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研究成果の概要（和文）：ホヤやウニなどの走化性を示す精子に見られる遊泳方向の制御は、カルシウム濃度に
依存した鞭毛運動の変化によって引き起こされる。しかし、膜タンパク質を介する細胞内カルシウム濃度の調
節、およびカルシウムによる鞭毛運動の制御の機構はほとんど解明されていない。本研究では、カルシウム反応
を「機械刺激により誘導」するという技術的ブレークスルーにより、遊泳する精子の挙動からカルシウム動態の
高精度の推定を実現し、これに基づいてカルシウム排出に関わるタンパク質の機能には，ラフトの形成とアクチ
ン繊維の存在が重要であることを示した。さらに，このラフトは、精子の遊泳条件では，鞭毛に沿って移動する
ことを発見した。

研究成果の概要（英文）：A mechanism regulating the sperm swimming has not clearly been understood. 
In sea urchin sperm, calcium plays an important role for this regulation. At pH6-7, sperm does not 
show swimming and is immotile. Calcium dynamics of influx and efflux through flagellar membrane is 
known to be necessary for normal swimming and an inhibition of this dynamics brings about the 
inhibition of swimming movement.By using this characteristics of sperm at pH7 and 8 we compared the 
differences such as raft formation and behavior of membrane fluorescent probes. We found that the 
function of calcium efflux protein in the flagellar membrane, PMCA, requires formation of a 
so-called lipid raft with cooperative existence of flagellasialin. Actin was detected in the raft 
fraction of the sperm membrane obtained at pH8, but the role of actin has not been elucidated. 
Furthermore, we observed that a fluorescent probe detecting rafts moves along the flagella at pH8, 
suggesting a certain dynamic factor of the raft.

研究分野： 細胞生物学、細胞生理学

キーワード： 生体膜　ラフト　カルシウム　精子　ウニ　生体分子
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１．研究開始当初の背景 

 ウニ精子は，細胞内カルシウム濃度が 10-4 M

以上に高まると鞭毛は基部でステッキ状に曲が

り，運動を停止する．これよりわずかに低い濃度

10-5 −10-7 M では，鞭毛の波形は非対称となる

が運動は続く．細胞内カルシウム濃度の上昇は

通常一過的で，上昇後すぐに 10-8 M 以下の低

濃度にもどる．精子が卵に対して走化性を示す

ときには，細胞内カルシウム濃度の一過的増大

が周期的に起こり，直進とターンが，卵に到達す

るまで交互に繰り返される（Shiba と Yoshida ら，

2008; Darszon らのグループ 2004 他；Kaup 

らのグループ 2003 他）．細胞内カルシウムの急

激な上昇には，電位依存性のカルシウムチャネ

ルが，またカルシウムの排出には，Plasma 

membrane Ca2+-ATPase と Na+/Ca2+ 

exchanger（以下，PMCA と NCKX）などが関

与することが示唆されていた（Vacquire のグル

ープ）．しかし，カルシウムの動態とこれら膜タン

パク質の機能との関係を示すことは困難であっ

た． 

 ウニやホヤの精子に見られる「機械刺激反応」

は，研究代表者らが発見した興味深い現象であ

る（Kambara ら, 2011）．遊泳中のウニ精子の

頭部先端に微小ガラス針をぶつけると，精子は

一時的に運動停止を示し，その後直進遊泳（対

称な波形）を示して遊泳方向を変え，その数秒

後，通常の非対称波を示す緩やかなターンを示

す遊泳軌跡へと戻る．これらの一連の反応は，

いずれも細胞内カルシウム濃度変化と対応して

おり，この方法が，本研究におけるカルシウム動

態の解析の困難を克服する道を拓くこととなっ

た． 

 

２．研究の目的 

 タンパク質をはじめとする生体分子が，膜上の

ある領域に集合して機能する，microdomain

（脂質ラフト）の存在が指摘されているがその実

体は未だ定かではない．この解析が難しい原因

の一つは，ドメインが動的であり，時間的にも空

間的にも高い分解能でなければ解析できないこ

とにある．もし精子のカルシウム動態に関わる分

子が脂質ラフトを形成して機能するならば，ラフ

ト形成の阻害剤下で機械刺激受容反応に伴う

遊泳軌跡に乱れが生じるので，カルシウム制御

のどの過程で脂質ラフト形成が関わるかを明ら

かにできる．そこで，フラジェラシアリンがアクチ

ンおよび PMCA と共局在することを確認した上

で，ラフト形成とアクチン繊維の役割に注目し，

カルシウム排出の開始過程でアクチン繊維の動

態 が ， 1) 脂 質 ラ フ ト へ の PMCA の 集 積 ，

2)PMCA によるカルシウム排出，3)フラジェラシ

アリンの分布とカルシウム排出，4)PMCA から

NCKX への切り替え（カルシウム濃度の微小な

変化を感知？），に関与するという仮説を立て，

これを生理機能と生化学特性の両面から検証

することを目指した． 

 

３．研究の方法 

 材 料 と し て バ フ ン ウ ニ (Hemicentrotus 

pulcherrimus)の精子を用いた． 

(1)脂質ラフト画分に含まれるタンパク質の分析 

 個体より切り出した精巣から精子を採取した

(dry sperm). 精子の運動性獲得は人工海水

(pH 8.0)への懸濁によりおこない，MβCD は懸

濁後 5min で最終濃度 10mM となるように加え

15min 間室温で保持した． 精子を 0.1％の界

面活性剤(Triton-X100)を含む可溶化緩衝液

に懸濁後遠心し，細胞膜に含まれる成分を回収

した後 85%-30%-5%のショ糖溶液を重層した密

度勾配遠心（200,000g, 18h, 4℃）により分画し，

各分画に含まれるタンパク質を回収した．得られ

たサンプルは還元変性処理(65℃, 15min)して

電気泳動(SDS-PAGE)を行い，PMCA, アクチ

ン，Flagellasialin の抗体を用いたウエスタンブ

ロット解析によりラフトに存在するタンパク質の同

定を行った．  

(2)生きたウニ精子を用いた脂質ラフトの機能阻

害 

 暗視野顕微鏡下で水圧式マイクロマニュピュレ

ーターに取り付けたガラス微小針により精子頭

部に機械刺激を与え，ストロボ照明により波形を

可視化したウニ精子の遊泳の軌跡を記録した．

機械受容反応における反応時間及び反応パタ

ーンの解析をラフトの形成を阻害する MβCD (1 

- 5 mM), ア ク チ ン の 重 合 阻 害 剤 の

LatrunculinB (1 - 5 µM)及びアクチンフィラメ

ント脱重合阻害剤の Jasplakinolide (1 - 5 µM)

存在下で行った． 

(3)蛍光分子を用いた細胞膜の観察 



①ラウルダンの蛍光２波長同時観察によるラフト

形成の定量化 

 ウニ精子を pH 6.5 の人工海水に希釈し，ラウ

ルダン(10 µM)を加えて 40 min 室温で保持し

細胞膜に取り込ませた．観察時に pH 6.5 の人

工海水又は pH 8.0 の人工海水に再希釈し，

MβCD (1 - 5 mM), LatrunculinB (5 µM), 

Jasplakinolide (5 µM)の効果を pH 8.0 の人

工海水を用いて解析した．カバーガラスを用い

て作成したチャンバーに精子を潅流し，354nm

レーザーを用いて励起された蛍光をダイクロイッ

クミラーにより 440nm と 490nm の２波長に分け，

I.I.CCD カメラを用いて同時に観察した．蛍光

強度の測定はレーザーパワーとのリニアリティが

ある 50 – 200 a.u.の範囲で行った．細胞膜のラ

フト形成状態を示す GP 値を，精子の蛍光観察

像から imageJ を用いて GP＝I440 – I490 / 

I440 + I490 により算出した． 

② 蛍光スフィンゴミエリンの一分子観察 

 ウニ精子を pH 6.5 の人工海水に希釈し，蛍光

ラベルしたスフィンゴミエリン(5 nM)又はホスファ

チジルコリン(30 nM)を加えて 20 min 室温で保

持した．pH 6.5 の人工海水又は pH 8.0 の人工

海水に再希釈した精子をカバーガラスで作成し

たチャンバーに潅流してガラス面に付着させ，

精子の細胞膜における蛍光分子の輝点の動き

を全反射顕微鏡(TIRF)とエンハンサーを付け

た sCMOS カメラを用いて 33ms の時間分解能

で記録した．輝点の拡散係数の計算を解析用ソ

フトウエア WinATR，輝点の速度の解析を

Labview による自作ソフトウエアにより行った． 

 

４．研究成果 

(1)ウニ精子のラフトに含まれるタンパク質の解析 

 細胞膜の脂質ラフトに含まれる構成要素は，シ

ョ 糖 密 度 勾 配 遠 心 に よ り LD-DIM (Low 

Density Detergent Insoluble Membrane)分

画に集積する．運動開始前後のウニ精子の細

胞膜からラフト分画に含まれるタンパク質を回収

し Immunoblot 法により解析した結果，運動性

を獲得した後の精子のラフト分画には Ca2+排出

膜タンパク質である PMCA, 脂質ラフトに局在

する事が知られる GPI-アンカープロテインであ

る Flagellasialin, 細胞骨格タンパク質であるア

クチンが検出された．PMCA とアクチンは運動

を開始していないdry spermを用いた同様の解

析ではラフト画分に検出されなかったため，ウニ

精子において運動の開始が細胞膜の状態変化

を引き起こす可能性が示唆された． 

 Flagellasialin はウニ精子の細胞膜に特異的

に存在するα-2,9結合ポリシアル酸糖タンパク質

であり，ウニ精子の細胞内 Ca2+濃度の調節に関

わるとの知見が得られている（Kambara et al., 

2011）.またアクチンは膜タンパク質ではないた

め単独でラフト画分に含まれる事は起こりえない．

Flagellasialin やアクチンが細胞内 Ca2+の排

出を担う膜タンパク質である PMCA と共にラフト

画分に検出された事から，これらのタンパク質が

精子の運動開始後にラフトに集合し機能的に相

互作用する事によりウニ精子の細胞内 Ca2+濃

度がコントロールされている可能性が示された． 

 MβCD 処理によりコレステロールを細胞膜から

除去しラフトの形成を阻害した精子の細胞膜を

用いて同様の解析を行った結果，PMCA とアク

チンはラフト画分に検出されず，MβCD 処理は

機能的なラフトの形成を阻害しうる事が明らかと

なった．  

(2)機械刺激反応を用いた運動性の解析 

① MβCD 処理によるラフト形成阻害の効果 

細胞膜におけるラフト形成が生きたウニ精子の

細胞内 Ca2+濃度変化に伴う精子の波形制御機

構にどのような役割を果たしているのか，機械刺

激反応を用いて解析した．ウニ精子の細胞内

Ca2+濃度は通常〜10-8 M と低く保たれ，カバー

ガラス上では非対称な波形で円軌跡を描いて

遊泳するが，頭部にガラス微小針で刺激を与え

ると急激な Ca2+流入により細胞内 Ca2+濃度が

上昇し精子は Quiescence と呼ばれる片側のみ

の屈曲を残した停止反応をおこす．続く細胞内

Ca2+の排出により Quiescence は解除され精子

は細胞内 Ca2+濃度の低下に伴って対称波形を

形成して直進遊泳を行い針から遠ざかり，その

後元の円軌跡での遊泳を行う(CQSC パターン

反応)．  

 MβCD 処理を行いラフトの形成を阻害した精

子の機械刺激反応を解析した結果，正常な精

子に比べ停止反応（Quiescence）の持続時間

が有意に増加した．さらに，通常停止反応の解

除後に細胞内 Ca2+濃度の低下に伴っておこる

直進遊泳が観察される割合が低下し CQSC パ



ターンから CQC パターンへと機械刺激反応が

変化した．これらの観察結果は，機能的なラフト

の形成が PMCA の働きによるコントロールされ

た精子の細胞内 Ca2+濃度制御機構に重要であ

る事を示している． 

②アクチン阻害剤の効果 

阻害剤を用いて機械刺激反応により引き起こさ

れる細胞内 Ca2+濃度変化に対するアクチンの

関与を検証した結果，アクチンフィラメントの脱

重合阻害剤である Jasplakinolide 処理(5 µM)

を行ったウニ精子では MβCD 処理によるラフト

形成の阻害を行った精子を用いた場合と共通し

て停止反応の持続時間の増加及び 40％の精

子において直進遊泳が観察されなくなるという

反応パターンの変化が観察された．アクチンの

重合阻害剤である LatrunculinB 処理(5 µM)

を行った精子ではおよそ 20%の精子で直進遊

泳が観察されなくなったが，停止反応の持続時

間の増加は観察されず,Jasplakinolide 処理よ

りも効果は限定的だった．これらの結果から，ア

クチンの脱重合の阻害はラフト形成阻害と同様

に細胞内 Ca2+濃度を低下させるメカニズムに異

常を引き起こす事が示され，アクチンの動態が

細胞内 Ca2+濃度の制御機構に関与する事が明

らかとなった． 

(3)蛍光プローブによる細胞膜ラフトの直接観察 

①ラウルダンを用いた細胞膜の状態変化の測定 

ラ ウ ル ダ ン (6-Dodecanoyl-2-Dimethyl 

aminonaphthalene)は細胞膜の状態変化（脂

質ラフト形成）を反映して発光波長を変化させる

環境感受性色素であり，細胞膜内に取り込まれ

たラウルダンは細胞膜への水分子の浸入が多

い状態(Disordered lipid phase)では 490nm

の，ラフト形成状態とされる細胞膜への水分子の

浸入が少ない状態(Ordered lipid phase)では

440nm の発光波長を示す事が知られている．

本研究では 354nm レーザーによる励起光をラ

ウルダンを細胞膜に取り込ませたウニ精子に照

射し，観察された発光波長をダイクロイックミラー

とフィルターを用いて 440nm と 490nm に分割

しそれぞれの蛍光像を同時に観察できる２波長

同時観察顕微鏡システムを作成した．観察され

た精子の蛍光像から解析プログラムを用いて細

胞膜でのラフト形成の度合いを数値化できるGP

値を示す画像を得た． GP 値が高い部分は細

胞膜においてラフト形成が多い事を示している． 

GP 値の MβCD 濃度依存的な低下が観察され，

細胞膜のラフト形成状態の変化を直接観察する

ことに成功した． 

②ウニ精子の運動開始に伴う GP 値の変化 

ウニ精子の運動開始前後で GP 値の比較を行

った結果，運動性をもつ精子の鞭毛は運動性を

もたない精子の鞭毛に比べ高い GP 値を示し，

精子の運動性の獲得により鞭毛の細胞膜にお

いてラフト形成が促進されることが明らかとなっ

た．GP 値は鞭毛の長軸に沿って値に変動が見

られ，細胞膜の状態は常に変化している事が示

された． 

③アクチン阻害剤の効果 

GP 値に対するアクチン阻害剤の効果を調べた

結果，Jasplakinolide 処理(5 µM)を行ったウニ

精子では GP 値の低下，LatrunculinB 処理(5 

µM)を行った精子では GP 値の上昇する傾向が

観察されたが，測定値はばらつきが大きく有意

な差は検出されなかった． 

(4)鞭毛上のラフト分子の可視化 

ラフトはコレステロールとスフィンゴ脂質を含む細

胞膜の機能ドメインと考えられている．精子の細

胞膜におけるラフトの動態をとらえるため蛍光プ

ローブをつけたスフィンゴミエリンの動きを一分

子顕微鏡を用いて観察した.スフィンゴミエリンの

輝点は鞭毛の長軸に沿って両方向に動いてお

り，精子の運動開始前後で拡散係数はそれぞ

れ 1.1µm2/s と 0.6µm2/s と運動性を持つ精子の

鞭毛で高い値を示した．輝点の動きの多くはブ

ラウン運動をしていたが，運動開始後の精子に

おいてのみおよそ 1 秒間一方向へスムーズに動

く様子が観察された．これらの結果は，運動性を

持つ精子の鞭毛の細胞膜においてラフトがより

動的な性質を獲得するメカニズムが存在する事

を示唆する． 
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