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緒 言

口腔粘膜の感覚が口腔機能に重要な 役割を果し

ていることは言 うまでもなく, 臨床的にも口脇治

療時に行われる麻酔により発声や阻噛運動が一時

的に障害されることからよく理解され る｡ しかし

ながら 口腔粘膜の感覚の知見は 皮膚 に 比べ 乏し

く, また従来の業績は形態学的検索が多 く電気生

理学的究明が少なかった｡ そこで本論文では電気

生理学的立場から ロ脹粘膜の動き受容器の性質を

調べた｡ そして感覚単位の受容野の広さとその口

腔内分布,閥値, 刺激の強さと受容器の応答を明

らかにしたので報告する｡ ロ鵬粘膜の性質は皮膚

も同時に研究し比較することにより一周明らかに

なった｡ また口供粘膜や皮膚の機械的刺激には刺

激の強さを力で表現する場合 と変位の大 きさで表

現する場合 とがあるが, われわれはこの二つの刺

激法による反応を比較した｡ 刺激面積の違いで反

応に変化が認められたが, この点については皮膚

の機械的性質および 受容野の感覚点の分布構造よ

り考察をおよぼした｡

実 験 方 法

ウシガエル (Rand catesbeiana)および ヒキガ

ェル (Bufo bufo jaPonicus)よりr-1肺群M英･神

経標本 および 皮膚 ･神経模本 を 作 ′'た｡ 口腔粘

膜 ･神経模本はⅠニ闇 群捌鎖を用い lr鳥騨 幡紬と利斬 孔

より末抑邪でu)]斬 した｡ また下腿部虹 上び珊 勅邪

より皮膚 ･神経棟木を作 ･)たO これらの棚本はい

ずれ も中枢端に近い 神経東の一部からト5本の神

経線維を微細な針を使 って分離し, 他の神経線維

は取 り除いた｡-輔に銀板の揖楯を取 り付けたコ

ルク板の上に口鵬捌 鑓または皮膚を賊せた｡ こl/レ

ク板の一辺 と向いあうアクリル板を置いた｡ コル

ク板の面 とアクリル板の師 ま水平にし, 両者の按

近距離が約 1mm以内になるように7クリル板を移

動させた｡ アクリル板の一曲にはコルク板 と同様

銀板の電極を置いた｡ 実体捕微鋭下で分離した数

本の神経線維が コルク板 とアクリル板の間に位置

するように神経束の中枢端をアクリル板の上に載
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せた｡ 生体 と電極の電気連絡にはコルク板,アク

リル板のそれぞれに Ringer液を含んだ脱脂綿を

用いた｡ 分離された神経線椎の興奮は増巾器 (冒

本光電,AVB-2) を介 して 陰極線 オシロスコー

プ (日本光電,VC-7)に導びかれた｡

機械的刺激は vonFrey型刺激毛,上山 (1960)

1)の平衡型刺激経 およびスピ-カの可動コイルを

使用した｡前二者は刺激の強さを力で測定すると

きに, また後者は 変位で 測定する時に用いた｡

voaFrey型刺激毛は刺激の弱いものにはネコの

体毛 (直径 20FL)を使い,強いものには直径 85-

320βのナイロン製のものを使用した｡ より広い

面積を刺激 するにはナイロンの先に小型の円柱状

コルクをつけた｡ 力の強さは刺激毛の長さを変化

させることにより変え秤量天秤で直接力を測定し

ておいた｡ この力が一定であることはある程度の

たわみが生ずるまで押しつけることによって確認

した｡平衡型刺激法は 広い 面積の刺激 に使用 し

た ｡

変位刺激は図 1に示すようにスピーカの可動 コ

図 1 可動コイルによる変位刺激法

可動コイルを用い,変位刺激を与える際の配
置と変位の測定の原理を示す (詳細本文)｡下

のグラフは可動コイルに流れる電流の強さと刺

激針の移動距離との関係である｡

イルにとりつけた刺激針により与え, このコイル

は急激な立上が りをもつ直流電流により駆動され

た｡ 変位刺激の大 きさの較正は次の様にして行 っ

た｡ 可動コイルには刺激針の近傍に刺激針 と平行

にわずかに突出した指針 (Rod)が堅固に振付け

られ, 一方 この下にマイクロメータ付のマニプレ

ータで上下される油の小箱が置かれ, 油の表面 と

指針の先端が触れた 時の池の小箱の位置をマイク

ロメータで読めるようにした｡ 可動 コイルに電流

を流す前後にこの位置の測定を行い 移動前後の位

置の差を求め, それを刺激針の移動距離 (変位刺

激の大きさ)とした｡一定電流が流れる限 り刺激

針の先端は定位置にあり, 電流の強さと刺激針の

移動距離 との関係は 図 1に示すごとく直線 にな

る｡ コイルは十分強い力で動かされるので被刺激

体が皮膚であっても, また口腔粘膜であっても,

その棟城的性質にかかわ りな く電流 と移動距離 と

の関係は常に一定であった｡

刺激針の断面 はほぼ 円形 で, その先端の直径

は 96β と 712/̀のものを使用した｡聞値の測定

には刺激針の最初の位置を丁度皮膚または 口腔粘

膜面上に置 くことが 難しいので次の様な方法で行

った｡ まず刺激針を実体顕微鏡下で十分皮膚に近

付けて最初の一発の衝撃を発生 させるに必要な刺

激針の移動距離 (変位の大きさ)を測定した｡ 次

に刺激針を最初の刺激時よりもわずにか 皮膚に近

付けた位置から再び 興奮に 必要な変位を測定し

た｡ もし,その変位が皮膚に対して近付けた分だ

けの減少をみるならば 刺激前の刺激針の位置が皮

膚に接触していなかったものと考えて更にわずか

に刺激針の位置を皮膚に近付けて 同様の測定を行

った｡ この様な手続きを繰返すとある点で急に興

奮に必要な変位は一定値 となった｡ この状態にお

いて刺激前の刺激針の位置が丁度皮膚 と接触した

ものとみなして, この 変位の大きさを 聞値 とし

た ｡

すべての実験は室温 22℃ 725℃ のもとで行われ

た｡

結 果

Ⅰ.受容野および感覚点
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A) 口 腔 粘 膜

あらかじめ先端の柔い細筆で 口腔粘膜または皮

膚を撫で細筆の機械的刺激に応じる部位を見つけ

だした｡ 次により綿密に受容野を測定するには聞

値以上の vonFrey型刺激毛を使用した｡この刺

激毛の直径は115IL,力は全量で255nlg(24.3g/

ntn12)であった｡ そこでこの 刺激毛で 受容野の境

界を探し出してから, 更にその受容野のいろいろ

な部位に刺激を与え受容野内の部位による反応を

詳しく検索した｡その結果 vonFrey型刺激毛で

刺激した時, 特に多 くの衝撃を発生する限局 した

点状の部位が受容野内で 散在 していることがわか

った｡われわれは vonFrey型刺激毛で求められ

たその様な敏感な部位をここでは感覚点と呼ぶこ

とにする｡ 感覚点は口腔粘膜および皮膚で共に見

出された｡受容野の実例 とその内部における感覚

点の分布を図 2で示した｡図の a-Cは口腔粘膜に

おける感覚点がそれぞれの受容野内で 斜線で示さ

Oralrnucosa

0 0.1 0.2cn
L_ l l

3

れてお り,aは受容野が小さく, その受容野が感

覚点そのものであるとみなされた｡図 2の bは感

覚点が 2個あり感覚点と感覚点の間は約 0.1cnの

隔 りがあるが感度の鈍い狭い受容野で 連絡されて

お り, C(受容野の広さ7mtm2) は口腔粘膜では比

較的広い受容野に属してお り, この受容野内には

数個の感覚点が見出された｡

図 3は口腔粘膜における受容野の分布図で多数

の標本で得た結果を一つの 図にしたものである｡

辺縁部, 前方部と咽頭側の境界を一応示すため破

線を施してある｡ 辺縁部は隆起した嚢をなし,前

方部は軟骨を覆 う薄い粘膜であり, 咽頭側に位置

する口腔粘膜は厚 く嚢が多 く口腔粘膜は実験中直

接にコルク板の表面 と接していた｡ 図 3に見られ

るように狭い受容野 (0･008mm2) やゝら広い受容野

(23mm12) までのいろいろな広さの受容野が得られ

た｡ 口腔粘膜の感覚単位の受容野の広さの分布は

図4の実線で示されている｡ 最も多 く見出された

Skin

0 0.5 1cm
l l l

図 2 感覚単位の受容野とその内部における敏感な感覚点の分布

a-C:口腔粘膜 d-f:皮膚
感覚点は斜線で示した｡感覚点をただ一個しか含まないもの (a)

や 2-3個に分かれているもの (b,d,e) また多数個の感覚点を

含むもの (C, f)などがある｡受容野内の破線は皮膚におけるいぼ
状隆起の境を示す｡左下のスケールはa,bおよびCに,右下のスケ

ールはd,eおよびfに対応する｡
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図 3 口腔粘膜における受容野の分布図

多くの個体で受容野の測定された感覚単位の
すべてを一つの図にまとめて表わしてある｡

0.001 0.01 0.1 1 10 100 -∩n12
Receptivefieldarea

図 4 口腔粘膜 (実線)および皮膚 (破線)に

おける感覚単位の受容野の広さ分･布

口腔粘膜の受容野は神経孔より末梢部の単一

神経線維で測定した｡横軸:感覚単位の受容野

の広さ｡縦軸:感覚単位の数｡

受容野は 1mnl,2から3mHt2までのものであった｡

ヒトの口腔感覚では口腔内部の奥の部位 より口

唇部に近い方が感度がよい｡ このような感度の相

違の原因の一つとして受容野の広さが 関係すると

考えられる｡ カエルでこのような期待のもとに,

口腔粘膜を図 3の点線で示すような前方部と咽頭

部の2つの部位に分けて受容野の広さの分布を別

々に求めてみた｡ しかし分布に特別の差は認めら

れず, 前方部も咽頭部も図4の実線と類似したも

のであった｡

しかしながら口腔粘膜の受容野を, 体の他の部

位たとえば次に述べられている下腿部や背側部の

皮膚の受容野と比べると, 図4で示すように明ら

かな相違が認められた｡

B) 皮 膚

皮膚の受容野を調べるためには 口鮭粘膜で使用

したものと同一の vonFrey型刺激毛を用いた｡

図4の破線は皮膚における感覚単位の受容野の広

さの分布である｡ 3mHt2の狭い受容野から 130mHt2

までの広い受容野が得られた｡およそ 20m茄2の広

さの受容野を持つ感覚単位が最も多 く皮膚の受容

野は一般に 口腔粘膜 (実線)の受容野より広い｡

皮膚の受容野でも口腔粘膜で認められたような感

覚点が存在した｡ しかし受容野の非常に狭い例で

も単一の感覚点から成立 っている例は認められな

かった｡通常図 2の d-fにみられる通 り一つの受

容野 には2-10個の感覚点 (斜棟部) が含まれて

お り一般に 口腔粘膜の 単一受容野内 における感

覚点の数より多かった｡ HuntandMclntyre

(1960)2)はネコの触覚の感覚単位が ト5個の感覚

点を持ち, しかも感覚点と感覚点の間は触刺激に

何 ら応じないことを報告している｡ この事実はわ

れわれの実験 したヒキガ-ルおよびウシガ-ルに

おける感覚点の特徴 と異なっている｡ すなわち,

われわれの結果では口腔粘膜においても皮膚にお

いても図 2の a-fのごとく斜線で示された感覚点

は明らかに認められるが 感覚点以外の部位でも機

械的刺激を与えると少ないながら衝撃を発生 し

た｡これは刺激の変位が 近 くの感覚点におよんだ

ことによって起 こるとは考え難い｡ もし刺激が強

すぎるためならば, 受容野は感覚点を結んだ輪郭

を拡大した形になっていなければならない｡ しか

し実際の受容野はそのようになっておらず, 感覚

点は受容野中に不均等に分布 することが多い (図

2)｡ またこのような 感覚点以外の受容野は衝撃

数は少いが弱い刺激にも反応する｡ これらの事実

によって感覚点以外でも機械的刺激に応じる神経

機構が存在することが推察される｡ ともか くヒキ
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ガェルやウシガェルにおいて機械的刺激に反応す

る感覚単位がネコの触覚の感覚単位 と感覚点を有

することで類似しながら前者は感覚点を含む広い

受容野を有し, 後者は感覚点のみより成ることの

相違は注目すべきである｡

ⅠⅠ. 閥 値

感覚点の位置をあらかじめ vonFrey型刺激毛

で探し出し受容野中最も敏感な感覚点で閉値を測

定した｡ Catton (1958)3)は機械的刺激後 1.5-3

msecは感受性が高まっていることを報告してい

るが, 本実験では最初の刺激後約 1分経てから次

の刺激を与えて継時的な干渉を避けた｡

A) 力 刺 激

力刺激の聞値は, 口腔粘膜および皮膚において

共に直径 85pの刺激毛で, 67ng(1･06g/mm2)以

下のものが多かった｡最も高い閥値は直径 85βの

刺激毛 で 145Hlg(25.6g/mHt2) であった. 口腔粘

膜および皮膚での最小の閥値はネコの体毛を使用

して求められたが,その刺激毛の直径は20pであ

り刺激の強さは0.4mgであった｡口腔粘膜と皮膚

での差は認められなかった｡ 皮膚に力刺激を与え

る場合, 刺激面積が増すと極めて著明な聞値 (単

位面積当りに換算した 閥値)の減少がみられたが

それについては後述する｡

B)変 位 刺 激

口腔粘膜の変位の聞値は広 く口腔粘膜のいろい

ろの部位で行われ, 測定されたすべての値は図 5

上図に示すとうりである｡ 前方部 (軟骨面を覆 う

薄い口腔粘膜), 咽頭側の口腔粘膜部 および辺縁

部のそれぞれの部位における閥値分布は図 5上図

と似た様な分布を示し部位による差 はなかった｡

5-10/Jの閥値が最も多 く (43個中15個,34.9%)

より高い閉値の出現頻度は減少し,35IL以上のも

のの出現率は非常に低い｡ 口腔粘膜で求められた

最小閥値は 4･7βであった｡図 5の下図は皮膚に

おける変位刺激の閥値分布である｡10〟以下の低

い聞値のものが最も多かった (49個中21個,42.8

%)｡20〟以上 30〃のものは18.4%に減少し,40

〃以上のものは14%の出現頻度であった｡皮膚に

おいて記録された最小闇値は 2βであった｡この

聞値分布 は 口腔粘膜の 閥値分布と同様の傾向 を
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図 5 口腔粘膜 (上図)および皮膚 (下図)に

おける変位刺激の開催分布

横軸:変位 (〟)で表わした開催｡

縦軸:測定された感覚単位総数 (口腔闇莫43

個,皮膚49個)に対するパーセント｡
聞値は一つの受容野中最も敏感な感覚点で測

定した｡

示し, 統計的有意の差は認められなかった (P>
0.1)0Jえnig(1968)4)はネコのパチニ小体の関値

は1/̀以下であり, また閥値が 5〃以上の他の皮

膚の動き受容器があることを報告している｡ 歯根

膜の動き受容器は歯の動揺を刺激として 閥値を測

定すると,その最小値は2-4βであり10〃以下の

聞値の出現頻度が 最も多い5)｡ 口腔粘膜や皮膚の

受容器も他の動き受容器 と同程度の非常に僅かな
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変位で興奮することがわかる｡

ⅠⅠⅠ. 刺激面積の違いによる闘値の変化

A) 変 位 刺 激

皮膚または口腔粘膜の感覚点に直径 712FLの太

い刺激針で変位を与えて聞値を測 り, その中を直

径 96βの細い刺激針で更に聞値を 測定 した｡ 図

6は皮膚における一例を示したものである｡ 太い

刺激針では聞値は 2βであり, 細い刺激針でも2

FLとか 3-4pの低い聞値の点と,15-18pの高い

闘値の点とを得た｡ しかし皮膚および口腔粘膜の

両方でこのような太い 刺激針の聞値 と細い刺激針

の聞値が同じ値をとる場合が多数みられ, 変位刺

激による閲値は面積によって 変 りがないと考えら

れる｡ またこのことは感覚点内には 直径 96IL以

下の微小な感覚点の存在することを推察させ, し

かもその微小な感覚点問にはわずかに聞借上の刺

激では空間的加重のような干渉はない｡

712 LJ

reshold 2 LJ

図 6 感覚点の闇値

太い刺激針 (直径712p)で聞値を測定 した

後,更にその内部を細い刺激針 (直径96J̀)で

開値を測定した｡細い刺激針は低い閲値 (斜

級)と高い開催を得た｡小さい円内の数字は細

い刺激針による闇値｡太い刺激針による聞値は

2p.

B) 力 刺 激

力刺激の場合は変位刺激 と異な り面積により聞

値が極めて異なった値を示した｡ 図 7は皮膚にお

ける力刺激時の刺激面積 と聞値の関係である｡接

触面積 0.018mm12より6.1mm2までの種々の刺激毛

あるいはコルクの薄板で聞値を 測定すると力を全

量で表現した閥値は刺激面積 と共に増加する (図

7,A および B)｡刺激の強さを単位面積当りの

力に換算すると図7,aおよび bの様に刺激面積

の広 くなるほど聞値は小さくなる｡ 単位面積当り

の力に換算した 時の聞値 と刺激面積の関係は次式

の様になった｡

a) Ⅰ･AO･7- 15

b) Ⅰ･AO･7-130

Ⅰ:単位面積当 りの 力として 換算 された 聞値

(Hlg/nm2)

A:刺激面積 (nm2)

42m耽2の圧迫面積では 1Hag/nl孤2にまで低下した｡

ⅠⅤ. 刺激の強さと神経衝撃数の関係

図 8は単位面積当 りに換算した 力刺激の強さと

神経衝撃数の関係の一例である｡ 刺激が強 くなる

ニ 6 -

･図 7 力刺激時の刺激面積と聞値の関係

感度の異なるAおよび Bの二つの感覚点の

例｡横軸:刺激面積｡縦軸:聞値｡

A,Bは力の全量で表わされた聞値｡a,b

はそれぞれA,Bから単位面積当りの力として

換算された閉値 (mg/mN12).右上の式は直線a,

bの関係式｡i:単位面積当りの力として換算

された開値 (nag/nmi2)oA:刺激面積 (n2)○
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図 8 皮膚における力刺激の強さと神経衝撃数の関係

右図は刺激の強さ･衝撃数曲線｡横軸:単位面積当りに換算した力

刺激の強さ｡縦軸:最初の衝撃から1秒間の衝撃数｡刺激針の直径は

a:85IL,b:115/i,C :181/J｡刺激はa,b, Cの順に行った.

左図は曲線bの記銀例.刺激の強さはA:14mlg,B:42mg,C:
105mg,D:,255m･9,E:500mg.時間較正0.4sec｡

と衝撃数は増すが太い刺激毛になるにつれ勾配

は緩やかになって くる｡そして刺激の面積にか

かわ りな く飽和 して くる｡この様な傾向は多 く

の感覚単位で見出された｡また太い刺激毛では

いろいろな例がみられ図 8Cの様にほぼ直線的

に衝撃数が増加するもの,あるいは衝撃を発生

するのに最適の刺激強度をもつものなどがあっ

た｡単位面積当りに換算した刺激の強さが一定

の場合は,刺激面積の増加につれ衝撃数は増え

るが,その増加の度合は聞値の近 くでは強 く,

刺激の強いところでは弱いもの (図8)が多か

った｡またある感覚単位では刺激が強いところ

では刺激面積の大 きい方が小 さい刺激面積をも

っものより衝撃数か減 って くることがあった｡

変位刺激 と衝撃数の関係では衝撃数の対数が

変位の大 きさにほぼ比例 した (図 9および 10)｡

しかし太い刺激面積を持つ刺激針での勾配が細

い刺激面積を持つ刺激針の勾配 より大 きいもの

(図 9)もまた 小さいもの (図 10)もあった｡ こ

の様に力刺激においても変位刺激においても刺激

の強さと衝撃数の関係が多様性を持つのは次のよ

うな理由 によるものと考えられる｡ 1)皮膚や 口

0
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SJnd
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図 9 皮膚における変位刺激の強さと衝撃数の関係

横軸:変位 (〟)で表わした刺激の強さ｡縦軸:

最初の衝撃から測定 した1秒間の衝撃数 (対数目

盛).刺激面積 (a:直径712p,bおよびC :直径

96p)の違いによる聞値の差はない｡

睦粘膜の粘性要素を含む 機械的性質が力刺激時の

刺激面積に対 して非直線的に 変化 し,また, 2)

末梢での神経線維の分岐による逆行性衝撃は求心

性衝撃を打ち消すが, その程度は末梢での神経支

- 7 -
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図 10 口腔粘膜における変位刺激の強さと衝
撃数の関係

横軸,縦軸は図10に同じ｡刺激面積 (a:

直径 712IL,b:直径 96/i) の違いによる聞値
の差はない｡

配の様式によって異なるからであろう｡

考 察

Ⅰ. 感覚点の分布

口腔粘膜や皮膚の感覚点という概念は, 適当に

小さい面積での刺激の結果より, 刺激受容の最小

単位を意味するものとして, 特別の疑問もなく理

解されてきている｡ 本実験では種々の太さの刺激

針を使用し, 変位刺激の聞値を測定することによ

り, 一つの感覚点の刺激受容の機序をさらに細部

にわた り明らかにすることができた (図 11)｡ 結

果 (ⅠⅠⅠ･A)で 述 べた 様 に 感覚点 (Sensitive

spot)を探し出し直径 712〟の太い刺激針で聞値

を測 り, その中を更に直径 96βの細い刺激針で

閥値を測定すると,太い刺激針での聞値は 2〃で

あり,細いものでの閥値も2βを示す部位が存在

した｡ この事実から直径 96/〈以下の微小な感覚

点 (Minutesensitivespot)の存在が考えられ

る｡また同じ直径 712pの領野内に低い聞値をも

つ微小な感覚点が数個存在した｡ 更に刺激面積の

比率から直径 712βの領野内には多数の微小な感

覚点の存在が考えられる｡ この様な一つの感覚点

内に多数の微小な感覚点の存在が 考えられる例は

図 11 受容野の構成模式図

受容野 (Receptivefield)は幾つかの感覚

点 (Sensitivespot)を含み,個々の感覚点も

微小な感覚点 (Minutesensitivespot)の複
合である｡

皮膚や口腔粘膜において多数みられた｡ それぞれ

の例で微小な感覚点を数個含む広い 刺激を与えた

時の閥値 と微小な感覚点の個々の聞値の最小値が

等 しかったことから, これら微小な感覚点の相互

間には閥値に対 しての干渉はなく, 各々の感覚点

は独立に興奮を起 こし得ると考えられる｡ またこ

の様に変位による閥値が面積によって変らないこ

とから, 変位刺激が皮膚や口腔粘膜に対する刺激

を表現するのに最も適当であると考えられる｡

ⅠⅠ･ 閥値 と受容器支持組織の機械的性質

刺激針の刺激面積の違いが 閥値に及ぼす効果は

刺激を変位で表現した場合 と力で 表現 した場合 と

で異なった｡ すなわち変位刺激での闇値は刺激面

積の違いによらず一定であったが, 力刺激の場合

には刺激面積の増加 と共に 力を単位面積当りに換

算した聞値は減少した｡刺激面積を A,閲値を単

位面積当りの力で表わしたものをⅠとすると,Ⅰ･

Ak-一定の関係式が成立した.刺激面積によって

閥値の異なる例は視覚において黄斑中心部におけ

る Riccoの法削 Ⅰ･A-一定,または周辺部にお
1

けるPiperの法削 Ⅰ･Arf-一定 があることに類

似している｡ われわれの皮膚における例では kは

0･7であった｡ 刺激面積のいかんを問わず, 組織

にある一定の変位が起 こると衝撃が発生するので

あるから, この式は聞値に相当する一定の変位を

起 こすに必要な力と刺激面積 との関係を示すもの

- 8 -
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となり, 受容器の支持組織の機械的性質を示すも

のである｡ 図7に示した如 く聞値の高い受容韓で

ち, また 低いものでも 机 ま0.7であり等 し議ゝっ

た｡ これはkが組織の機械的性質から決定される

ということを更に裏付けるものである｡

ⅠⅠⅠ･ 口腔粘膜の特質

口腔粘膜が鋭敏な感覚 をもっことはよく知られ

ていることであり,機械的刺激に対 してもそれが

期待される｡ われわれの実験結果から皮膚および

口腔粘膜の動き受容器に対して最も適当な刺激の

パラメータ-と考えられる変位に対する聞値を測

定してみると, 皮膚で求められた感覚単位の聞値

の分布は口腔粘膜のそれと著明な差を見出しえな

かった (図 5)｡従 ってこの ｢鋭敏さ｣は変位に対

するものでなく, 口腔の感覚単位の受容野が狭い

こと (図4)従 って 空間閥も小さいことが期待さ

れることに帰すべきであろう｡ この空間閥の小さ

いことは精神物理的方法による測定でも認められ

ている6)｡ 一方精神物理的方法で力刺激 による聞

値が小さいという在来の結果6)は口腔粘膜の機械

的性質によって理解することが出来る｡ すなわち

単位面積当りの圧力に換算するとき, 接触面積の

小さい程閥値は大きい (図7)｡その減少の割合は

恐らく支持組織の機械的性質に由来するので, 同

一のVOnFrey型の刺激毛であっても異なる組織

には異なった変位を引き起 こすであろう｡ 皮膚の

ようには強靭な組織を持たない口腔粘膜は, 同一

の圧力に対 しても沈み込み (変位)の起 こり方が

多いことが期待され, 一見聞値の低い結果が生ず

ると考えられる｡

要 約

ウシガ-ル, ヒキガェルの口腔粘膜および皮膚

の機械的感覚単位についてその受容野, 闇値およ

び刺激面積の違いによる衝撃数の変化を調べ次の

様な結果を得た｡

9

1. 口腔粘膜の受容野は一般に下腿部および背

側部の皮膚に比べて著しく小さく, 一つの受容野

内に含まれる感覚点の数は少ない｡

2. 受容野の広さの口腔粘膜の部位 による差は

認められず, 小さな受容野から大きなものまで一

様に分布している｡その広さは 1mlnt2から3耽m2ま

でのものが最も多い｡

3. 口腔粘膜 における閥値は 5-･10ILのものが

最も多い｡最小閥値は 4.7βであった｡皮膚にお

いても口睦粘膜 とほぼ 同様の傾向を示し 10/J以

下の閲値が最も多 く,最小聞値は 2βであった｡

4. 太い刺激針 と細い刺激針での閥値が同じこ

とから干渉のない独立した微小な感覚点の存在が

考えられた｡

5. 力刺激において, 刺激面積 (A)が増すと

単位面積当りの力に換算した閥値 (Ⅰ)は著しく

減少し Ⅰ･Ak-一定の関係が得られ声 ｡ この式の

kの値は受容器の含まれている組織の機械的性質

により決まる｡
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