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緒 言

口腔内に萌出した歯牙の表面では，脱灰という

破壊性変化と再石灰化という修復性変化の相反す

る現象が同時に，あるいは繰り返し発現してお

り１，２），通常，脱灰性変化が顕在化していればこれ

を齲蝕と診断し，逆に修復性変化が顕著に発現し

ていればこれを歯牙萌出後の成熟と称している。

高分解能電子顕微鏡を用い結晶レベルでこれら変

化を観察すると，脱灰は結晶の辺縁部からもしく

はその中心部からの溶解として，再石灰化は破壊

性変化を被った結晶の修復および新生結晶の出現

としてとらえられる。さらに齲蝕では病巣中に溶

け残っている結晶が本来のものより明らかな成長

を示している像も認められ，これも再石灰化の一

現象と認識されている１～４）。このように齲蝕病巣

では脱灰と再石灰化が普遍的に認められるが，再

石灰化には無機質の供給が不可欠で，それには変

化を被りつつある歯牙自体の脱灰によって溶出し

た無機塩のほか，食品や唾液が考えられている。

中でも唾液の関与は古くから示唆されている

が５～８），それらは概念的もしくはエックス線によ

る検索結果から誘導されたものが多く，特に結晶

形態の変化からこれを客観的に証明した報告はみ

られない。

本研究は，病的状況下で再石灰化に果たす唾液

の直接的な役割を，実験的に明らかにすることを

目的としたものである。

材料および方法

材料は歯科治療の目的で抜去されたヒト（２０～

４０才）の完全埋伏第３大臼歯２０本で，患者本人の
別刷請求先：〒２６１‐８５０２ 千葉市美浜区真砂１－２－２
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抄 録：本論文は，脱灰エナメル質の再石灰化に及ぼす唾液の影響を検討したものである。材料は
完全埋伏第３大臼歯で，まず平滑面エナメル質を人為的に脱灰し，その半分を実験的再石灰化液あ
るいは耳下腺唾液に浸漬した。その後，研磨切片を作製してCMRを撮影し光学顕微鏡で観察する
と共に，画像解析により石灰化度の比較を行った。次いで，研磨切片を樹脂に再包埋し，超薄切片
として高分解能電子顕微鏡により結晶構造を観察した。
その結果，再石灰化液に浸漬したものは表層にのみ高度の再石灰化層が形成されていたが，中層

から深層にかけては再石灰化が進行していなかった。これに対し，唾液に浸漬したものでは全例に
再石灰化層の出現がみられ，しかもそれは表層のみならず中層や深層にも発現していた。また，再
石灰化部の結晶は，新生結晶の出現，および残存結晶の成長などを示していた。従って，唾液は再
石灰化に深く関与していることを証明したが，その様相の多様性については唾液タンパク質の影響
を考慮しなければならず，その解明には更なる実験が必要である。

キーワード：エナメル質，再石灰化，唾液

２９

― 29 ―



同意を得たもののみを本実験に供した。まず，病

的状況の作製を目的として，頬側エナメル質の平

滑面から小ブロックを２０個作製し，その表面に３

×４mmの範囲（窓）を残して全体を歯科用ス

ティッキーワックスで被覆した。次いでこれを

５０℃に加温した０．０１Ｍ酢酸－酢酸ナトリウム緩衝

液（pH４．０）中に懸垂し，２日間浸漬して脱灰層を

形成した９）。脱灰液は試料１個あたり１００ml

で，１日毎に新調して交換した。その後，試料を

蒸留水で洗浄して乾燥させ，さらに窓の半分，す

なわち脱灰面の半分をスティッキーワックスで覆

い，これを耳下腺唾液あるいは下記処方の実験的

再石灰化液（以下再石灰化液と称す）に浸漬した。

浸漬液の量は１試料に対し３ml で，１週間に１

回交換した。浸漬条件は３７℃，２週間である。な

お，耳下腺唾液はカービーカップを用いて刺激唾

液を採取し，濾過滅菌を施して使用した。

浸漬の終了した試料は，蒸留水で１日洗浄した

後乾燥させ，キシレンに浸漬して全てのワックス

を除去した。その後エタノールで脱水し，ポリエ

ステル樹脂（Rigolac）に包埋した。次いで，最初

にワックスで覆った面（無処理面），脱灰のみを施

した面（脱灰面），および耳下腺唾液に浸漬した面

（唾液浸漬面）もしくは再石灰化液に浸漬した面

（再石灰化液浸漬面）の全てを通る厚さ１００µmの
研磨切片を作製した（図１）。そして，この研磨切

片から軟エックス線発生装置（ソフテックス

CMR－３，東京）を用いてコンタクトマイクロラ

ジオグラム（CMR）を撮影し，再石灰化の状態を

光学顕微鏡で観察した。なお，撮影条件は１０

kV，３mA，６０分間で，その際アルミ箔のス

テップウエッジを試料と一緒に撮影した。

次に石灰化程度の比較を行った。これには

CMR画像を直接Multipurpose Image Processor

（MIP；日本アビオニクス，東芝エンジニアリン

グ，東京）に取り込み，グレイスケール２５６階調で

デジタル画像化してグレイ値を求めた。この時，

CMRに印記された各ステップウエッジのグレイ

値を指標とし測定条件を揃えた。測定は，ひび割

れや脱灰不良の試料を除く各々７個について行

い，１個につき５ヶ所測定した。グレイ値は，縦

１０µm，横５０µmの範囲（付図１）の平均値として
求め，各試料の表層から深層１３０µmまでの値を
測定し，深度ごとの平均値を計算してグラフを作

成した。

上記の検索が全て終了した後，研磨切片をサン

ドイッチ法によりエポキシ樹脂（EPON８１２）に再

包埋して，ダイヤモンドナイフを用い超薄切片を

作製し，高分解能電子顕微鏡（HRTEM；トプコ

ン００２Ｂ，東京）で結晶構造を観察した。

結 果

１．コンタクトマイクロラジオグラム（CMR）所

見

１）脱灰面

脱灰面最表層は同一試料の無処理面よりやや下

再石灰化液の処方（１００ml）

０．１Ｍ CaCl２ １ml

０．０１Ｍ KH２PO４ ６ml

０．００５Ｍ NaF １ml

２．０Ｍ NaCl ５ml

５０mM KOHで pH７．３とし，蒸留水を加えて

１００ml とする。（最終濃度Ca：１mM，Ｐ：０．６

mM，Ｆ：０．０５mM）

図１ 歯面処理の模式図

Ａ：無処理面，Ｂ：脱灰面，
Ｃ：脱灰後再石灰化処理面，… 研磨切片の方向

３０ 古屋，他：エナメル質の再石灰化に及ぼす唾液の影響

― 30 ―



方に位置していた。脱灰部分のエックス線透過性

は無処理面に比べ一様かつ激しく増加しており，

その深さはほぼ均一で表層から６０～７０µm前後に
達し，しかもその底面は平坦であった。また全層

にわたって不明瞭ながらも粗鬆化した小柱構造が

観察された（付図１，２）。

MIP による測定では，表層から中層６０µm位ま
での石灰化度は低く一定であるが，これより深層

では急速に高くなり，９０～１００µmの範囲では無
処理面のそれと同程度であった（図２）。

２）再石灰化液浸漬面

CMRでは，全ての例で表層にのみ高度なエッ

クス線不透過層が出現し，再石灰化が起こってい

た。中層から深層では，エックス線透過性が脱灰

面と大差なく，そこでは再石灰化が進行していな

かった。再石灰化した表層の幅は５～３０µm程度
で，試料による差もみられたが，２０µm前後のも
のが多かった（付図３，４）。

MIP による測定では，石灰化度は表層，特に

最表層が高かった。これに対し，３０～５０µmの中
層の範囲では石灰化度が低下し，前記脱灰面の試

料と同程度であった。また，これより深層の石灰

化度は脱灰面のそれよりやや上昇していたが，９０

µmを越える深度では健常な部分と同程度で変化
が認められなかった（図２）。

３）唾液浸漬面

唾液浸漬面のエックス線透過性の程度や様相，

すなわち再石灰化の度合いや状況には相違がある

ものの，全例で幅広い再石灰化層の発現が観察さ

れ，特に表層２０µm付近に強い再石灰化が認めら
れた。また中層から深層にかけてのエックス線透

過性も減少し，再石灰化が発現していた。さらに

試料によっては再石灰化が脱灰層の深部からも発

現しており，その程度が無処理面と遜色ないほど

回復していた例も認められた（付図５，６）。

MIP による測定では，最表層の石灰化度は再

石灰化液浸漬群のそれよりもやや下回っていた

が，それより深層では，全ての範囲でより高い石

図２ MIP測定値：脱灰深度と石灰化度の関係をグラフで示す

歯科学報 Vol．１０２，No．１（２００２） ３１
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灰化度を示していた。特に中層の４０µmより深い
部分では急速に石灰化度が上昇しており，脱灰層

の全体に高度な再石灰化が観察された（図２）。

２．高分解能電子顕微鏡（HRTEM）所見

１）無処理面

表層付近には多量の顆粒状結晶と小量の棍棒状

結晶がみられた（付図７）。これより深層では種々

なる大きさの結晶が観察されたが，いずれも表層

付近のものよりは大きく，外形も不規則であった

（付図８）。

２）脱灰面

CMRで小柱構造がかすかに認められる部分を

HRTEMで観察すると，表層より０．５µm前後の
範囲では，不規則な外形を示す大小種々の結晶が

多数観察された（付図９）。この部の直下でも，不

規則な外形の結晶を認めるが，その数は減少し，

結晶間隙が拡大して広い空隙を示す部分もみられ

た（付図１０）。

拡大して観察すると，結晶間隙が拡大している

部分に残存する結晶は偶角が丸くなると共に幅径

も減少し，結晶 c軸横断像では中央から溶解した

中心穿孔像を呈するものと，溶解がさらに進展し

て断片化した結晶が認められた（付図１１）。

３）再石灰化液浸漬面

最表層に不規則な外形の細かな結晶の新たな沈

着がみられ，表層付近の結晶密度は増加していた

（付図１２）。また，表層直下から中層にかけては結

晶密度も高く，そこには大小種々の結晶が多数沈

着していた（付図１３）。

拡大して観察すると，表層直下に残存する結晶

はその偶角がやや鋭くなると共に，溶解した部分

の修復像や，結晶成長を発現している像も観察さ

れた（付図１４）。

４）唾液浸漬面

エナメル質の表面を覆うように，細かな粒状の

結晶と細い針状の結晶が厚さ４µm前後の層をな
して沈着していた。粒状結晶はエナメル質に接し

た面に多く，その外側に針状結晶が沈着していた

（付図１５）。表層付近の残存結晶間にも細い針状結

晶を多量に認めたが，その量は深度が増すにつれ

減少していた（付図１６ａ）。

拡大して観察すると，残存結晶間の針状結晶に

は約０．８nm間隔の格子像が３～４本認められた

（付図１６ｂ）。さらに残存結晶自体から結晶成長を

起こしている像も観察された。この結晶を詳細に

観察すると，まず結晶上に多数の成長点が出現

し，次いで c 軸方向に結晶が細長く成長した

後，その結晶間を埋めるように a 軸方向に結晶

成長が起こっていた（図１７，１８）。

考 察

１．脱灰法について

実験的に形成した脱灰層は，同一試料の無処理

面よりやや下方に位置していたが，これは無処理

面でみられた顆粒状結晶が，脱灰により消失した

ためと思われた。

残存している脱灰層は表層より深層まで比較的

均一かつ高度に脱灰されており，平滑面自然齲蝕

病巣の表層で見られるような高度の再石灰化

層５，１０）は形成されていなかった。このことは本実

験で目的とした再石灰化を検討する上で，理想的

な状態であったことを物語っている。さらに，本

脱灰法はCMRで粗鬆化した小柱構造が観察され

たことや，HRTEMで脱灰層中に多くの結晶が

残存していたことから，エナメル質の構造がかな

り保たれており，これも結晶レベルでの再石灰化

の進行状況を知る上で好都合であった。

結晶の溶解状態については，エナメル質齲蝕病

巣でみられるものと同様であり４），自然齲蝕の脱

灰過程を再現していた。時に最表層や表層下部に

石灰化程度のやや高い部分を示す例を観察した

が，比較的大きな結晶ばかりで小さい結晶はほと

んどみられなかった。小結晶の出現に関しては後

述するが，これが再石灰化によって出現すること

から，本層に認められた大型の結晶は脱灰に抵抗

性を示したものであろう１１）。これに対し，表層下

部のものは脱灰操作によって遊離した無機イオン

が再沈着したことによる再石灰化を否定できな

い。しかしながら，これら石灰化程度のやや高い

部分は，MIP による計測で他の脱灰部分と明瞭

３２ 古屋，他：エナメル質の再石灰化に及ぼす唾液の影響
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な差を示さなかったことから，今回の実験によっ

て形成された再石灰化層の位置や量を比較する上

で，無視できる程度のものと判断された。同様の

実験所見はこれまでにもいくつか報告されてお

り１２～１５），再石灰化実験を評価する上で，適正な脱

灰方法であったといえよう。

２．再石灰化液浸漬実験

人工的に脱灰したエナメル質の再石灰化実験は

これまで数多く行われており，表層に再石灰化層

の出現することが知られている。特に，結晶形態

学的な研究によって，再石灰化部分では溶解した

結晶が修復されたり，本来のものより大きく成長

することや，種々なる新生結晶の出現が報告され

ている１～３，１６～２２）。これらの研究は，いずれもフッ素

を含む再石灰化液を用いており，フッ素が結晶の

成長に深く関与することを示唆している。

今回の実験でも，フッ素を含む再石灰化液を用

いた。そしてその結果は，上記の報告と同様，最

表層から再石灰化が起こり，内部へと波及してい

くことがCMR所見およびMIP の測定値から確

認された。しかしながら，それは表層に限られ，

中層では再石灰化が起こっていなかった。これは

再石灰化液から供給されるカルシウムイオンやリ

ン酸イオンが，フッ素による結晶形成効果と相

まって表層２０µm位までの範囲で急速に結晶と
なって沈着した結果，再石灰化液の内部への浸潤

が緩徐となったためであろう。このことは，

HRTEM所見で表層付近に細かな結晶が多数沈

着すると共に，残存結晶の成長像が観察され，結

晶間隙が極めて狭くなっていることからもうなづ

ける。

さらに，エナメル質の内部では炭酸を含む結晶

が多く，しかもそれらの酸に対する溶解性が高い

ことや２３～２５），ハイドロキシアパタイト（以下アパ

タイトと略す）の生成反応は加水分解を伴うため

酸性になりやすいことを考え合わせると２６），表層

で再石灰化が進行する一方で，その下層では再石

灰化が阻害されている可能性を否定できない。つ

まり表層でアパタイト結晶の形成や成長が起こる

と，同層内の再石灰化液中のカルシウムやリン酸

イオンが消費されると共に，加水分解による水素

イオンの生成が起こり，同部に浸潤した再石灰化

液自体がやや酸性に傾いていく。さらに，フッ素

の作用により表層で再石灰化が進行し，結晶間隙

が狭まった結果，脱灰層内部への再石灰化液の浸

潤が阻害されると共に，外部への水素イオンの拡

散が妨げられるため，表層下の再石灰化が進行し

なかったものと考えられる。

また，上記より深層の６０～９０µmの範囲で極め
て小量の再石灰化が起こっている例に遭遇した。

ここには溶け残った，もしくは脱灰性変化を被っ

ていないアパタイト結晶が多量に残存しているの

で，表層付近の結晶密度が低い時に，カルシウム

やリン酸イオンを含む再石灰化液が脱灰層の深部

まで滲入し，早期に結晶の成長，つまり再石灰化

が促進されたことが想像される。一方，脱灰によ

り本来の結晶から溶出したカルシウムやリン酸イ

オンがそれより下方のまだ脱灰されていない部に

浸透した結果，脱灰に抵抗性を示したとも考えら

れる。このような現象は齲蝕病巣で普遍的にみら

れ，まだ脱灰の及んでいない最深部に再石灰化に

よる硬化層が出現する２７）。従って再石灰化液浸漬

実験で深部にみられたこの現象を再石灰化液の影

響と単純に結論づけることは困難である。

３．唾液浸漬実験

CMRやMIP の結果から，本実験群では表層か

ら深部に向かって再石灰化を起こすばかりでな

く，深層からも再石灰化を進行させることが明ら

かとなった。さらにHRTEMによる観察でも，

脱灰層の最表層に多量の小さな針状結晶の出現が

認められた。結晶レベルでの再石灰化は，破壊結

晶の修復，ならびに新生結晶の出現と既存結晶の

成長としてとらえられている１）。本実験群では破

壊結晶の修復を明瞭にとらえられなかったもの

の，他の２つの現象を明らかにすることができ，

唾液が再石灰化に強く関与していることを客観的

に証明した。唾液はカルシウム及びリン酸イオン

のハイドロキシアパタイトに対する過飽和が常に

維持されているが，唾液中におけるCaは，free

のイオンに加えてCaHCO＋３，CaHPO４，CaH２PO４＋，
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Ca-protein 複合体などの形が存在すると考えられ

ており２８，２９），耳下腺刺激唾液中には，カルシウム

が１．６±０．８mM，リン酸塩３．７±１．０mM，フッ素

は１．０±０．３µM含まれている３０）。この過飽和の維
持にはリン酸カルシウムの自発沈殿や，ハイドロ

キシアパタイトの結晶成長を阻害する statherin

や PRP（prorin-rich protein）などの唾液タンパク

が関与していると考えられている２９）。そしてこれ

らのタンパクは，同時にアパタイトやエナメル質

と選択的に吸着すると共にカルシウム結合能をも

有している３１，３２，３３）。従って，脱灰エナメル質を唾

液に浸漬すると，最表層の結晶にこれらのタンパ

クが吸着して，表層付近の結晶の沈着や成長を阻

害するため，唾液中の多量のカルシウムやリン酸

イオンが脱灰層に浸潤し，深層からの再石灰化が

促進されたものと推測される。MIP で最表層よ

りもその下層で石灰化度が上昇していたことは，

この現象を示唆しているのかも知れない。

今回の実験結果は，臨床的に萌出して間もない

臼歯に出現した白斑や初期齲蝕が，再石灰化によ

り認められなくなるという報告や６～８），人工的に

脱灰したエナメル質片を口腔内に挿入した実験

で，同様の効果が得られたという報告と併せ３４），

唾液のもつ再石灰化能が歯牙硬組織の恒常性維持

に果たす役割の一端を明らかにしたものと考えら

れる。

また，表層に沈着した針状結晶に関しては，ヒ

ト第三大臼歯表面のHRTEM観察で，本実験の

結果と同様のアパタイト結晶が報告されてお

り３５），この結晶が健常な状態の口腔内でも形成さ

れることが示されている。この針状結晶は，エナ

メル質表層付近で沈着を開始しているが，唾液中

には微量のフッ素が含まれており，それの有する

結晶核形成や成長促進作用が関与しているものと

考えられる。今回観察された細かい粒状の結晶

は，それが多量の唾液にふれる実験面の外側で針

状に成長したのであろう。一方，残存結晶間では

唾液タンパク質量の減少，すなわち結晶成長を阻

害する物質の減少に伴って，針状結晶の成長が促

進されたものと思われる。この針状結晶は格子間

隔から明らかにアパタイトであった。また，残存

結晶の表面に多数の成長点がみられ，そこから結

晶が成長していた。この部分的な結晶成長像は，

アパタイト結晶への唾液タンパクの吸着性あるい

は結晶間に残存するエナメルタンパクの影響によ

るものと思われるが，これについてはさらなる検

討が必要であろう。

結 論

１．実験的に形成した脱灰面は，表層より深層ま

で比較的均一かつ高度に脱灰されていた。しか

し，基質は完全に崩壊しておらず，エナメル質の

構造がかなり保たれていた。また，結晶の溶解状

態は齲蝕病巣でみられるものと同様であり，自然

齲蝕の脱灰過程を再現していた。従って，本実験

に採用した脱灰法は，再石灰化を検討する上で適

正な方法であった。

２．実験的再石灰化液浸漬例では，全例で表層に

のみ高度な再石灰化が起こり，そこには細かな結

晶の沈着と残存結晶の結晶成長がみられ，結晶密

度が増加していた。中層から深層にかけては再石

灰化が進行していなかった。

３．唾液浸漬例では，再石灰化の程度や様相に相

違があるものの，全例で幅の広い再石灰化層が形

成されていた。エナメル質の表面には細かな粒状

および細い針状の結晶が沈着し，付近の残存結晶

間にも針状結晶が多量に形成されていた。また，

残存結晶自体から結晶成長を起こしている像も観

察された。中層から深層にかけてのエックス線透

過性も減少し，さらに脱灰層の深部では，再石灰

化程度が未脱灰部分と同じ位にまで回復していた

例も認められた。

本研究は平成８～１１年度東京歯科大学口腔科学研究
センターワークショップ（１９９７～２０００年３月，千葉）お
よび第９回硬組織生物学会（２０００年８月５日，東京），
第４２回歯科基礎医学会（２０００年９月３０日，大阪）で発表
した。
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Effects of Saliva on Remineralization of Decalcified Enamel．

Kazuaki FURUYA, Yasuo MIAKE, Takaaki YANAGISAWA

Department of Ultrastructural Science, Oral Health Science Center

（Tokyo Dental College, Chiba 261-8502, Japan）

Key words : Enamel, Remineralization, Saliva

This paper reports the direct effects of saliva on remineralization of decalcified enamel. Completely

impacted third molars were used as materials and the smooth-surface enamel was artificially

demineralized. Half of each demineralized surface was coated with wax and immersed in remineralizing

solution or parotid saliva. After 2 weeks, the enamel blocks were prepared as ground sections for CMR

photography. Optical-microscopic observation and image analysis were also performed to compare min-

eralization aspect and degree. The ground sections were embedded in resin and prepared as ultrathin

sections. Crystalline structures were observed under high-resolution electron microscopy.

In the samples immersed in remineralizing solution, remineralization had occurred in the surface

layer but not in the intermediate and deep layers. However, in the samples immersed in saliva, remin-

eralization occurred not only in the surface layer, but also in the intermediate and deep layers. In addi-

tion, new crystal growth occurred, and surviving crystals grew in the remineralized layers. Saliva has

therefore been shown to be deeply involved in remineralization. However, further experimental work is

necessary to elucidate the effect of salivary proteins on various phenomena occurring during the remin-

eralization process.

（The Shikwa Gakuho，１０２：２９～４１，２００２）
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コンタクトマイクロラジオグラム所見
付図１，２．脱灰例：脱灰層はほぼ均一な深さに形成され，底面は平坦で，一部の例では最表層および表層下に石灰

化程度の低い再石灰化層がみられる。また全層にわたって不明瞭ながらも粗鬆化した小柱構造が観察され
る。＊は無処理面を示す。長方形は縦１０µm，横５０µmのMIP 測定範囲で細線は測定方向を示す。×２５０

付図３，４．再石灰化液浸漬例：全例で表層にのみ高度な再石灰化が起こっている。再石灰化層の幅は５～３０µm前
後である。＊は無処理面を示す。×２５０

付図５，６．唾液浸漬例：全例で表層に幅の広い再石灰化層が観察される。中層から深層にかけてのＸ線透過性も減
少し，深部の再石灰化程度が未脱灰部分と同じ位高いものもみられる。＊は無処理面を，破線は脱灰時の底
面の位置を示す。×２５０
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高分解能電子顕微鏡所見
無処理面
付図７：表層付近に多量の顆粒状結晶と小量の棍棒状結晶が観察される。×１００，０００
付図８：付図７より深部の結晶を示す。顆粒状の結晶と不規則な外形の大きな結晶が多数みられる。×１００，０００
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脱灰面
付図９：最表層は平坦で，不規則な外形をした大小の

結晶が密に観察される。 ×１００，０００

付図１０：付図９の直下を示す。結晶数が減少し，結晶
間隙が拡大している。 ×１００，０００

付図１１：付図１０と同じ部位にみられる結晶を示す。結晶は
偶角が丸くなり，c 軸横断像では中心穿孔像が
観察される。 ×５００，０００
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再石灰化液浸漬面
付図１２：最表層では，柱状の結晶に混じって不規則な外

形を示す小さい結晶の沈着が多数みられ，結晶
密度が増加している。 ×１００，０００

付図１３：付図１２の直下を示す。結晶密度は脱灰例より増
加しており，結晶間には小さな結晶が認められる。

×１００，０００

付図１４：表層下に残存する結晶を示す。結晶はその偶角
がやや鋭くなると共に，溶解部分の修復や結晶成
長像も観察される。 ×５００，０００

４０ 古屋，他：エナメル質の再石灰化に及ぼす唾液の影響
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唾液浸漬面
付図１５：エナメル質の表面に細かな粒状の結晶と細い針

状の結晶が沈着している。粒状結晶はエナメル
質に接した部分に多く，それより外側には針状結
晶が観察される。 ×１００，０００

付図１６ａ：表層付近の残存結晶間には細い針状結晶が
多量に形成されている。 ×１００，０００

付図１６ｂ：針状結晶には約０．８nm間隔の格子像（矢印）
が３～４本認められる。 ×１，６００，０００

付図１７，１８：残存結晶を示す。結晶上に多数の成長点
（矢尻）がみられ，そこから結晶が成長している。
これは c 軸方向に細長く伸びており（付図１７），そ
の後各成長点間を埋めるように成長しているもの
がみられる（付図１８）。 ×５００，０００
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