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Abstract
White and regular teeth are much important for us to make a good first impression. However, the approaches to remove 

extrinsic stain and prevent crowded teeth still remain unclear. This review summarizes the present state of research on their 
causes and preventive methods. Extrinsic stains are localized mainly in the acquired pellicle and are generated by the reac-
tion between sugars and amino acids, non-enzymatic browning reactions, or acquired from the retention of exogenous chro-
mophores on the pellicle. The control of pellicle is a key to inhibition of stain formation, but pellicle can’t be fully removed 
by abrasive. Besides, it’s also difficult to control the very complicated reactions in the pellicle. Therefore, the relatively sim-
ple interaction between pellicle and enamel is of interest. As a result of the study focused on this interaction, pellicle is chem-
ically detached from the enamel surface by condensed phosphoric acid. It is shown that condensed phosphoric acid was high-
ly effective in preventing the formation of extrinsic stain. On the other hand, it seems that the causative factor of crowded 
teeth is the size of tooth and dental arch width or eruption space when deciduous tooth are replaced by permanent tooth. The 
recent studies have revealed that there are relationships between inclination of mandibular molars and crowded teeth. Fur-
thermore, it is showed that the masticatory path is improved by chewing the hard gum for 1 month and the mandibular mo-
lars stand more vertically. The results suggest that the masticatory training may prevent mandibular crowded teeth. Addition-
ally, it is reported that there is another effect that this training promotes lateral accretion of bony palate.
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ヒトの第一印象は，表情，しぐさ，姿勢，身だしなみ
によって，真面目そうに見えたり，だらしなく見えたり
など，大きく左右される。表情，しぐさ，姿勢が本人の
意識によって変えることができるのに対し，身だしなみ
は加齢に伴う肉体的変化に起因している場合が多く，本
人の意識だけでは変えがたいため，各香粧品メーカーの
研究対象になっている。

20～50代の女性516名に他人の外見について何がどの
くらい気になるかをアンケート調査した結果，ケア意識
が高いと思われる肌や髪に関する項目を抑えて「歯の汚
れ」が1位に挙げられた。ヒトと会話する場合には口元
を見て話すことも多く，見た目に対して果たす口腔審美
の役割が大きいことを表している。なかでも「白い歯」
と「きれいな歯並び」への欲求は高く，これら欲求の実
現に「咀嚼」が重要な役割を果たしていることが近年，
明らかになってきている。
ここでは，歯の着色や叢生（歯並びが悪い状態）の原
因について国内外の報告を交えながら，それらの知見が

どのようにセルフケア製品に応用されているか述べてみ
たい。

1.　咀嚼の効用

咀嚼の主な機能が，食物を噛み砕き，消化を助け，食
欲を調節する「食べる」機能であることは言うまでもな
いが，そのほかにもさまざまな効用がある （Fig. 1）。満
腹中枢を刺激して肥満を予防したり，脳を活性化して老
化・寝たきりを防止する効果があると言われている。ま
た，唾液の分泌を促進することで，唾液由来のさまざま
な効果を発揮する。たとえば，食べカスを洗い流して口
腔内を清潔に保つ口中浄化作用や，飲食物由来の酸を緩
衝して虫歯を防ぐ効果がある。また，唾液中のアミラー
ゼやムチンによる作用で消化・嚥下を助け，リゾチーム
やラクトフェリンによって抗菌・抗ウィルス作用を示
す。このように多くの優れた効果を有する唾液だが，歯
を白く保つためには唾液の口中浄化作用だけでは不十分
であり，その実現に向けて多くの研究がなされている。
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