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関節軟骨は隣接する骨からの荷重を緩衝する役割を担うが、その荷重は関節軟骨全体に均
等にかかるものではない。このことから、著者は発育期の関節軟骨各細胞層の構成変化を部
位別に観察し、
関節軟骨が部位ごとに異なる分化過程をたどることすでに明らかにしている 1）。
一方、関節軟骨の基質線維には種々のコラーゲン線維タイプが存在し、それぞれが特徴的な
構造と機能を有するとされるが、
発育に伴う基質線維の変化について検討した研究は少ない。
そこで、本研究では、特に軟骨の基質線維に着目し、部位別にみられる基質線維の構造変化
を関節軟骨の機能発現に関連づけて検討することを目的とした。材料として 3，5，9, およ
び 14 週齢のウイスター系雄性ラット各 6 匹を用い、それらから下肢骨を摘出し、種々の固
定や組織標本を作製した後に肉眼的観察および組織学的に観察した。
3 週齢の中央および後方部では、表層と中間層が薄く、深層と石灰化層がかなり厚い。週
齢が進むにしたがって、いずれの層も薄くなり、特に前方部のそれらは著しく減少する。
3 週齢ではいずれの層も細胞は不規則な配列を示すが、中央部では 5 週齢の中間層から柱状
の配列が認められ、発育後期では深層および石灰化層でもみられた。後方部では 10 週齢か
ら細胞の柱状配列が認められた。深層および石灰化層の領域間基質ではコラーゲン線維が密
に集まり、細い束を形成し、それがさらに密に集まり、ねじれ構造を示しながら、順次太い
束を形成し、これらは軟骨表面に対して垂直方向に配列している。
このように、発育前期では基質線維が細く不規則な配列を示すが、週齡が進むにしたがい未
石灰化層から石灰化層に向けて太い基質線維が形成されていた。また、それらの線維は軟骨
の未石灰化層から石灰化層まで貫くことによって、双方を強固に連結し、関節軟骨の構造的
安定化が図られていた。このような変化が大腿骨からの荷重を強く受ける関節軟骨の中央お
よび後方部で顕著にみられることから、基質線維の構造変化は荷重への抵抗性の改善を意味
するものであり、関節軟骨は部位ごとに異なる分化過程を示すことが理解された。
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はじめに
胎生期の軟骨モデルは骨が形成されるときの鋳型の役割をなして、長骨が成長する 1）。し
たがって、長骨の骨端全体ははじめ、軟骨で形成されているが、その後の二次骨化点の出現
により、軟骨は骨端表面と骨幹端に限局するようになる 2,3）。
軟骨組織は脈管系を含まないため、組織再生能力に乏しく、組織の栄養補給ならびに代謝
回転は豊富に存在する細胞外基質（ECM）によって調整されている。ECM は主にコラーゲ
ン線維とプロテオグリカンであり、これらが軟骨組織の成長や機能発現のほか、軟骨本来の
機能である負荷の均等化と低摩擦性を維持するのに重要な働きをなしている 3-5）。このよう
に軟骨の機能的特性は ECM によって決定するとされているが、その軟骨細胞間有機成分の
中ではコラーゲン線維が最も多く存在する 2,3）。軟骨に存在するコラーゲン線維は、その 30
～ 60% を占めるⅡ型コラーゲンと、Ⅳ、Ⅴ、Ⅸ．ⅩおよびⅪ型コラーゲンなどから成る。
その中でも、Ⅱ型コラーゲンは網目状に配列することによって、伸張力の形成に重要な役割
を担っている 2）。Ⅹ型コラーゲンにおいては、下顎頭軟骨と同様に肥大軟骨細胞に特異的に
発現し、軟骨内骨化の関与が注目されている 3,4,6）。
また、軟骨の恒常性は、関節軟骨細胞のコラーゲン線維やプロテオグリカンの産生と、マ
トリックスメタロプロテアーゼ（matrix metalloproteinase：MMP）
、アグリカネースなど
のプロテアーゼによる基質分解とのバランスにより保たれている。MMP はコラーゲン線維
やアグリカンなどの ECM を分解し、骨リモデリングを調節すると共に細胞の遊走を調節す
ることが示されている 7,8）。変形性膝関節症には、外傷やアライメント異常、関節不安定性
などの力学的負荷の過剰や個人の遺伝的背景が関わり、それは軟骨が本来持っている修復機
能とのバランスが崩れることによって発生すると考えられている 5,8）。加齢に伴って、軟骨
組織および軟骨細胞からの MMPs 産生の誘導が促進され、プロテオグリカンの産生抑制や
分解促進が生じるとされている。また、ⅡおよびⅩ型コラーゲン産生の抑制の作用をもつ
IL-1 が、加齢によって軟骨細胞との結合能が有意に増加することも報告されている 9）。この
ように軟骨における基質線維は疾患の治療や予防等において注目されているが、発育期にお
けるその構造や形成過程に関連付けた詳細な報告は少ない。そこで、本研究は関節軟骨にお
ける基質線維の構造上の特徴とその機能的な意義について検討することを目的に、発育期
ラットを用いて、基質線維の発育変化を観察した。

実験方法
材料として、3，5，9，10 および 14 週齢のウイスター系雄性ラット各 6 匹を用い、それ
らをエーテルにて深く深酔し、安楽死させた。死亡を確認した上で、ラット後肢から皮を剥
離し、軟組織を除去して下肢骨を摘出した。それを歯科用エンジンにて、膝関節面を中心に
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上下約 1.5cm の大きさにトリミングし、
さらに脛骨の内外的中央部で矢状方向に割断した後、
速やかに 10％パラフォルムアルデヒドに浸漬して固定した。これらの標本を 37℃の EDTA
に約 15 ～ 30 日間浸漬して脱灰し、水洗に続いて、アルコール上昇系列にて脱水した（各 3
時間ずつ）
。さらに、安息香酸メチルⅠ～Ⅲ（各 30 分）
、ベンゼンⅠ、Ⅱ（各 20 分）
、ベン
ゼン・パラフィン混合液（30 分）およびパラフィンⅠ～Ⅲ（各 3 時間～半日）に浸漬して
透徹を行った。その後、パラフィンに包埋し、ミクロトームにて厚さ 5㎛の完全連続矢状断
切片を作成した。それらの切片にヘマトキシリン・エオジン（HE）染色を施し、光学顕微
鏡により観察した。
また、
他の標本を用いてカルノブスキー液にて固定し、
これを以下のような手順でリゴラッ
ク樹脂包埋標本および走査電子顕微鏡（SEM）用標本を作製した。
リゴラック樹脂包埋標本の作製では、摘出された標本をパラフィン包埋と同様な方法によ
り脱水し、
アセトンⅠ、
Ⅱ（各 30 分）に浸漬して透徹を行った。さらに、
アセトンとリゴラッ
ク樹脂の混合液（1：1、1：3、1：7）およびリゴラック樹脂原液（2 回）に浸漬し（各 1 日）、
樹脂に包埋して加温重合した（37、45、55、60℃：各 1 日）
。重合が完成したブロックを歯
科用エンジンにて小さくトリミングし、3 段階の砥石および研磨用フィルムを用いて研磨し
て、厚さ約 100㎛の膝関節矢状断研磨標本を作成した。この標本を 0.1N 塩酸にてエッチン
グしてトレイジンブルー（TB）染色を施し、光学顕微鏡により観察した。
SEM 用標本作製では、まず、摘出された脛骨の近位部を内側または外側から関節面の内
外的中央部まで研磨し、25％次亜塩素酸ナトリウムを用いて関節軟骨の表面を溶解させた。
それをフリーズドライヤー（日立社製・ES-2030）にて真空凍結乾燥し、
次いで、
カーボンコー
ター（真空デバイス社製・VC-100）を用いてカーボンの真空蒸着を施した。さらに、イオ
ンスパッター（日立社製・E-1010/E-1-2-）を用いてプラチナ蒸着を施した後に、SEM によ
り関節軟骨の割断面を観察した。

所

見

本研究では、大腿骨と脛骨との関節状態から脛骨関節軟骨を前方、中央および後方の 3 部
分に区分して観察している。また、脛骨関節軟骨の断面において、軟骨を構成する細胞なら
びにその構成状態の違いから、K.P.H. Pritzker10）の分類に従い、以下のように軟骨を層区分
する。すなわち、大腿骨に接する関節表面から、表層（S）
、中間層（I）
、深層（D）
、石灰
化層（C）とし、
さらに骨端の海綿骨の中でも関節軟骨に接する部位を軟骨下骨（B）とする。
なお、表層から深層までを未石灰化層と示す。組織学的観察に関しては、矢状断の完全連続
切片を作製し、切片上で軟骨細胞がほぼ柱状に配列しているものを用い、その軟骨細胞柱の
長軸にほぼ平行な軸をとることにより、脛骨関節軟骨全体の厚みや各細胞層の厚みを観察し
ている。なお、ラットの 6 週齢は妊娠が可能となる時期とされおり、このことから 3 週齢お
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よび 5 週齢を発育前期、9、10 および 14 週齢を発育後期とする。

1）光学顕微鏡的所見
脱灰 HE 染色標本を用いて関節軟骨を観察すると、大腿骨は関節円板を介して脛骨と関節
しているのが認められる。しかし、関節円板は前後的中央部のみが薄くなっており、脛骨関
節面の前方、中央および後方の 3 部の中で中央部のみが大腿骨と接している。
関節軟骨は発育に伴って全体的に厚さが減少し、その中でも深層と石灰化層の厚さが顕著
に減少している。骨端海綿骨の中でも、関節軟骨直下の領域にみられる海綿骨、すなわち軟
骨下骨の骨梁は骨端海綿骨の骨梁に明瞭な境なく移行している。軟骨下骨の骨梁は、目の細
かい網状構造を形成しているが、その範囲は狭く、骨端全体は目の粗い網状の太い骨梁で構
成されている。3 週齢の軟骨下骨の骨梁は細く、それが目の細かい網状構造を形成している。
しかし、発育にともなってその部位の骨梁も太さを増し、10 週齢以降では骨端全体が太い
骨梁によって目の粗い網状の海綿骨で構成される。
関節軟骨を部位別に観察すると、3 週齢では厚さに部位差がみられないが、5 週齢以降で
は前方部が最も薄くなり、中央および後方部が最も厚くなる。このように、中央部から前端
部にかけては急激に関節軟骨が薄くなり、後端部にかけては徐々に薄くなっており、関節軟
骨は全体的に三日月状の形状をなしている（図 1）
。
関節軟骨の各細胞層の構成状態についてみてみると、まず、3 週齢の中央部では、表層の
厚さは各細胞層の中で最も薄く、他の層より小型で扁平な軟骨細胞が存在している。中間層
は表層よりやや厚く、軟骨細胞も比較的大型で、球形をなしている。その配列は、軟骨表面
に対して垂直に配列するものや、それに平行に配列するものが混在している。深層は、これ
までの層に比べてかなり厚く、中間層に近い部位の軟骨細胞は、球形で中間層とほぼ同様の
大きさで柱状をなしている。しかし、石灰化層に近い下層の未石灰化部位では、細胞は徐々
に肥大化して不規則な配列を示す。石灰化層も深層と同様にかなり厚く、この両者は明瞭な
境なく移行している。石灰化層では肥大した軟骨細胞が密に存在しており、関節軟骨全体の
中でこの層が占める割合は約半分を占める。また、軟骨細胞の密度は、表層に近いほど高く、
深層になるにしたがってその密度は低くなる。しかし、深層の下部から石灰化層にかけて肥
大軟骨細胞の増加に伴い、細胞密度は増加する。石灰化層より下部の軟骨下骨は、細い骨梁
からなる網状の海綿骨に移行している。このような中央部における各層の厚さや細胞の配列
状態は、後方部でも同様であるが、前方部においては、深層の細胞が柱状の配列を示さず、
軟骨細胞が軟骨表面に斜め方向に配列する細胞が多く認められる（図 2）
。
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図 1：各発育段階における関節軟骨の矢状断面切片（脱灰パラフィン矢状切片 ,HE 染色
いずれの図も左側が前方部、右側が後方部を示す。
F: 大腿骨、 A: 関節軟骨、SC：関節半月、EC: 骨端海綿骨、G：骨端板

─ 203 ─

× 1.25）

S

S
I

I/D

D

S
I

S

S
I

I/D

D

C

C

C

B

B

䚾c䚿

䚾a䚿

D

C

S
I
D
C

C
B

B

䚾a䚿

䚾b䚿

B
B
䚾b䚿

3W
S
I/D
C
B

5W

S
I

S
I

D

D

S

C

C

I/D

S
I

S
I
D

D

C
B

B

B
䚾a䚿

䚾a䚿

䚾b䚿

䚾c䚿

C

C

B

B

䚾b䚿

䚾c䚿

䚾c䚿

14W

10W

図 2．各発育段階における関節軟骨の各細胞層の構成（脱灰パラフィン矢状切片 ,HE 染色× 10）
a: 前方、b: 中央、c: 後方、 S ：表層、I：中間層、D：深層、C：石灰化層、B: 軟骨下骨

5 週齢の関節軟骨は、基本的に 3 週齢と同様な各細胞層の構成状態を示している。しかし、
肥大した軟骨細胞が占める割合は減少し、それが存在する深層および石灰化層の厚さは 3 週
齢に比べて顕著に減少している。このことに関連して、関節軟骨全体の厚さの減少がみられ
る。上記に示すような軟骨細胞の肥大化が弱まることに伴い、3 週齢に比べて細胞密度の減
少や細胞間基質の増加がみられる。また、細胞の配列状態を観察すると、中央・後方部にお
いて、柱状に配列する軟骨細胞の割合が増加し、それが明瞭に観察されるようになる。しか
し、前方部では、3 週齢と同様に柱状をなす軟骨細胞はみられず、肥大した軟骨細胞を含め、
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全体的に不規則な配列を示す（図 2）
。
10 週齢の前方部では、表層から深層にいたるまで軟骨細胞が全体的に不規則に配列して
いるようにみられるが、表層に関しては、軟骨表面に対して斜め方向に配列しているものが
多く認められる。中間層から深層に関しては、細胞に規則的な配列は認められない。また、
この層の軟骨細胞は、基本的に一列に並んで細胞柱を構成しているが、細胞の中には軟骨の
表面に平行な方向に二つの細胞が、同じ領域基質内で密着して並ぶものも多く認められる。
深層および石灰化層では、細胞が肥大化しているものや軟骨小腔の開大をしているものがみ
られる。中央部の表層では、前方部の表層にみられるような関節軟骨表面に斜め方向に配列
する軟骨細胞が存在するが、
その厚さは前方部に比べて薄い。中間層および深層に関しては、
軟骨細胞が軟骨表面に対して、垂直に整然と並び、典型的な軟骨細胞柱が形成されている。
また、その細胞の形態は、球形よりも細長いものが多く、その長軸は軟骨表面に対して、垂
直な方向をとっている。また、この部位では、同一領域基質内で密着している細胞は、上下
方向、すなわち軟骨表面に対して垂直な方向に配列しており、この点も前方部とは異なる。
この週齢では、発育前期よりも軟骨下骨が多く形成され、それは石灰化軟骨に接する板状を
なす部分と骨端の海綿骨に明瞭な境なく移行する骨梁によって構成される。この軟骨下骨と
石灰化層との界面は互いに深く嵌合し、また、軟骨下骨内には広い骨髄腔が認められる。
14 週齢の中央および後方部においては、いずれの層の軟骨細胞もほぼ同様の大きさであ
るが、中間層および深層の細胞がやや大型であり、石灰化層に移行すると細胞がやや小型化
している。軟骨細胞の密度は、表層に近いほど高く、深層、石灰化層へ向かうにしたがって
その密度は低くなっている。この週齢の軟骨下骨の形成状態は、骨梁が太くなっているが、
基本的に 10 週齢とほぼ同様である。前方部については、関節軟骨全体の厚さが中央および
後方部よりも薄く、いずれの細胞層も薄くなっているが、特に深層でそのような状態が顕著
に認められる。表層・中間層における細胞の形、大きさ、密度および配列状態に関しては、
他の部位とほとんど違いが認められないが、上述の通り、深層の厚さが極めて薄く、細胞密
度が高くなっている。さらに、石灰化層においては、他の部位より細胞の密度が高く、した
がって、前方部はいずれの層においても細胞密度が高くなっている。また、9 週齢から前方
部においてタイドマークが出現するようになり（図 2）
、中央および後方部ではその存在が
観察されない。また、軟骨下骨については、板状の部分と骨梁のいずれも他の部位に比べて
乏しく、関節軟骨の石灰化層が軟骨下骨を介さずに、直接、骨端の骨髄腔に露出している部
位が多く認められる（図 2）
。
非脱灰の研磨標本に TB 染色を施して観察すると、いずれの週齡においても石灰化層の領
域が TB で濃く染色されるのが認められる。しかし、3 週齢では、そのように濃く染色され
る部位は、肥大した細胞の間の狭い基質にわずかに見られる程度であるため、未石灰化層か
ら石灰化層への移行部の染色性の違いは不明瞭である。また、3 週齢では未石灰化層のいず
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れの層においても、この染色でほぼ一様に強くメタクロマジーを生じ、濃く染色されている
（図 3）。しかしながら、5 週齢以降では基質の染色性が徐々に低下し、その中でも中間層に
相当する部位の低下が顕著となる。このような染色性に関して部位差は認められない。また、
いずれの部位においても、未石灰化層から石灰化層に移行する直前で、染色性の低下が観察
される（図 3）。
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図 3．各発育段階における関節軟骨の未石灰化部位と石灰化部位の構成
（非脱灰リゴラック樹脂包埋標本、Tluidine Blue 染色

× 10）

a：前方、b：中央、c：後方、 NC：未石灰化部位、C: 石灰化部分、 B: 軟骨下骨
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2）走査電子顕微鏡（SEM）的所見
本実験における SEM の標本作製は、発育前期および発育後期の関節軟骨を用いて 25％次
亜塩素酸ナトリウムにて溶解したが、この方法を用いた標本作製については発育後期のみ基
質線維の露出が可能であった。発育前期の関節軟骨には肥大軟骨細胞が多く存在することは
確認できたが、基質線維を明瞭に露出させることができず、そのため発育後期（14 週齢）
における基質線維の構造についてのみ示す。
深層および石灰化層における軟骨細胞柱の間の基質、すなわち領域間基質のコラーゲン線
維は密に集まり、細い束を形成し、それが主として軟骨表面に対して垂直方向に配列してい
る。（図 4）それを暫定的に一次線維束とすると、一次線維束が密に集積して互いにねじれ
合うスパイラル構造を示し、さらに二次、三次、およびそれ以上の束が形成され、それが深
層および石灰化層における柱状構造をなしている。このような柱状をなす線維束の基部は石
灰化層に埋入されており、その部位は束ごとに隆起している。この柱状の線維束の中でも細
胞領域基質に接する部位の線維はほぐれて領域基質を取り囲む線維に移行している。細胞領
域基質においても細い線維が密に集まって順次束を形成していくが、領域間基質の線維束よ
りはるかに細い。その線維は密に存在して軟骨細胞を取り巻くように配列し、全体として籠
状の構造を示す（図 4）
。
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図 4．発育後期（14W 中央部）における関節軟骨の基質線維の構造
25％次亜塩素酸ナトリウムを用いて基質線維を露出した像。
a: 脛骨近位関節面，b:a の関節軟骨の拡大像，ｃ : 領域間基質，d: 細胞領域基質
c’
（グレーの部位）の矢印は、石灰化層を示し、それより上部の未石灰化層との境界はタイドマー
クの凹凸を示している。未石灰化層の矢印は、領域間基質を示す。
ｄの * は、細胞領域基質の細い基質線維の束を示し、** は細い基質線維の束がさらに集積し、太い
基質線維の束を形成している部位を示す。
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考

察

本研究は、発育期の基質線維の構造変化を観察することにより、関節軟骨における基質線
維の構造上の特徴とその機能的な意義について検討するものである。本実験で観察された所
見をもとに、発育に伴う関節軟骨の構造変化と、細胞の配列状態および基質線維の構造的特
徴について考察する。

1）発育に伴う関節軟骨の構造変化
ラットは一般に３週齢で離乳し、雄の場合体重が 10 ～ 11 週齢まで急激な増加を示すとさ
れている。ラットはこのような体重の発育変化を示すが、発育にともなう体重や運動量の変
化は筋以外にも骨や関節軟骨ならびに靱帯などの運動器にも影響をもたらすと考えられる。
関節軟骨にみられる発育変化について検討したものとして、ラットと同様な齧歯類のウサギ
の関節軟骨を用いた報告がある。KUBO ら 9）は、ウサギ関節軟骨組織で加齢によりコラー
ゲン線維を主とする基質成分の増加を認めている。本研究におけるラット脛骨関節軟骨の観
察では、
発育に伴って関節軟骨は全体的に厚さが減少することを認めている。このことから、
関節軟骨は発育に伴って厚さは減少するが、基質線維を増加することによって、体重増加や
運動に伴う関節軟骨への加重増加に対する抵抗性を高めていると思われる。
胎生期や幼児期の軟骨は、軟骨細胞の活発な分裂能により骨の成長をもたらすが、発育に
ともなって分裂能は低下する。骨端の軟骨は二次骨化点の出現以降、関節軟骨と骨端板とい
う２つの機能的ならびに構造的に異なる組織への分化過程をたどり、関節軟骨は出生後、メ
カニカルストレスへの抵抗性を高める構造を獲得するように変化する。しかし、幼若な段階
の関節軟骨には未だ骨の成長をもたらす特徴も残されており、発育にともなってそれが徐々
に消失するために、軟骨の厚さが減少を示すものと考えられる。このように、発育期の関節
軟骨は、骨の成長を促す構造的特徴を排除しながら、円滑な関節運動をもたらす構造獲得の
ために変化する変換の時期にあると思われる。
本研究では、関節軟骨全体の厚さの変化に加え、以下のような根拠により、軟骨各細胞層
の発育変化を部位ごとに検討している。すなわち、ラットを用いた本研究の観察によると、
大腿骨はヒトと同様に、関節円板を介して脛骨と関節している。また、関節円板は前後的中
央部のみが薄くなっており、脛骨関節面の前方、中央および後方の 3 部分の中で中央部のみ
が大腿骨と接している。しかし、ラットの場合、四足歩行でしかも肘および膝関節を屈曲し
た状態の運動形態をとり、このことから、大腿骨からの加重は脛骨の近位関節面の中でも中
央部と特に後方部にもたらされることが推測される。
著者は本研究の予備実験において、ラッ
トの未固定の下肢骨を用い、実際に大腿骨と脛骨の関節部位について観察し、大腿骨が脛骨
関節面の中央および後方部と関節することを確認している。そのような観点から、本研究で

─ 209 ─

は関節軟骨を前方、中央および後方部の 3 部分に区分し、それぞれの軟骨の厚さや各細胞層
の構成変化について観察を行っている。
関節軟骨の厚さに関しては、3 週齢では部位差がみられないが、5 週齢以降では前方部が
急激に薄なり、その結果、大腿骨と関節する中央および後方部が最も厚くなり、関節軟骨は
全体的に三日月状の形状を示す。Yvett. S ら 11）はウサギ関節軟骨において 6 週齢からタイ
ドマークが出現することを報告している。また、著者 1）はその研究をさらに進め、関節軟
骨を前方、中央および後方の３部分に区分して、部位ごとのタイドマークの出現状態につい
て検討し、3 週齢ではそれが出現しないが、9 週齢では前方においてのみ出現することを認
めている。さらに、著者 12）はラット後肢へのギプス固定による不動実験を行い、14 週齢の
前方、中央、後方部の全ての部位においてタイドマークが出現することを報告している。こ
のように、タイドマークは正常な状態では発育が進んでから現れることや、逆に不動条件下
ではいずれの部位にも現れることから、その出現には関節軟骨への加重条件が深く関わるこ
とが考えられる。また、正常状態では関節軟骨の前方部においてのみ出現することから、前
方部に関節運動に伴う加重が少ないことが推測される。事実、本研究では、ラットの膝関節
の屈曲伸展時に大腿骨は脛骨関節面の中央および後方部と関節することが観察されている。
したがって、脛骨の関節軟骨が、中央および後方部に厚みをもつ三日月状の形態をなすのは、
このような大腿骨との関節状態が影響しているものと思われる。
軟骨各細胞層の厚さの変化を部位別にみると、3 週齢の中央および後方部では、表層と中
間層が薄く、深層と石灰化層がかなり厚い。週齢が進むにしたがって、いずれの層も薄くな
り、特に前方部のそれらは著しく減少する。また、表層および中間層の減少は緩やかであり、
深層と石灰化層が顕著に薄くなる。しかし、発育前期に深層と石灰化層が厚かったことに関
連して、発育後期においても関節軟骨の中でそれらの層が占める割合は高い状態が維持され
る。中間層ではⅡ型コラーゲンとアグリカンの合成が活発に行われ、深層および石灰化層で
はⅩ型コラーゲンが合成される 4, 6，7，13）。このことから、発育期の関節軟骨の中央および後
方部では、硝子軟骨に特異的に多く含まれるⅡ型コラーゲンとアグリカンが減少し、反対に
Ⅹ型コラーゲンの合成が活発化することによって、弾力性のある組織から加重への抵抗性を
高める構造へと変化しているであろうことが推測される。
TB 染色にみられた切片の染色性の違いからだけでは、基質に含まれるアグリカンの含有
量を比較することは困難であるが、このような発育にともなう基質の染色性の全体的な変化
により、次のようなことが推測される。本研究の観察によると、3 週齢ではいずれの層もメ
タクロマジーを強く生じているが、発育にともなってその反応が低下し、その中でも中間層
に相当する部位の反応の低下が顕著となる。ウサギ関節軟骨組織において加齢によりコラー
ゲン線維が増加するという報告 9）や、中間層ではコンドロイチン硫酸が分泌されるという
こと 7）に、このような染色結果を当てはめて考えると、増齢にともなって ECM の中でもコ
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ンドロイチン硫酸が減少し、逆に線維成分が増加するであろうことが推測される。このよう
に、トルイジンブルー染色標本の観察結果からも、前述と同様に、関節軟骨は発育にともな
う自重や運動量の増加による加重増加に対して、緩衝よりもそれに抵抗する構造を獲得して
いると考えられる。
下顎頭軟骨においては、肥大軟骨細胞層でⅡ型コラーゲンからⅩ型コラーゲンへの組成変
化が石灰化のトリガーとなり、また、Ⅰ型とⅡ型コラーゲンの減少とあいまって石灰化機構
をコントロールしていることが示唆されている 4）。本研究では、いずれの週齢においても、
未石灰化層から石灰化層に移行する直前で、染色性の低下が観察されている。この機序は不
明であるが、このことはコンドロイチン硫酸の一時的な脱却が石灰化に関わっている可能性
を示唆していると思われる。
隣接する骨からの機能圧は、その関節部位にのみ集中せずに、海綿骨の骨梁を介して周囲
の皮質骨に分散される。そのため、骨梁の配列方向はその機能圧の力線の方向に一致するこ
とが以前より知られている。守田ら 14）は、発育期ラットの脛骨海綿骨における骨梁の構造
変化の過程について報告している。それによると、幼若な段階では骨端板直下の骨梁は細い
骨梁が網状に配列しているが、発育にともなってその太さが増すとともに長くなり、さらに
配列方向にも規則性がみられるようになる。本研究では骨端の海綿骨構造について観察し、
幼若な段階では、関節軟骨直下に細い骨梁が多く存在し、それが目の細かい網状構造を呈し
ているが、発育が進むにしたがって骨梁が太さを増すことを認めている。前述のごとく、関
節軟骨は増齢にともなって加重への抵抗性を高めるように分化するが、それを下方から支え
る骨端の海綿骨にも同様な組織分化が見られていると思われる。
また、軟骨下骨の骨梁を部位別に見ると、そのような変化がみられるのは中央および後方
部である。10 週齢以降では、前方部の骨梁が減少し、石灰化層が軟骨下骨を介さずに、直
接骨髄腔に露出する部位が多く認められる。この軟骨下骨の構造からも、大腿骨から脛骨関
節面にかかる加重には部位差があることが理解される。

2）細胞の配列状態および基質線維の構造変化
加齢に伴い、プロテオグリカンをはじめとする軟骨基質成分の構成変化より、軟骨組織の
もつ荷重緩衝作用の機能低下が生じることや、軟骨基質成分を産生する軟骨細胞の単位面積
あたりの細胞数が減少することが報告されている 3）。この細胞数の減少の一因としては、細
胞の壊死や、細胞増殖能が加齢により低下することによることが考えられている。本研究の
観察によると、発育前期ではいずれの部位も細胞密度が高いが、それは表層に近いほど高く、
深層になるにつれて低くなる。しかし、深層の下部や石灰化層では細胞の肥大化に伴って、
細胞密度は再度増加する。一方、発育後期では、表層に近いほど高く、深層から石灰化層に
向かうにしたがってその密度は低くなる。軟骨基質における細胞の大きさや密度は ECM の
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量と密接に関係するものである。発育前期のように細胞の肥大化が強く表れれることによっ
て ECM の絶対量は乏しくなり、逆に、発育後期のように肥大化が見られないことは ECM
が豊富に存在することを意味すると思われる。
発生中の筋組織では、細胞質内にフィラメントが増加するのに伴い、核は細胞の辺縁部に
圧平される 15）。また、密性結合組織の腱では、豊富なコラーゲン線維が密に平行に配列す
るために、線維芽細胞はコラーゲン線維束の間のわずかな間隙に平行に配列する 16）。
本研究の観察によると、3 週齢の発育前期では、いずれの部位の各細胞層も細胞が不規則
な配列を示している。しかし、5 週齢から中央部の中間層の細胞に柱状の配列がみられ始め、
10 週齢以降の発育後期ではそのような配列状態が深層から石灰化層にまで及ぶ。また、後
方部は前方部に遅れ、10 週齢から細胞の柱状配列が見られる。細胞の形に関しては、基本
的に球形または楕円形であり、楕円形の場合にはその長軸が軟骨表面に対して平行となって
いる。しかし、発育後期の深層では細胞の長軸を軟骨表面に垂直に向けているものも多く観
察される。このような個々の細胞の形状に加え、10 週齢の中央部では、同一領域基質内で
密着する 2 つの細胞が軟骨表面に対して垂直な方向に配列しているが、前方部ではそれらは
細胞が軟骨表面に平行に並ぶ状態も観察される。この密着する 2 つの細胞は、同一の領域基
質内に存在することから分裂直後のものと思われる。このような状態を、密性結合組織にお
ける細胞と線維束との関連性に照らし合わせると、発育前期における細胞の不規則な配列は
ECM が乏しいことによって生じ、反対に、発育後期では ECM が豊富に存在するために細
胞が柱状に配列するであろうことが推測される。
従来から関節軟骨のコラーゲン線維がアーチ状の配列をすることが示されている 15）。本
研究の観察では、表層にはいずれの週齢の各部位においても扁平または楕円形の細胞がその
長軸を軟骨表面にほぼ平行にして配列している。このような細胞の配列状態は、関節軟骨の
アーケイド状に配列した線維の表層部分に一致していると思われる。
Abiko ら 2）は、ラット関節軟骨の基質線維における TEM 観察により、胎生 18 日には軟
骨細胞間の線維は細く疎であるが、出生直後から徐々に線維の密度を増し、成長とともに線
維数と線維の太さを増加させ、部位によって線維の束を形成していることを報告している。
また、KUBO ら 9）は、ウサギ関節軟骨組織において加齢によりコラーゲン線維を主とする
基質成分が増加するとしている。本研究の SEM による観察によると、深層および石灰化層
の領域基質では細い線維が軟骨細胞を密に取り巻くように配列し、籠状の構造を形成してい
る。一方、領域間基質ではコラーゲン線維が密に集まり、細い束を形成し、それがさらに密
に集まり、ねじれ構造を示しながら、順次太い束を形成し、これらは軟骨表面に対して垂直
方向に配列している。関節軟骨には膠原線維が最も多く存在し、それを構成するコラーゲン
には種々のタイプものが含まれることはすでに知られている。主要コラーゲン線維はⅡ型コ
ラーゲンであり、その分布は関節内の部位によって異なるといわれている 11，18）。またⅩ型
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コラーゲンは、肥大軟骨細胞または深層の細胞によって特異的に産生されることが知られて
いる 4, 6，7，11）。このことから、領域間基質にみられる太い線維束はⅩ型コラーゲンからなり、
これが関節軟骨における加重への抵抗性の基本構造をなしていると考えられる。
また、このような太い線維束の基部は石灰化層に埋入されており、その部位の石灰化層は
線維束ごと隆起している。著者１）は 9 週齢以降の関節軟骨で、その前方部にはタイドマー
クが出現するが、中央および後方部ではそれらは出現しないことをすでに報告している。タ
イドマークは、関節軟骨における石灰化層と未石灰化層の界面が平滑な時に出現するもので
ある。9 週齢の中央および後方部でそれがみられないのは、これらの部位の界面に凹凸をも
たらして未石灰化層と石灰化層の嵌合力を高めていることに加え、深層および石灰化層を貫
く太い線維束の基部の安定化を図る意味もあると考えられる。
このように、関節軟骨の中でも大きな荷重のかかる中央および後方部では、発育に伴って
アグリカンが減少するが、深層から石灰化層にまで連続する基質線維の太い束が形成されて
おり、このことからこの部位では加重の緩衝よりもそれへの抵抗性を高める構造が獲得され
ていると思われる。それに対して、前方部には基質が乏しく、このような構造状の違いは発
育に伴う関節軟骨の各部位の機能分化を反映していることが推測された。

結

論

関節軟骨の中央および後方部は、発育に伴って加重の緩衝よりもそれへの抵抗性を高める
構造が獲得され、それに対して前方部には細胞間基質の増加が認められなかった。このよう
な構造状の違いは、発育に伴う関節軟骨の各部位の機能分化を反映していることが理解され
た。
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Changes in Extracellular Matrix of Tibial Articular
Cartilage in growing rat
OGIWARA, Yuh
FUJIKAWA, Kaoru
OHSAKO, Masafumi
There were various types of collagen fibers in matrix of articular cartilage, and they
had characteristics of structures and functions. However, it had little reported how the
matrix fibers of articular cartilage indicated changes according to growth. Then, purpose
of this study was to investigate structural changes of the matrix fibers in relation to their
function, due to observing them in each portion (anterior, mid and posterior) of the
articular cartilage in growing rats.
Wistar strain male rats(3, 5，9 and 14 week-old, 6rats in each stage)were used as
materials. They were sacrificed under anesthesia, and their hindlimbs were excised. Using
those, sections and other specimen were made, and they were observed by light and
electron microscope.
Superficial and intermediate layers were thin at mid and posterior portions of the
articular cartilage, and deep and calcified layers were very thick, in 3-week-old rats.
Thickness of every layer decreased with growing, and that of anterior portion decreased
remarkably. Chondrocytes arranged irregularly in any layer of 3-week-old rats. But they
arranged like column at the intermediate layer of mid portion in 5-week-old rats, and
those arrangements were going to recognize at deep and calcified layers with growth.
Column-like arrangements were found at posterior portion in 10-week-old rats yet, but
were not found at anterior portion. As observing with scanning electron microscope,
collagen fiber bundles were formed by gathering collagen fibers densely. Thicker fiber
bundles were formed by same method, and they arranged in perpendicular direction to
surface of the articular cartilage.
From these facts, it was speculated that the matrix fibers indicated irregular
arrangements at early stage of growth, but they became form thicker fiber bundles with
growth. And, uncalcified layer connected to calcified layer stiffly, due to the thick fiber
bundles penetrated between both layers, and this structure gave stability to the articular
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cartilage. It was understood that the structural changes of matrix fibers enhanced of
resistance to mechanical stress and articular cartilage indicated different processes of
differentiation in each portion, because column-like arrangements of chondrocytes and
thick fiber bundles became recognize at mid and posterior portions of articular cartilage
accordin to growth.
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