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Abstract 

Three-dimensional (3-D) collagen fibrillar networks， which are related to physiological functions， 

morphological structures and physical properties in various tissues in vivo， were observed at each 

developmental stage and in various regions of developing feathers in chick embryo skins by the 

cell-maceration/scanning electron microscope method. The collagen fibrillar network in the pteryla 

became loose after epithelial placode formation but again became organized compactly as feather 

rudiments bulged. The collagen fibri1lar networks in inter-barb ridge regions of feather buds 

appeared as protruded and branched bundles of collagen fibrils arranged longitudinally， and the 

inter-barb ridge and its collagen fibrillar networks developed progressively with feather bud elonga-

tion. The primary feather dermis composed of collagen fibrils gradually became thin with the 

progress of feather keratinaization， and the collagen fibrillar networks of the inter-barb ridge 

disappeared from the tip of primary feathers. However， well-developed collagen fibrillar networks 

were observed at feather follicles invaginated deeply into the skin， and different orientations of 

collagen fibrils were observed in the shallow， middle and deep regions of the follicles. These 

differences in collagen fibrillar networks indicated that a specific collagen fibrillar network corre-

sponding to each developmental stage and region of the developing feather is required for mor-

phogenesis of the primary feather. 

要 約

生体各組織の生理機能，形態や物理的特性と密接に

関連しているコラーゲン線維の立体構造をニワトリ腔

における初生羽の発生段階や部位毎に，細胞消化・走

査電子顕微鏡法を用いて観察した.羽毛域真皮におけ

るコラーゲン線維の立体構造は，表皮プラコード形成

開始とともに希薄化したが，羽毛原基が隆起すると再

受理 2005年 2月9日

び、徹密化した.羽毛原基から羽芽に発生が進むと，長

軸方向に走行したコラーゲン線維が集束・隆起して縦

溝部の立体構造を形成し，羽芽の伸長に伴ってこの構

造は発達した.一方，発生の進行に伴って角質化した

初生羽のコラーゲ、ン線維の立体構造は細化し，縦溝部

のコラーゲン線維の立体構造は先端側から消失してい

た.しかし，皮膚内に深く陥入した羽包ではコラーゲ

ン線維のネットワークが発達し，羽包のj支部，中間部，

深部では各々異なったコラーゲン線維の走行性が観察

された.以上，初生羽真皮のコラーゲン線維の立体構
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造は発生の段階や同じ段階でも部位毎に各々異なって

いたことから，初生羽の形態変化には各々に対応した

コラーゲンの線維構造が必要と考えられた.

緒 C:::I 

羽毛は脊椎動物中最も複雑な構造の皮膚付属器官で

あり，同様の構造は雛の初生羽でも観察される.初生

羽の形態的な発生は，周囲とは異なる形状を示す表皮

細胞が表皮のプラコードを形成することに始まり

(WIDELITZ et al. 1997)，続いてプラコード下側に真

皮細胞が集合してコンデンセーションを形成し，プラ

コードとコンデンセーションは羽毛原基を構成する.

羽毛原基は隆起・伸長して羽芽になり，最終的に羽校

と小羽枚構造を有する角質化した表皮変形物の初生羽

に発達する(中村ら 1999 ; Yu et al. 2004) .この

初生羽の発生は，連続的な表皮と真皮の相互作用に

よって進行し，初生羽の形成には真皮が必要不可欠な

ものである(JIANGet al. 1999). 

真皮を含む結合組織には，線維性コラーゲンをはじ

め多種多様な細胞外マトリックス (ECM)が存在し(林

ら2000)，コラーゲン分子は会合し線維やネットワー

ク構造を形成している.コラーゲン線維とそのネット

ワーク構造は，他の ECM成分の存在や細胞との相互

作用，あるいは物理的・生理的な環境などよって多様

に変化し(林ら 2000)，生体内の組織では各々特徴的な

コラーゲン線維とそのネットワーク構造が形成されて

いる (NINOMIYA et al. 1999; QUANTOCK et al. 2003). 

In vitroにおけるコラーゲンを再線維化させた実験か

らコラーゲン線維の立体構造自体が細胞の移動，増

殖，分化といった諸活動に作用することも明らかに

なっている (LANGERand V ACANTI 1993; KOFIDIS et 

al. 2004). このような細胞の諸活動は，羽毛の発生過

程全体を通して活発に観察されるが (WIDELITZet al. 

1997) ，発生中のどの段階でどのようなコラーゲン線維

の立体構造が形成されているか未だ明らかにされてい

ない.そこで本研究では，初生羽の形態形成に伴う真

皮コラーゲン線維の立体構造の変化を観察した.

材料および方法

供試動物

北海道大学北方生物園フィールド科学センターの

ロードアイランドレッド種ニワトリ受精卵を 3TC，湿

度 100%条件下で僻卵した.勝卵から摘出した腔の発

生ステージ (S)はHAMBURGERとHAMILTONの方法

(1951)に従い，外見の形態的特長で決定した.実験は

北海道大学大学院農学研究科の動物実験庁、イドライン

に従って行った.

走査電子顕微鏡 (SEM)観察

SEM試料は， OHTANI et al. (1989)のアルカリ処

理・細胞消化法に従って作成した.切除した背部皮膚

は2.5%グルタルアルデヒド (Polysciences，Warrin-

gton， P A， USA) を含む O.lMリン酸ノてッファー

(pH 7.4)で浸漬固定した後， 10% NaOH溶液に 4日

間浸漬し，アルカリ処理を行った.蒸留水でお2日間洗

浄し，溶解した表皮層を含む細胞成分を除去した後，

真皮のコラーゲンだけとなった試料を 1%タンニン酸

(KANTO Chemical， Tokyo)溶液に 2時間浸漬し，

蒸留水で、洗浄後 1%オスミニウム (Polyscience)溶液

中で 1時間導電染色した.エタノール系列で脱水後，

必要な場合は液体窒素中で割断処理し，その後t-ブチ

ルアルコール (KANTO)に浸漬した試料は，凍結乾

燥し，乾燥した後に金属試料台に貼り付け，プラズマ

コーター (NL-OPC80A，JOEL， Tokyo) を用いて金

属オスニウムを蒸着して走査電子顕微鏡(JSM-5340F， 

JOEL) を用いて観察，撮影した

なお，初生羽の全体像を観察する為の標本はアルカ

リ処理を省略し，他の処理は上記同様に行って作製し

た

光学顕微鏡観察

ニワトリ腔を PBSで洗浄後，正中線沿いの背部皮

膚を約 0.5cm角に細切， OCTコンパウンド (Tissue-

Tec; SAKURA， Tokyo) に包埋したものを液体窒素

中で凍結し，クリオスタット(JUNG CM 3000II; 

Leica， Germany) を用いて厚さ 5μmに薄切した.

切片は 10%ホルマリンで、固定した千三，ヘマトキシリ

ン・エオシン (H.E)染色を行う一方，真皮領域の範

囲を明示する基底膜の構成成分であるラミニンに対す

る抗血清 (LB・1013;LSL， Tokyo) を第一抗体とし，

FITC標識した第二抗体により可視化し(中村ら

1999) ，蛍光顕微鏡 (BH2・RFL-T2; OLYMPUS， 

Tokyo)下で観察，撮影した.

結 果

ニワトリ腔皮膚表面の SEM像

S 29 (鮮卵 6日目)皮膚の正中線上では，周囲の表皮

細胞(Fig.1Ab)の有する短い微級毛とは異なる細長い

微級毛の表皮細胞(Fig.1Aa)による領域が，表皮のプ

ラコードと判断された (Fig.1A). S 30 (~降卵 6.5 日目)

になると，断面の H.E染色像ではプラコード下側に

真皮のコンデンセーションが明らかに形成されており

(Fig.1B挿入図)，周囲より幾分隆起した羽毛原基と

して認識された (Fig.1B). S 32 (僻卵，7.5日目)の羽

毛原基はドーム様に発達・隆起し (Fig.1C)， S 33 (勝

卵 7.5-8日目)になると，羽毛原基は尾部方向へ傾

き，羽芽の形態を示した (Fig.1D). S 34 (僻卵 8日目)
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Fig. 1 Morphological changes of embryonic feathers. 

SEM views of untreated skins at embryonal stages 29 (A)， 30 (8)， 31 (C)， 33 (0)， 34 (E)， 

36 (F) and 40 (G) show developmental phases of placode (A)， feather rudiment (8， C)， 

feather bud (0)， long feather bud (E)， pre四 keratinizedprimary feather (F) and keratinized 

primary feather (G). The insets in A show microvilli of epidermal cells on the placode (a; 

inside the dotted line) and interplacode (b; outside the dotted line) regions. The inset in 8 

is a sagittal section of the skin at embryonal stage 30 stained with hematoxylin and eosin， 
and arrowheads show the epithelial placode (PC) and dermal condensation (OC) of a feather 

rudiment. The insets in E and F show crosssections of the long feather bud and pre-

keratinized primary feather， and arrowheads show the barb ridge (br) and barbules (bり.

の羽芽は伸長し，やや先細りの形状を呈しており (Fig.

1E) ，その内部では上皮索が観察された (Fig.1E挿入

図).S 36 (僻卵 10日目)になると，羽枝や小羽枝構造

を有する初生羽へと発達し (Fig.1F，lF挿入図)，β ケ

ラチンの蓄積によって角質化した S40 (僻卵 14日目)

の初生羽の表面にはしわが存在しており，初生羽の基

部では羽包突出部とそれに付随した下羽毛も観察され

た (Fig.1G). 

真皮のコラーゲン線維構造

プラコード形成から羽毛原基隆起段階までの真皮の

コラーゲン線維の立体構造を観察すると，プラコード

形成前には，プラコード聞の立体構造と同様に滑らか

な表面であったが(Fig.2A)，プラコードおよび羽毛原

基の形成に伴って，その表面は次第に粗雑になり (Fig.

2B， C)，羽毛原基が隆起する段階ではコラーゲン線維

の立体構造の表面は周囲からやや突出していた (Fig.

Fig. 2 Collagen fibrillar networks in the developmental phase of placode or feather rudiment. 

SEM views of alkaline-treated skin at embryonal stages 29 (A， 8， E， F)， 30 (C， G) and 31 

(0， H) show the interplacode (A， E)， placode (8， F) and feather rudiment regions (C， 0， G， H). 
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Fig. 3 Collagen fibrillar networks in the developmental phase of feather bud. 

SEM views show the feather bud (A) of an alkaline-treated skin at embryonal stage 33 and 

collagen fibrillar networks of the basal (8) and apical regions (C) of the feather bud. 

Fig.4 Collagen fibrillar networks in the developmental phase of long feather bud. 

A sagittal section of skin at embryonal stage 34 was stained with anti-Iaminin antiserum (A). 

SEM views show the elongating feather bud (8) in alkaline-treated skin at embryonal stage 

34 and collagen fibrillar networks of the inter-barb ridge (C) and apical regions (inset of C) 

of the elongating feather bud. The inter-barb ridge regions are shown by arrows. 

2D).高倍率で観察すると，規則的で、比較的密に配列し

ていたコラーゲン線維の立体構造は次第にまばらな

メッシュ状へと変化していた (Fig.2E-G) .しかし，羽

毛原基が隆起すると，起伏したコラーゲン線維が綴密

なネットワークを形成していた (Fig.2H). 

羽芽形成段階のコラーゲン線維の立体構造を観察す

ると，羽芽基部表面はやや窪んで、おり，間際が多いメッ

シュ状の構造であった (Fig.3A， B). 一方，羽芽の真

皮表面は比較的平坦で、，鍛密なコラーゲン線維のネッ

トワークが観察された (Fig.3C). 

羽芽伸長が進行した段階では，抗ラミニン抗体を用

いた免疫染色像で上皮領域に突出した部分として観察

される縦溝部 (Fig.4A)は，羽芽の基部から先端部付

近まで連続的に隆起するコラーゲン線維の立体構造で

あった (Fig.4B).高倍率で観察すると，長軸方向に走

行したコラーゲン線維が集束，隆起し，縦溝部の線維

構造を形成していた(図 4C). しかし，羽芽先端部は

希薄なコラーゲン線維のネットワークであり，縦溝部

のコラーゲン線維による立体構造は観察されなかった

(図 4C挿入図). 

羽芽から初生羽の形態へ推移する段階において，抗

ラミニン抗体による免疫染色像で観察される歯車様に

発達した縦溝部は，アルカリ処理後にもコラーゲン線

維の立体構造として観察された (Fig.5A， B). 羽芽基

部は羽包形成にともなってカルデラ様に陥没し，希薄

なコラーゲンネットワークを形成していたが (Fig.

Fig. 5 Collagen fibrillar networks in the developmental phase of pre-keratinized primary feather. 

A crosssection of the pre-keratinized primary feather at embryonal stage 36 was stained 

with anti-Iaminin antiserum (A). SEM views show the pr争 keratinizedprimary fea-ther (8) in 
alkaline-treated skin at embryonal stage 36 and collagen fibrillar networks of the basal (C) 

and inter-barb ridge regions (D) of the pre-keratinized primary feather. The inter-barb 
ridge regions are shown by arrows. 

-68-



初生羽真皮のコラーゲン線維構造

Fig.6 Collagen fibrillar networks in the developmental phase of keratinized primary feather. 

SEM views show the keratinized primary feather (A) in alkaline-treated skin at embryonal 

stage 40 and collagen fibrillar networks of the lower (8) and upper regions (C) of the 

keratinized primary feather. The insets in 8 and C are crosssections of the lower and 

upper regions of the keratinized primary feather stained with anti-Iaminin antiserum， respec-
tively. 

5C)，発達した縦溝部の立体構造は，綴密なコラーゲン

線維によって板状を呈していた (Fig.5D). 

角質化した初生羽の段階において，発達した噴火口

様の構造を呈する結合組織性羽包の中から伸長した羽

髄のコラーゲン線維の立体構造は細化していた (Fig.

6A).初生羽の真皮は，長軸方向に走行したコラーゲン

線維によって形成されており，縦溝部が先端部に向か

うにつれて消失している様子が， SEM像やラミニン

の免疫染色像で観察された (Fig.6B， C) .他方，初生

羽基部の羽包は発達し，皮膚内に深く陥入していた

(Fig. 7A).羽包浅部では円周に沿って輪走する綴密な

コラーゲン線維が観察され(Fig.7B)，中深部では輪走

する線維上にうねりながら長軸方向に走行するコラー

ゲン線維が縦走していた (Fig.7C). また，羽包深部の

内側表面では，長軸方向に縦走するコラーゲン線維が

比較的平坦な線維構造を呈していた (Fig.7D). 

Fig. 7 Collagen fibrillar networks in different levels of the feather follicle. 

A sagittal section of chick skin at embryonal stage 40 stained with 

hematoxylin and eosin shows the structure of the feather follicle (A). 
SEM views show collagen fibrillar networks at different levels of the 

feather follicle in alkaline-treated skin at embryonal stage 40: shallow 

region (8)， middle deep region (C) and deep region (D). 
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考察

ニワトリ腔発生の進行に伴い羽毛真皮のコラーゲン

線維の立体構造は，表皮プラコード形成開始とともに

無羽毛域とは異なる様相を示し，初生羽が角質化する

まで連続的に変化していた.この変化は，発生段階や

部位によって各々異なったコラーゲン線維の密度，走

行性，直径およびネットワーク構造として認識された.

組織特異的なコラーゲン線維の立体構造は，角膜，臆，

肺，皮膚，骨格筋などで観察されており，各組織の生

理機能，形態や物理的特性に密接に関与していること

が報告されている (NINOMIYAet al. 1999; JARVINEN 

et al. 2002; QUANTOCK et al. 2003). すなわち，本研

究において発生段階や同じ発生段階でも部位毎に各々

コラーゲン線維の立体構造が異なっていたことは，初

生羽の発生における形態変化，伸長および羽枝や小羽

枝の形成には各々対応したコラーゲン線維の立体構造

が必要で、あることを示唆しており，このことは，

STUART et al. (1967 ; 1972)が指摘している真皮コン

デンセーション形成時におけるコラーゲン線維の立体

構造の重要性と一致していた.

また，線維形成コラーゲンである IおよびIII型コ

ラーゲンは，初生羽発生中に特異的な局在変化を示す

ことが報告されている (MAUGERet al.1982 ;中村ら

1999) .この局在変化パターンは，本研究におけるプラ

コードおよび羽毛原基形成時のコラーゲン線維のネッ

トワーク構造の希薄化や羽芽伸長時および結合組織性

羽包における鍛密化のパターンと一致しており，初生

羽真皮のコラーゲン線維は IおよびIII型コラーゲンが

主成分であると考えられた.これらし III型コラーゲ

ンを分解するマトリックスメタロプロテアーゼ

(MMPs)や産生を活性化する形質転換成長因子

(TGF-β) は，表皮あるいは真皮細胞によって産生き

れ，初生羽を形成する表皮と真皮の相互作用に参加す

る分子である (TING-BERRETH and CHUONG 1996; 

DUONG et al. 2004). 同じく表皮一真皮相互作用に参

力目するテネイシンとインテグリン βlは細胞ーコラー

ゲン聞の結合を仲介する細胞接着分子であり，コラー

ゲン上の細胞移動を調節する機能が報告されている

(CARVER et al. 1995; SOTO・SUAZOet al. 2004). これ

らの報告はコラーゲンの線維構造と表皮 真皮相互作

用が密接不可分な関係にあることを示唆しており，本

研究で示した発生段階や部位毎で各々特徴的な初生羽

のコラーゲン線維の立体構造は，各々異なった表皮と

真皮の相互作用によって形成されると考えられた.

現在， コラーゲンは，様々な細胞の微小環境や培養

基質として研究されている.しかし， in vitroにおいて

コラーゲン線維構造を任意に調節することは極めて難

しく， コラーゲン線維による立体構造の多様性とその

機能についての検討も難航している.一方，ニワトリ

腔は容易に入手可能で、日齢の設定も invitroで羽毛発

生操作も可能なサンプルであり (KOBAY ASHI et al. 

2004) ，本研究において，初生羽は発生中に多様な線維

構造を示すことが明らかになった.

文献

CARVER， W.， 1. MOLANO， T. A. REAVES， T. K. BORG 

and L. TERRACIO (1995) Role of the alpha 1 beta 1 

integrin complex in collagen gel contraction in 

vitro by fibroblasts. J. Cell. Comp. Physiol.， 165: 

425-437. 

DUONG， T. D. and C. A. ERICKSON (2004) MMP-2 

plays an essential role in producing epithelial-

mesenchymal transformations in the avian 

embryo. Dev. Dyn.， 229: 42-53. 

HAMBURGER， V. and H. L. HAMILTON (1951) A series 

of normal stages in the development of the chick 

embryo. J. Morphol.， 88: 49-92. 

林利彦・水野一乗・中里浩一・羽関典子・西山俊夫

(2000)細胞外マトリックス一基礎と臨床"コラー

ゲンスーパーファミリータンパク質の項執筆庁(小山

輝・林利彦編集). 94-118. 愛智出版.東京.

JARVINEN， T. A.， L. JOZSA， P. KANNUS， T. L. JAR. 

VINEN and M. JARVINEN (2002) Organization and 

distribution of intramuscular connective tissue in 

normal and immobilized skeletal muscles. An 

immunohistochemical， polarization and scanning 

electron microscopic study. J. Muscle Res. Cell 

Motil.， 23: 245-254. 

JIANG， T. X.， H. S. JUNG， R. B. WIDELITZ and C. M. 

CHUONG (1999) Self-organization of periodic pat-

terns by dissociated feather mesenchymal cells 

and the regulation of size， number and spacing of 

primordia. Development， 126: 4997-5009. 

KOBA YASHI， K.， S. FUKUNAGA， K. T AKENOUCH and 

F. N AKAMURA (2004) Functional indispensability 

of fibronectin associated on the mesenchymal cell 

surface during the early period of feather develop-

ment in the chick embryo in vitro. Anim. Sci. J.， 

75: 441-449. 

KOFIDIS T， L. BALSAM， J. BRUIN and R. C. ROBBINS 

(2004) Distinct cell-to-fiber junctions are critical 

for the establishment of cardiotypical phenotype 

in a 3D bioartificial environment. Med. Eng. 

Phys.， 26: 157-163. 

LANGER， R. and J. P. VACANTI (1993) Tissue engi-

neering. Science， 260: 920-926. 

MAUGER， A.， M. DEMARCHEZ， D. HERBAGE， J. A. 

GRIMAUD， M. DRUGUET， D. HARTMANN and P. 

-70-



初生羽真皮のコラーゲン線維構造

SENGEL (1982) Immunofluorescent localization of 

collagen types 1 and III， and of fibronectin during 

feather morphogenesis in the chick embryo. Dev. 

Bio1.， 94: 93-105. 

中村富美男・平野大介・三田晶子・竹之内一昭・近藤

敬治 (1999)ニワトリ羽毛の形態形成に関する免疫

組織化学的検討.北海道畜産学会報， 41: 53-57. 

NINOMIYA， H.， T.INOMATA and K.OGIHARA (1999) 

Collagen fiber arrangement in canine hepatic 

venules. J. Vet. Med. Sci.， 61: 21-25. 

OHTANI， 0.， T. USHIKI， T. TAGUCHI and A. KIKUTA 

(1989) Collagen fibrillar networks as skeletal 

frameworks: a demonstration by cell-maceration/ 

scanning electron microscope method. Arch His-

tol Cyto1.， 51: 249-261. 

QUANTOCK， A.].， C. BOOTE， V. SIEGLER and K. M. 

MEEK (2003) Collagen organization in the secon-

dary chick cornea during development. Invest. 

Ophthalmo1. Vis. Sci.， 44: 130-136. 

SOTO・SUAZO，M.， S. SAN-MARTIN and T. M. ZORN 

(2004) Collagen and tenascin-C expression along 

the migration pathway of mouse primordial germ 

cells. Histochem. Cell Biol.， 121: 149-153. 

STUART， E. S. and A. A. MOSCONA (1967) Embryonic 

morphogenesis: role of fibrous lattice in the devel-

opment of feathers and feather patterns. Science， 

157: 947-948. 

STUART， E. S.， B. GARBER and A. A. MOSCONA (1972) 

Analysis of feather germ formation in the embryo 

and vitro， in normal development and in skin 

treated with hydrocortisone. J. Exp. Zoo1.， 179: 

97-118. 

TING-BERRETH， S. A. and C. M. CHUONG (1996) 

Local delivery of TGF beta2 can substitute for 

placode epithelium to induce mesenchymal con-

densation during skin appendage morphogenesis. 

Dev. Bio1.， 179: 347-359. 

Yu， M.， Z. YUE， P. Wu， D. Y. Wu， ]. A. MAYER， M. 

MEDINA， R. B. WIDELITZ， T. X. JIANG and C. M. 

CHUONG (2004) The biology of feather follicles. 

Int. ]. Dev. Bio1.， 48: 181-191. 

WIDELITZ， R. B.， T. X. JIANG， A. NOVEEN， S. A. 

-71-

TING-BERRETH， E. YIN， H. S. JUNG and C. M. 

CHUONG (1997) Molecular histology in skin 

appendage morphogenesis. Microsc. Res. Tech.， 

38: 452-465. 




