.9mm)(7才, BJ,舌側)
C :最大皇隆郭から切席寄りの部分(歯頚射､ら切端寄り約2.7mm)(7才, A,舌側) E :克球宴　D :象牙薯

-　7　-
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ところで走査電顔観察で砿象境界部がさざ波状を呈し

た歯頭部には,短小柱寓球宴(図5-A*, 5-a-2)

と不均-な形態と不壊則な走行を呈する砿鄭小柱が観察

された(図5-a-1)c　このうち無小柱東郷葉は,ま法象

境界部の極く狭い領域にみられるものと砿象境界部から

電球賛表層にまで全層にわたるもの,さらに雇瑚質表層

にのみ限局しているものとがあったが,歯頭端付近では

克髄質の全層にわたって無小柱琉球薯であり,密集する

微小な結晶が寓象境界部から克郵窯表面に至るまで,結

'品の長軸を璃象境界部に対して直角に配列していた(図

5 - a - 2)｣重大皇隆部および最大豊隆都から切塘寄

りの部分では克珠小柱は塊則的に密集走行し,縦断者お

よび斜断帯を形成していた(図5-B, C, 6-

C)｡

2.克象境界部象牙賛最表面の走査電顔所見

1)永久前歯

縦断研磨面の走査竃厳観察により,さざ波状を呈した

歯頚部克象境界部(図2 -A)を脱灰し,寓瑚薯を除去し

た後に露出した象牙薯鼻表面部を直上方の位置から再び

走査竜顔観察すると,そこには極めて微糸田な線経が案合

して,その集合盾点を外方,すなわち琉球繋側に向けた

円鉾状構造物を形成していた｡この円錐状構造物は全磯

城に極めて多数分布出現しているのが認められた｡この

円錐状構造物(以後これを微細線維円錐microfibril

cone:MFCと称す) (図7-C)は互いに近接して存

在し,それらの恵点は概ね元卸覚側に向かっているもの

の,全てのものが全く同一方向に向かうとは限らず,香

定な方向をとるものもみられた｡これらのMFCとMF

Cとの間には種々な形態と大きさ(広さ)の放細線維集団

域が島喚状に分布しており,それらの高さは周囲のMF

Cよりもわずかに高いようにみられた(図7-A)t　これ

らのMF Cの微綿線経と放細線絶集団域を構成する微細

線経は,互いに連絡しているのが観察された(図7 IC

矢印)｡また,これらのMFC群および襖細線維集団域

の分布状況とは無関係に象牙細管の開口部と思われる小

孔が散見された(図7 -B太い矢じり).

縦断研磨面の最大豊隆部は走査電寂観察によって突出

程度の高い大きな円弧からなる波藩状楕造を呈していた

(図2 -B).この部分の象牙質最表面を,同じく直上方

から走査電顕観察すると, MF C群が多数集合してかな

り広い幅の連峯状構造を波藩の突出部に対応させて形成

しているのが観察された(図8 -Aa, Ba)c　この達峯状

構造は互いに連なり,長径が約70-200〃mの大きさ

で,形の禾定な"網　　をもった綿状構造を形成してい

た(図8 -A).綿状構造の達峯と連峯との間に介在する

陥凹郭では,いずれの部分でもMF Cが不定な方向に項

点を向けて比較的疎に分布していた(図8 -B)｡

また陥凹部には,やや細目の達峯状構造が,あたかも

陥凹部を小区域に区分する中隔様の入り込みを形成

し(図8-Ab, Bb),それらの小区域内に直径約4-6

〃mの小さな圧痕様のくぼみが観察された(図8 -Ac,

Bc)c　また,この達峯状構造の"網F'に相当する陥凹

部に象牙糸田管の開口部と思われる直径約1. 5-2. OjE/mの

小孔が散見され, MF Cはその周囲を取り囲んでいた

(図81B矢じり)o

一方,最大豊隆部から切端寄りの部分は,約20-50

pmの突出間隔をもつ波商状構造がみられたが,この象

牙質素表面は最大豊隆部と同様に,研磨面において認め

られた波薄の突出部に対応してMF C群が多数集合して

達峯状構造を示し(図9-Aa,Ba),さらに,これらは

互いに連なって,形や大きさの不定な"綱目''をもった

綿状構造を形成していた(図9-A)が,これらの`蘭

F'の長径は最大豊隆部と比較して小さく,約20-60

〃mであった｡しかしながら,網状構造の陥凹部にみら

れるMF Cの配列状況や"網目'つこ相当する陥凹部に中

隔様に走行するやや細目の連峯状構造の形成状況(図9

-Ab, Bb),さらに圧痕様のくぼみの分布状況(図9 -

Ac,Be)は,最大豊隆部とほぼ同様であった｡また,象

牙編管の開口部と思われる小孔が陥凹部の底面に散見さ

れた(図9l B矢じり)0

2)乳前歯

克象境界部が走査電顕観察によりさざ波状を呈した歯

亮部(図5 -A)には,克郵質最内側面が無小柱琉球薯か

ら構成されている部分(図5-A歯頚席*, 5-a-2)

と,不均一な形態と不規則な走行を示す寓郵小柱から構

成されている部分(図5l a-1)とがあった｡これらの

うち東郷賛最内側面が無小柱砿郵薯から構成されている

象牙薯最表面を直上方から観察すると, MF Cは疎に分

布し,概ね平坦な像を呈した(図10)c

一方,不均-な形態と不壊則な走行を示す東郷小柱に

より構成されている克球宴に対応した塩象境界部象牙覚

最表面には,ほぼ均一な高さのMF Cが不定な方向に向

かって,あたかも縮緬状を呈していた(図11-A)が,数

個のMF Cは高さが周囲よりわずかに高くて短い達峯状

構造を形成していた(図11-A矢じり, ll-B矢じり)o

MF Cは永久前歯歯亮部(図7 )と比較してやや疎に分布

し,さらに永久前歯歯黍部で観察された扱編線維集団域

は観察されなかったo一方, MF Cを構成する微編線維

-　8　一
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図7 :永久前歯歯頚部象牙寛最表面の走査電顔像(56才, LL　唇側)
綿状構造はみられない
A :弱拡大像(歯頭端から切端寄り約0.2mm) B : Aの拡大像
C : MF CおよびMF C問にみられる島喚状に分布する敏細線維集団域
矢印: MF Cと島映状に分布する微細線維集団域とを連絡する素質線維
太い矢じり:象牙綿管の開口部と思われる小孔　細い矢じり:MFC

図8 :永久前歯最大皇隆部の象牙賛最表面の走査電束像(56才, LL　唇側)
連峯状構造からなる網状構造がみられる
A :弱拡大像(歯頚端から切端寄り約1.8mm) B : Aの拡大像
a :研磨面でみられた突出部に対応したMF C群からなる達峯状構造
b :陥凹部にみられる中隔様をなす連峯状構造
C :圧症様のくぼみ　矢じり:象牙細管の開口部と思われる小孔

-　9　-
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図9 :永久前歯最大豊隆部から切端寄りの部分の象牙薯鼻表面の走査電顕像(56才, ll,唇側)
達峯状構造からなる網状構造がみられる
A

a

b

弱拡大像(歯頭靖から切垢寄り約5.0mm) B : Aの拡大像

研磨面でみられた突出部に対応したMF C君羊からなる連峯状構造
陥凹部にみられる中隔様をなす達峯状構造

C :圧痕様のくぼみ　矢じり:象牙細管の開口部と思われる小孔

は, MFC基底部で隣接のものと互いに連絡していた

(図11- C太い矢印)｡

走査電顕観察により克象境界部が小さな波藩状構造を

示していた最大豊隆郭(出生後象牙質部分:図5 - B)の

象牙質最表面は,波涛の突出部に対応して, MF C群が

多数集合して連峯状構造を形成しており,これらは互い

に連なって長径が約5-30^mという大きさの不定な

"網目''をもつ網状構造を形成していた(図12-A)o達

峯状構造の峯の高さは永久前歯の義大豊隆部や最大豊隆

部から切端寄りの部分と比較して低いようにみられたo

網状構造の"網目"に相当する陥凹部では,不定方向に

頂点を向けたMFCがやや疎に分布していた｡さらに

径約4-6 〃mの圧痕様のくぼみ(図12-Ac, Be)や,

陥凹郭の中隔様に走行する小さな達峯状構造も観察され

た(図12-Ab, Bb)｡また,象牙細管の開口部と恩われ

る小孔が永久前歯とほぼ同様に散見された(図12- B矢

じり)｡

拡象境界部が小さな波涛状構造を呈した鼻大豊隆部か

ら切席寄りの部分(出産前象牙賛部分:図5 - C)の象牙

薯最表面では,波涛の突出部に対応して, MF C群が多

数集合して連峯状構造を形成していた(図13-Aa, B

a).しかし,これらの連峯状構造は永久前歯(図9)と

比較して発達が弱く,高さも太さも減少し,近心切端側

(右上)から遠JL､歯頚部(左下)に向かって斜めに走行する

比較的高さの高い連峯(図13-A矢印, B矢印)と,これ

とおよそ直交して走行する低い達峯とから"不完全綿状

構造"を形成していたo:不完全網状構造の"網冒''の長

径は約10-30//mであり,この陥国都にはMFCの且貢

と思われる線維束の突出が点在していた(図13- B)c　ま

た,象牙綿管の開口部と思われる小孔が散見された(図

13-B矢じり)｡

3.象牙質最表層の割断走査電顕所見および透過電顔所

見

克象境界部の特徴的形状である波涛状構造は,竜郷寛

と象牙寛の結合接着の強化に役立っているものと考えら

れているo前述の走査竃顕観察の結果から,この波涛状

構造はMF C君羊が多数集合して形成される達峯状構造

や,さらにこの連峯状構造が連なって作り出される網状

構造ならびにその"縮冒'つこ相当する陥四部により構成

されていたo従って,この克象境界部の波涛状構造をも

- 10-
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図10 :乳前歯歯頚部における無小柱竜郷寛に面した象牙賛最表面の走査電顕倭( 6才, BL唇側)
網状構造はみられない

A :弱拡大像(歯頚端から切璃寄り約0.04mm) B : Aの拡大像

図11 :乳前歯歯頚部における不均-な形態と禾規則な走行を示す克射＼柱に面した象牙質素表面
の走査電顔像(6才, m　唇側)

網状構造はみられない

A :弱拡大像(歯頭端から切端寄り約0.2mm) B : Aの拡大像　C :MFCの拡大像
太い矢印:各MFCを連絡する素質線維　細い矢印:MFC　矢じり:短い達峯状構造

-ill一



山本:砿象境界部象牙質表面の微細構造

弱拡大像(歯頚鋸から切端寄り約0.8mm) B : Aの拡大像
研磨面でみられた突出部に対応したMF C群からなる連峯状構造
陥凹部にみられる中隔様をなす連峯状構造
圧症様のくぼみ　矢じり:象牙糸田管の開口部と恩われる小孔

図13 :乳前歯最大豊隆部から切靖寄りの部分の象牙質最表面の走査電顔像( 6才, Bl,唇伽)
達峯状構造からなる不完全網状構造がみられる
A :弱拡大像(歯糞端から切端寄り約3.0mm) B : Aの拡大像
a :研磨面でみられた突出部に対応したMF C群からなる連峯状構造
矢印:平行に走行する達峯状構造　矢じり:象牙細管の開口部と思われる小孔

1--- 12
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たらす蓋本的微綿構造は,象牙窯最表層に分布するMF

Cの分布や配列の組合せの如何に依存するものであろう

と推測されたo　これらのMF Cを構成する散細線経の本

態および走行と集合状況を明らかにするために,波藩状

構造が顕著に現れる永久前歯の鼻大豊隆部について割断

試料を作製して走査電顕観察を行い,さらに一部の試料

について,その部分の象牙質最表層を透過電顕により観

察を行った｡

1)割断走査電東所見

図14は永久前歯の最大皇隆部割断面における象牙賛鼻

表面に認められた網状構造の陥四部の像であるo前述し

たMF Cは微編な象牙賛基薯線維(太さ約0. 15/mOが4

-5本集合して,その預点を琉球賛側に突出させた高さ

約1 fimの円錐状構造物としてみられた(図14-　矢

印)｡この素質線経とみられる微細線椎は, MFCの下

方では禾規則に交叉錯綜していたo　さらに隣接するMF

Cを構成する基質線経は互いに連絡していた｡また, M

F Cの分布とは無関係に象牙細管と思われる細管構造が

散見して認められた(図14-A矢じり)｡

2)透過電顔所見

前述の波涛状構造の陥四部を透過電顕観察した像を図

15に示した｡この象牙薯表層部では,ほぼ64nmの周斯

1031

構造をもっ勝原原線経とみられる多数の線経が克象境界

部と直角をなして下方から上方に走行していた｡これら

の屡原原線経は線稚束を形成し,象牙賛表面にまで達

し,明らかに周期構造を有していた(図15)c　また,これ

らの勝原原線経は束をつくりMF Cを形成しているよう

に配列していた(図15矢印)o象牙寛表面では,このMF

Cとみられる勝原原線経の集合体が連続して分布し,そ

れらの連続帯はあたかも鋸歯状を呈していた｡

一方,波轟状構造の突出部の各部分について,これを

構成する微細線経の走行と集合状況を透過電束によって

観察を試みた｡なお観察部分は図16に示したo突出部中

央(図17- C)では横断あるいは斜断された太さ約0. 15

pmの勝原原線維束が,縦断されたものの間に介在して

いた｡これらの藤原原線推束の周囲には,ほぼ同じ太さ

の直径(約0. 15〃m)を有し, 64nmの周期構造を備えた

縦断勝原原線維束が互いにうねりながら波涛状構造突出

部の項点に向かって走行していた(図17-B)｡この突出

部の項点では数本の勝原原線経は収束してその太さを減

じているが,原線維そのものは約64nmの周効構造を保

有したまま象牙寛表面に到達していた(図17-A)O波藩

状構造の突出部から陥四部に移行すると勝原原線維束は

象牙質表面に対してほぼ垂直に走行しているようにみら

図14 :象牙要義表面の割断走査竃顕像(48才, 31,唇側,最大空陸部)
A :弱拡大像
B : Aの拡大像
矢じり:象牙綿管　矢印　MFC

- il壁-



山本:璃象境界部象牙繋表面の按綿構造

図15 :波涛陥四部象牙質最表面の透過電顔像(56才, 忠,唇側,鼻大豊隆部)
A :周期構造を有する勝原原線経からなる象牙賛鼻表面

B : Aの拡大像

矢印:MFC

図16 :波藩状構造を呈する王達象境界部の透過電顔観察部分

A :波涛突出部先端
B :波涛突出部側面

C :波涛突出部中央
D :波涛陥凹部

- 14

れた(図15, 17-D)C

以上の克象境界部の光顕および電顕(走査ならびに透

過電顕)観察によって,波涛状または置線状を宣してい

るものとして認められた象牙質最表面には,永久前歯と

乳前歯との間に多少の教組構造上の差異の存在すること

が明らかにされたoその主たる所見は,象牙質鼻表面に

前述のMF Cの集合からなる達峯状構造の存在する場

合.あるいは存在しない場合が認められ,しかもそれは

克郵小柱の相異なる走行や配列あるいは無小柱斑郵質な

どにそれぞれ対応して発現していることがほぼ解明され

たと思われる(表3)0

#　　　　　｣

ヒトの歯牙の克象境界部の形状に関して,歯牙縦断研

磨切片につき光顕観察および低倍率の走査電顔観察が行

われ,直線状を呈する部分と円弧の連続による波剰犬構

造を呈する部分との存在が報吾されているが,さらにそ

れらの出現状況は永久歯と乳歯とでは巽なっているとの

報吾もなされている23ト26)｡すなわち,永久歯縦断研磨

面の克象境界部は直線状を呈する部分と円弧の連続から

なる波蕃状構造を示す部分とから構成されているのに対

して,乳歯ではいずれの部分もほとんど直線状
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図17 :波薄状構造の透過電顕像(64才, ¥L,唇側,最大豊隆部)
A :波涛突出部先端
B :波鴻突出部側面
C :波涛突出部中央
D :波鴻陥凹部

I  15
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表3　象牙m最表面の微綿構造と琉球賛意内側面の克瑚小柱の形状および克象境界部の形状との関係

縦 断研磨面 の
克象境界部 の形状

rymm m *
克瑚賛最内側面の

克瑚小柱の形状
琉象境界 部象牙賛意表面 の立体構造

最 切

・v
塊則的に配列する 波膏状構造の突出部に対応して, M F C 群が多数集

玉髄小柱 合して連峯状構造を形成する

X ^ 20- 50itf m m m m (. ^ jlO am

永久前歯では連峯状構造は互いに連なって網状構造

を形成する (網状構造の "網目つ こ相当する陥凹部

の長径は約20‾60 fim )
大 塊 乳前歯では永久前歯と比較 して高さの低い連峯状構
豊 寄 造が互いに連なって不完全網状構造を形成する(不
降 り

+ 乳歯では直線状

完全綿状構造の "網目,, に相当する陥凹部の長径は
部 の 約10- 30 〃m )
か 部 陥凹部ではM F C は散在 し, 中隔様に走行する小さ
ら分 な連峯状構造や直径約 4 ～ 6 〃m の圧痕様の くぼみ

が存在する

∈∃

波献 〔莞票十〕 塊則的に配列する 披藩状構造の突出部に対応 して, M F C 群が多数集

ま法珠小柱 合 して連峯状構造を形成す る(達峯の高さは永久前

&J100‾200&]25‾30 u.

歯の方が乳前歯より高い)

連峯状構造 は互いに連なって網状構造を形成す る
(連峯状構造の "網 目,, の間に介在する陥凹部の長

≡▼
大

径は, 永久前歯で約70‾200 〃m ,乳前歯で約 5 - 30

〃m )
mji

+ 乳歯では直線状

陥凹部ではM F C は散在 し, 中隔様に走行する小さ

隆 な連峯状構造や直径約 4 ～ 6〃m の圧痕様の くぼみ

部 が存在する

歯
直線状 (光顕) 不均一な形態 と不 M F C は網状構造を形成 しない

さざ波 (電掠) 塊則な走行を示す M F C は散在 して配列するが, M F C 間に微細線椎
頚

部

砿郵小柱および無
小柱寓球宴

集団域や短い連峯状構造がみ られる場合がある

(電顕* :低悟率走査電顧像)

を呈しており,波涛状を呈することがないと報吾されて

いる｡

著者はヒトの歯牙の寓象境界部について,まず縦断研

磨切片を光顔観察し(図1, 4),さらに光顕観察を行っ

たそれぞれの部分について走査竃覇観察を行ったところ

(図2, 3, 5, 6),嶺象境界部の形状は永久前歯と乳

前歯の間で相異のあることと,同一歯牙内でも部分によ

り異なっているというこれまでの報告とほぼ同様な所見

をえた｡しかしながら,光顕観察により永久前歯および

乳前歯で直線状を呈するもの,あるいは明らかな波膏状

を皇さないものとしてこれまでに報害された部分は,小

さな突出からなるさざ波状構造によって形造られている

- 16　-
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ことが今回の走査電覇観察によって明らかにされたo

一般に寓象境界部は,克球宴最内側面と象牙質最表面

との接触状況の如何によって形造られることから,癌象

境界部の形状について,寓瑚薯最内側面と象牙賛最表面

との微編構造ならびに両者の相互関係を詳細に検索する

ことが必要である｡そこで著者は,ヒトの歯牙中央部の

縦断研磨面を走査電毒により,克象境界部の形状ならび

に砿球宴の基本構造である克郵小柱の形態や配列および

走行状況などを観察した後,蟻酸溶液を用いて寓廓薯を

脱灰除去して歯冠象牙葉を露呈させ,波轟状あるいはさ

ざ波状を呈する砿象境界部のそれぞれに対応した象牙賛

最表面の立体超微構造につき観察を行った｡

その結果,象牙質最表面には数本の極めて微純な線経

が集合して円錐状をなし,その乱頁を砿瑚察伽に向けた

円錐状放小突起物が観察された｡そこで著者はこの円錐

状構造物を微細線維円碓(microfibril cone : MFC)と

名付けた｡このMFCは璃象境界部がさざ波状あるいは

披藩状のいずれの形態を呈していても,歯冠象牙薯の最

表面全領域にわたって存在していることが観察された.

しかしながら,このMF Cの分布や配列状況は寵象境界

部の形状の如何によって異なることが判明した｡すなわ

ち,縦断研磨面の走査電疎観察により,克象境界部が波

涛状構造を呈する永久前歯および乳前歯の最大皇隆部お

よび最大皇隆部から切殆寄りの部分では,波膏の突出部

に対応して, MF C群が多数集合して連峯状構造を形成

し,さらにこの達峯状構造は互いに連なって網状構造あ

るいは不完全網状構造を形造っていた(図, 9, 12,

13)c　これらの網状構造と不完全網状構造にみられる

"網目''の形と大きさは永久前歯と乳前歯問において

も,また同一歯牙での観察部分の相異によってもそれぞ

れ異なっていた｡これらの"網目"の大きさ,すなわち

走査電顕像の写真上で"綱目"に相当する陥凹部の長径

を計測したところ,永久前歯では最大皇隆部で約70-

200fim,最大皇隆部から切端寄りの部分で約20-60/um

の大きさをそれぞれ示した｡この値は縦断研磨面におい

て走査電顔により計測した波商状構造の突出間隔とほぼ

近似した値であった｡一方,乳前歯の最大皇隆部と最大

豊隆部から切鵡寄りの部分の陥凹部の長径はそれぞれ約

5-30nmと約10-30jt/mであって,永久前歯の"網

目''の大きさと比較してかなり小さかった｡これらの値

は縦断研磨面における波膏状構造の突出間隔とほぼ一致

していたo　この事実は,象牙賛最表面にみられる連峯状

構造が縦断研磨面にみられる披轟状構造の突出部に相当

することを示すものと考えられよう.

1035

ところで,縦断研磨面の走査竃毒観察により披薄状構

造がみられず,わずかにさざ波状構造を呈した永久前歯

および乳前歯の歯頚部の象牙賛最表面では, MF Cは預

点を不定な方向に向け,その基底部には微細線維集団域

が散在したり(図7),ほぼ高さの均一なMFCが疎に分

布したり(図10),あるいは縮緬状に分布していた(図

Il)｡ MF C間に存在する教師線維集団域や短い連峯状

構造は,その高さが周囲のMFCよりわずかに高いもの

の,いずれの場合においても,象牙賛最表面はほぼ平坦

な構造を示していた｡

以上のことから,ヒトの歯牙の縦断面における克象境

界部の形態は,その部分に対応する象牙寛最表面の形状

の如何にそれぞれ依存して形状の決定をみるものと推測

される｡

さて,象牙寛叢表面の構造については,これまで多く

の研究者によって行われた光顧および電顕観察の結果が

報告されている24),35-41)｡ Miyauti(1943)35)は,酎こよ

り永久切歯克郵窯を脱灰除去し,露出した象牙薯表面に

っいて鉱物用衰微鏡で観察したところ,歯冠象牙寛彦表

面には,不壊則な形をした大小の陥四(象牙小高)がみら

れたが,歯頭部付近に至ると象牙小官はみられなくなる

と報告している.また,三枝(1969)s　や三枝ら(1970)'

は,永久歯および乳歯の象牙窯最表面を走査電顕を用い

て観察し, Miyautiの報告を確認すると共に,硬組織

形成前における克郵芽細胞の配列時の痕跡とも推測され

る無数の微細陥凹の存在について報害している｡また,

菖vejdaとBures(1973)38)は小臼歯,青木(1974)'は

永久歯, Sellaら(1975)'は上顎中切歯, Whittaker

(1978)2　は永久歯および乳歯,高橋(1981)4　は永久歯を

それぞれ対象として象牙質最表面の走査電鹿観察を行

い,多数の不壊則な陥凹部と,それを取り巻く茎葉線椎

が密に集った隆起部の存在を報告している｡これら先人

の報吾した基賛線経からなる隆起部は,著者の観察した

基質線経の円錐状の集束物であるMF Cが多数集合する

ことによって形造られる連峯状構造ならびにそれが連

なって形成される網状構造に相当するものと考えられ

る｡

ところで,克象境界部を構成するもう-方の面,つま

り克球宴最内側面には, (a層別的な克郵小柱から構成さ

れている部分(図2-B, 2-C, 3-B, 3-C, 5

-B, 5-C, 6-B, 6-C),　不均一な形態と不

壊則な走行を示す玉髄小柱から構成されている部分(図

2-A, 3-A, 5-A, 5-a-1, 6-A), (c)短

小柱玉髄薯から構成されている部分(図5-A, 5-a

- ilii -
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-2)とがみられた｡このうち,著者の観察および上松

ら(1991)'の報吾では,永久前歯では歯頚端から約0.3

･0. 35mm切端方向寄りの地点まで,乳前歯では歯頚席

から約0. 2-0. 25mm切靖方向寄りの地点までの範囲が

禾均一な形態と不壊則な走行を示す寓瑚小柱により構成

されている部分(b)と無小柱克球宴により構成されている

部分(C)とから成っていることが明らかであったことか

ら, (b), (c)に対応する象牙賛鼻表面の観察は,歯頚端か

ら切端方向寄り約0. 2mm以内の部分を対象とした｡

竜郷寛最内側面が塊則的に配列する琉球小柱によって

構成されている部分(a)に対応した克象境界部は,光覇お

よび走査電顕の低低率の観察によって波鴻状を呈してい

たが,この部分に相当する象牙薯最表面には, MFC群

が多数集合して形成される連峯状構造とそれが連なって

形造られる網状構造とが明らかに観察された(図8,

9, 12)｡しかしこの中でも,出生前に形成された象牙

賛部分である乳前歯の最大豊隆部から切席寄りの部分で

は,不完全網状構造がみられた(図13)t

一方,蔑球宴鼻内側面が不均-な形態と不壊則な走行

を示す琉球小柱から構成されている部分(b)および無小柱

玉髄葉から構成されている部分(C)の克象境界部は,走査

電顕の低倍率観察によってさざ波状を呈していることが

明らかとなった(図2-A, 3-A, 5-A, 6-A)｡

さらにこれらの部分i), (C)にそれぞれ対応する象牙葉最

表面を観察すると, (b)の象牙窯最表面には,高さの均一

なMF Cの間に島麟状をなす数綿線維集団域(図7 )や高

さが周囲よりわずかに高くて短い連峯状構造(図11矢じ

り)とが観察されたo　これらの微細線椎集団域や短い連

峯状構造は網状構造を形造らなかった｡これに対して無

小柱克鄭宴から構成されている部分(C)の象牙賛最表面に

は, MFCが散在性に分布しており(図10),不均一な形

態と不壊則な走行を示す寓鄭小柱により構成されている

部分(b)にみられたような微細線維集団域や短い連峯状構

造は観察されなかった｡

ところで,一般に克郵寛は,歯牙形成開始期において

克鄭薯よりもわずかに早其射こ形成される象牙薯基寛の最

表面に配列した斑珠芽細胞によって形成されるものと言

われている27ト29)｡このことからみて,象牙要義表面の

教組構造の如何は,竜郷繋最内側面の竜郷小柱の形成と

配列とに強く関与する玉髄芽細胞の遠心塊のトームス突

起43),44)の形成および良好かあるいは不良形成状態をも

たらすものと予測することができる｡

今回著者の観察では,象牙薯最表面の網状構造の陥凹

部には直径約　　6 fimの圧痕様の放小なくぼみが観察

された(図, 9, 12)が,この放小なくぼみはその大き

さから推測すると,前述の三枝36)や三枝ら37)が報吾した

微細陥凹に相当すると思われる.彼らは,この襖繍陥四

を克郵芽細胞の配列時の圧痕と推測したが,著者がこの

徴小くぼみを見出したのは,克郵賛最内側面が塊則的に

配列する斑郵小柱により構成されている部分に相当して

おり,この部分では克郵芽細胞遠心端のトームス突起が

良好に形成されていると考えられる.また,寓郵賛最内

側面が不均一な形態と不壊則な走行を示す竜郷小柱から

構成されている永久前歯と乳前歯の歯頭部にはこの放小

くぼみが観察されなかったことから,著者の観察したこ

の微小くぼみは,克髄芽細胞の配列時の圧症というより

は,琉球芽細胞遠心端のトームス突起あるいは寓珠小柱

末席が象牙聾最表面に印記されたものであると推測するo

硬組織の形成が完了した歯牙における克象境界部の波

膏状構造は,硬組織形成前に存在する東郷芽細胞列と,

これに対応する象牙芽綿胞列との間に波膏状構造が存在

していたため,そのままの状態で出場したものであると

いう報吾がみられる27),45)しかし, Whittaker24)は,

硬組織形成前の内克郵上皮と接近した茎底膜に波藩状の

形状を認めたが,象牙質および克郵窯形成直後にはこの

披藩状構造はみられなくなり,克郵窯と象牙質の石灰化

が進行して成熟すると再び波商状構造が出現するとの報

吾を行っている｡このことは,発生初期において波藩状

あるいは直線状を示した象牙薯と克郵宴の境界部が,両

組織のその後の成長に伴って形態変化を惹起し,それに

よって形状の変化を来し,両組織が形成を終了した時点

で,鼻終形状が決定されることを意味しているものと思

われる｡

以上のことから象牙賛最表面にみられた教組線経の集

合からなるMF Cの分布と配列は,砿球宴最内側面にお

ける寓郵小柱の形成と配列および砿象境界部の形状の決

定に関与することが示唆された｡

さて,永久前歯と乳前歯において,それら両者の最大

皇隆部および最大皇隆部から切塘寄りの部分では,塊則

的に配列する克郵小柱の集合により寓郵質最内側面は形

成されており,これに対応する象牙賛最表面に, MFC

群からなる多数の連峯状構造が存在し,その克象境界部

は波商状を形造っていることを前述したが,これらの波

藩の突出部の高さ(図2, 3, 5, 6)と象牙賛最表面に

みられる連峯状構造の高さは,永久前歯と乳前歯とでは

異なっていた(図8, 9, 12, 13)｡すなわち,歯牙縦断

研磨面の走査竃顔像から波藩の深さを計測し求めたとこ

ろ,永久前歯最大空陸部から切塘寄りの部分で約10

18
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pm,最大空陸郭で約25-30,umであるのに対し,乳前

歯では両部分とも約2-3 〃mという小さな値を示し

た｡

一般に,克象境界部の波膏状構造は外力に対する琉球

薯と象牙薯の接着性の補助的役割を担っていると述べら

れている25).46)

ところで,乳歯と永久歯の植立する時期の口腔内環境

には大きな相異がみられる｡すなわち,乳歯によって口

腔内で唄噴機能を営む期間は永久歯と比較して非常に短

く,さらに乳歯親に摂取する金品は成人と比較してかな

り軟らかいことが挙げられる18)｡これらの事柄は,金品

唄噴時に歯牙に加わる外力,唆合力の大小に関連するも

のである｡従って,永久前歯と乳前歯の間にみられる波

轟状構造および達峯状構造の高さの違いの出現は,亙象

境界部における璃球宴と象牙薯の外力に対する結合接着

性の強裏釘こ対応して生じたものと推測されるO

桐野(1961)<　は,歯牙の構造について系統発生学的に

検索を行ったところ,象牙寛には桑正象牙質(細管象牙

薯),脈管象牙寛,骨様象牙質などそれぞれ特徴のある

微綿構造を呈するものがあるが,いずれの場合も象牙質

形成の主体は象牙芽細胞であることから,このような象

牙寛の微編構造上の相異は象牙芽編胞の分化の程度の相

異によって出現するものと考察している｡

乳前歯において波藩状構造を呈した鼻大豊隆部から切

端寄りの部分の象牙賛最表面では, MF C君羊からなる達

峯状構造の高さが他の部分でみられたものと比較して低

く,その連峯状構造は禾完全網状構造を形成していた

(図13),さらにこの部分は新生児線よりも切鵡側に位置

する出生前象牙繋部分であるのに対して,最大豊隆部は

出生後象牙繋部分であって,象牙聾最表面には網状構造

が観察されたO従って,この両者の克鄭繋鼻内側面が共

に規則的に配列する克郵小柱から構成されているにも関

わらず,象牙繋最表面の微細構造に網状構造あるいは不

完全網状構造という違いがあるのは,象牙質最表面が出

生前と出生後という形成時親の相異に基づくものと推刺

される｡

さて,一般にヒトの被覆象牙寛は,歯冠部では象牙賛

表層約20〃mの範囲に存在し,これより内側の髄周象牙

寛とは蓋薯線経の走行が異なっていることが知られてい

る23) ,48)重0)｡この歯冠被覆象牙寛では基賛線経が克象境

界部に直交して走行するのに対して,髄周象牙覚の基賛

線経は寓象境界部と平行的に走り,象牙細管と直交して

いるといわれる｡後藤(1974)51)は,歯冠象牙寛の勝原線

経が璃象境界部に直交して配列するのは,内砿瑚上皮基
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底膜にみられる微細線経が予成象牙賛形成初親の勝原線

経の走行を塊定することによるものと述べているo著者

が今回歯冠象牙繋最表面に走査電顕観察によって見出し

たMF Cは,従来の象牙質最表層の縦断あるいは横断に

よる透過電東像からは予想されていない構造物である｡

そこでこのMFCを透過電顔観察したところ, MFCは

克象境界部に対してほぼ直角に走行する線経の集団とし

て認められた構造物であった｡その線経にはおよそ64

nmの周親の横紋構造がみられ,象牙薯基薯を構成する

勝原原線経と幾似していた(図15)｡従って,このMFC

は屡座原線椎の集束,特に盾点を克郵賛側に向けた円錐

形をとる勝原廃線維集団であるものとみられ,さらに歯

冠被覆象牙　を構成する基　線経のうち,表層を構成す

る屡原原線経の一部のものが克髄質側に突出してMF C

を形成するようになったものと思われるが,円錐状に勝

原原線経を突出させてMF Cを形造る機序については不

明であり,今後の詳細な検討が必要であろう｡

結　　　　　論

克郷質と象牙薯とは,竜郷繋最内側面と象牙質董表面

が互いに結合接着して克象境界部を構成するo　この-境界

部は〕これまで光顕観察によって披藩状または平坦な直

線状を呈しているものとされ,しかも永久歯と乳歯との

間でその発現磯城が異なるが,その発現磯序については

詳綿に検討されたものがみられない｡そこで,克象境界

部を構成する琉球薯最内側面とこれに対応する象牙薯最

表面とにつき,走査電顧ならびに透過竜顔観察により検

索を試みたところ,以下のような成績をえたo

1.ヒトの永久前歯および乳前歯の縦断研磨面において

波膏状を呈する寓象境界部では,盤鄭薯最内側面の雇瑚

小柱が克髄質表面に向かって規則的に配列して走行して

いたo　この波膏状部分の象牙賛最表面には,走査電束観

察によって,微細線椎からなる円錐状突出物である微細

線維円錐(microfibril cone : MF C)と,その集金か

らなる連峯状構造とが観察された｡

2.このMFC群からなる連峯状構造は互い連絡して網

状構造を形成し,それらの項点は永久前歯に比較して乳

前歯の方が低位にあった｡また,この網状構造の``網

目''に相当する陥凹部の長径は,縦断研磨面における波

膏状且貢の隣接二点間距離とほぼ一致していた｡

3.永久前歯と乳前歯の間にみられた克象境界部の波藩

状構造の相異は,象牙　鼻表面にみられた連峯状構造の

高さと達峯状構造からなる網状構造の長径の差によって

生ずるものと推測された.
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4.縦断研磨面にみられた砿象境界部がさざ波状を呈し

た永久前歯および乳前歯の歯頭部には,琉球質最内側面

は不均一な形態と不規則な走行を示す砿郵小柱群からな

る部分および無小柱砿鄭質からなる部分とが観察され

た｡これらに対応する部分の象牙賛最表面は, MFC群

が網状構造を呈することなく,それぞれ特徴的に集合ま

たは散在して分布していた｡

5. MFCは透過電顔観察によると,克球宴伽に項点を

向けて集合する勝原原線維束によって構成されていた｡

6.象牙寛最表面にみられるMF Cの分布や配列状況

は,克球宴最内側面における琉球小柱の形成と配列およ

び克象境界部の形状決定に関与するものと推測されたO
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The configuration of the dentino-enamel junction (DEJ) depends on the nature of the

contact between the innermost surface of the enamel and the uppermost surface of the dentin.

Light microscopy (LM) shows this junction to be either scalloped or flat and to manifest itself

in different regions in permanent and deciduous teeth. But no detailed investigations of the

reasons for the differences in occurrence have yet been undertaken. To provide information on

this subject, mainly by scanning electron microscope (SEM), this study investigates the nature

of mutual relations between ultrastructures in the uppermost surface of thedentin (one surface

of the DEJ) and those of the innermost surface of the enamel facing it. After LM observations

of the DEJ in longitudinally ground surfaces of permanent and deciduous anterior teeth, the

-21 -
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specimens were demineralized to eliminate enamel. Then solid structures in the exposed

dentin surface were observed from above by SEM. In addition, the mesiodistal central region

of the DEJ was longitudinally fractured; and the fractured surface was observed by SEM.

Some of the materials were demineralized, and the uppermost surface of the dentm was

observed by transmission electron microscope (TEM).

1. In the region of large interval and small interval scallops in longitudinally ground sec-

tions of human permanent and deciduous anterior teeth, SEM observations showed enamel

rods of the innermost surface of the enamel to be regularly arranged in parallel. In addition,

SEM observation of the uppermost dentin surface of this scalloped region revealed microhbril

cone (MFC; conelike projection composed of microfibrils) and ridge structures composed of

aggregations of MFCs.

2. Ridge structures composed of MFCs connected mutually to form network structures,

the heights of which were lower in deciduous than in permanent anterior teeth. The widths of

concavities of the network structures were roughly equevalent to distances between adjacent

peaks m scallops in longitudinally ground surface.

3. Differences between large interval and small interval scalloped structures in the DEJ of

permanent and deciduous anterior teeth were presumed to result from differences between the

heights of the ridge structures in the uppermost surface of the dentin and the widths of

concavities in network structures composed of ridge structures.

4. In the region where SEM revealed configuration of the DEJ to have a dimpled appear-

ance in longitudinally ground sections, areas with irregularly arranged enamel rods and

areas of rodless enamel in the innermost surface of the enamel were observed. On the upper-

most dentin surfaces opposite to this region, MFCs showed no network structures. Instead,

they either aggregated in distinctive ways or were dispersed in flat distribution and arrange-

ment.

5. TEM made it apparent that MFCs are composed of bundles of collagen fibrils aggre-

gated with pinnacles directed toward the enamel side.

6. Onthebasisofthese findings, it is assumed that distribution and arrangement of MFCs

in the uppermost surface of the dentin contribute to the formation and arrangement of enamel

rods in the innermost surface of the enamel and in configurational determination of the DEJ.

22


