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研究成果の概要（和文）：原索動物ホヤ類は雌雄同体で、自家受精する自家和合種と、自家受精しない自家不和合種が
存在する。自家不和合種であるカタユウレイボヤ等のホヤでは、どのようにして自己非自己認識（アロ認識）を行い、
自家受精を回避しているのか、その解明が本研究の目的である。本研究により、カタユウレイボヤのアロ認識分子（卵
側v-Themis-A, -B, -B2と精子側s-Themis-A, -B, -B2）が同定された。生化学的、遺伝学的解析から、３ペアの卵側リ
ガンド分子を精子側レセプターが認識し全て自己分子と認識すると、精子へのCa2+流入が起こり、卵膜から離脱して自
家受精を防いでいることが判明した。

研究成果の概要（英文）：Ascidians (Protochordates) are hermaphrodities, which release sperm and eggs almos
t simultaneously. Several species, including Ciona intestinalis, show self-incompatibility to avoid self-f
ertilization. We revealed that three pairs of egg-side ligands on the vitelline-coat (v-Themis-A, -B, and 
-B2) and cognate sperm-side receptors (s-Themis-A, -B, and -B2) are responsible for self/non-self recognit
ion (allorecognition) during fertilization in C. intestinalis by genetic analyses, proteomic analyses, and
 genome-editing techniques. We also found that when C. intestinalis spermatozoon binds to the vitelline co
at of a self-egg, Ca2+ influx into sperm takes place, resulting in the detachment of sperm from the vitell
ine coat. Since s-Themis-B/B2 contain a cation channel domain in their C-terminal regions, s-Themis-B/B2 m
ay play a key role in self-recognition during fertilization of the ascidian C. intestinalis.
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図 2 カ タ ユ ウ レ イ ボ ヤ に お け る s/v-Themis-A, 
s/v-Themis-B を介した自家不和合性様式の仮説 

１．研究開始当初の背景 

 原索動物ホヤ類は雌雄同体で、精子と卵を
ほぼ同時に海水中に放出するが、多くの種で
自家受精は回避されている。この性質を自家
不和合性という。獲得免疫系をもたない下等
脊索動物がどのようにして自己と非自己を
識別しているかは動物学における長年の大
きな謎であった。著名な遺伝学者である T. H. 
Morgan は、精子の卵黄膜への結合段階で自己
非自己認識（アロ認識）が行われることを見
いだしているが、詳細は未だに不明である。
本計画代表は、ゲノム概要配列が解読されて
いるカタユウレイボヤを用いてポジショナ
ルクローニングを行ない、２つの独立遺伝子
座がアロ認識に関わることと、その作用機構
の概要を明らかにした。 
 実際の実験では、卵を酸処理して自家受精
させ、得られる子供同士の交配実験を行うと、
ある個体の精子は別の個体の卵を受精させ
るが、その逆はできないという一方向性不稔
という現象が見られる（図１）。その理由と
して Morgan は、自家不稔因子が、精子は片
親の遺伝子から、卵は両親の遺伝子から発現
しているためである、と解釈した。この一方
向不稔が見られる場合、卵提供個体はその座
位においてヘテロであり、精子提供個体はホ
モであると考えられる（図１）。その理論に
合致する遺伝子領域を染色体上の 70 個のマ
ーカー遺伝子に絞って PCR で探索し、候補領
域を絞り込み、その中から卵黄膜で発現して
いるタンパク質（v-Themis）と精巣で発現し
ている多形に富む遺伝子（s-Themis）の発見
に至った。 

 
 これら２つの自家不和合性決定座位には、
非常に多型に富むポリシスチン-1 様イオン
チャネル（多発性嚢胞腎の原因遺伝子）とフ
ィブリノーゲン様分子のペアが共通して含

まれる。前者は精子側の認識分子（s-Themis
と命名）で、後者は卵黄膜上の認識分子
（v-Themis）である。興味深いことに、後者
の遺伝子は前者の遺伝子の第１イントロン
に逆向きにコードされており、これらの遺伝
子ペアは強固なパートナー関係を保ったま
ま、次世代に受け継がれる（図２）。精子膜
に存在する s-Themis は、卵黄膜上の v-Themis
を自己と認識すると受精が阻害されるしく
みになっている。また、このペアは２組存在
し、両ペアとも自己と識別されないと、自己
と認識されないので、厳格なアロ認識を行う
ことができることを、遺伝学実験の結果が示
している（図２）。この遺伝様式は、被子植
物に見られる自家不和合性遺伝子の作用機
構と酷似しており、収斂進化の好例といえる。 

２．研究の目的 
 本研究では従来の研究を発展させて、
s-Themis-A と-v-Themis-A のペア、s-Themis-B
と v-Themis-B のペアがカタユウレイボヤの
受精におけるアロ認識に真に関わっている
か否かを明らかにすること、s/v-Themis 遺伝
子のアレル（ハプロタイプ）の解析、精子が
卵黄膜に結合後におこる自己認識シグナル、
s/v-Themis 以外にアロ認識に関わる分子、
s/v-Themis がカタユウレイボヤ以外のホヤに
も存在するか否か、について焦点を絞って 
研究を行った。   
 また、動植物共通のアロ認識機構という視
点からの解析も目指した。特に、s/v-Themis
ホモログがカタユウレイボヤ以外のホヤや、
ホヤ以外の動植物のアロ認識機構に関わる
か否かについても検討した。 
 
３．研究の方法 

(1) s/v-Themis 分子のアロ認識における役割
の解明：①s-Themis-A/B の精子における存在
の検証： s-Themis が精巣で発現しているこ
とは確認されているが、精子細胞膜上での存
在は確認されていない。そこで、精子細胞膜
画分を用いて SDS-PAGE を行い、そのゲル切
片をトリプシン消化後 LC/MS/MS 分析を行
い、その存在確認を行った。また、特異抗体

図 1 カタユウレイボヤの交配実験における一方向性不稔 
精子は片親の遺伝子を、卵は両親の遺伝子を発現するので、
自家受精の F1 個体同士で交配実験を行うと、ヘテロ個体(A/a)
の精子がホモ個体(A/A や a/a)の卵を受精させるが、逆にホモ
個体(A/A や a/a)の精子がヘテロ個体(A/a)の卵を受精させず、
受精の成立に方向性がみられる。 
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を用いた免疫染色によっても局在解析を試
みた。  
② v-Themis と s-Themis のタンパク質間相互
作用解析：遺伝学的解析結果から、同一ハプ
ロタイプの v-Themis を s-Themis が認識する
と考えられるが、タンパク質間の結合が自己
と非自己由来の分子間でどの程度異なるの
かを検討した。方法としては、大腸菌および
無細胞系で発現させたタンパク質間相互作
用の解析や、酵母ツーハイブリッド法を利用
した解析を検討した。  
③ Themis の機能解析：s/v-Themis-A, -B, -B2
のどのペアがアロ認識に関わるかを解析す
る目的で、自家受精により得られた個体同士
を掛け合わせてＦ２個体を作製し、A, B, B2
のアレルが同一か否かを確認しつつ、掛け合
わせ実験を行い、他家不和合性を示すかを検
討した。一方、s/v-Themis-A, -B, -B2 の機能を
直接的に知ることを目的として、TALEN 法に
より s/v-Themis-A, B, B2 の遺伝子が欠失した
変異体を作出した。そして、これが自家受精
するか否かを検討した。   
(2) Themis 遺伝子の対立遺伝子（アレル）の
多型解析：v-Themis と s-Themis の超可変領域
における個体間の相同性は 30%以下と非常
に低いが、v-Themis と s-Themis が真にペアを
形成しているか否か、また共進化しているか
否かについても検討した。  
(3) 自己認識後のシグナル伝達機構：カタユ
ウレイボヤでは、自己認識後に精子が卵黄膜
から離脱する。ここでは、その精子細胞内シ
グナル伝達機構を明らかにする。PKD1 様チ
ャンネルは Ca2+チャンネルであるが、精子に
自己由来の卵黄膜を相互作用させると、精子
細胞内で Ca2+の濃度変化が生じるか否かを、
蛍光顕微鏡を用いたライブイメージング技
術により検討した。  
(4) Themis オルソログの探索と動植物共通の
アロ認識機構：s/v-Themis のオルソログが他
のホヤにも存在するか否か、またホヤ以外の
動植物にも存在するか否かをゲノムデータ
ベース検索や PCR により探索した。アロ認識
に関わるか否かの機能解析も検討した。 
 
４．研究成果 
(1) s/v-Themis 分子のアロ認識における役割
の解明：① s-Themis-A と s-Themis-B の存在
を確認するために様々な方法で可溶化して
SDS-PAGE を行い、LC/MS/MS で解析を行っ
たが、s-Themis の消化断片は検出されなかっ
た。s-Themis は膜貫通ドメインが多いため、
可溶化が困難なことに起因すると思われる。
そこで、s-Themis-A と-B の REJ 領域に対する
特異抗体を作製し、局在性解析を行った。そ
の結果、s-Themis-A も-B も精子頭部先端と尾
部に存在することが示された。 
②次いで相互作用解析を行った。s-Themis-A
の超可変領域と v-Themis-A を組換えタンパ

ク質として大腸菌で発現させ、プルダウンア
ッセイによりタンパク質間相互作用の解析
を行ったが、不溶化し、相互作用解析には不
向きであった。また、無細胞系タンパク質合
成システムで発現させたタンパク質間での
相互作用解析も行ったが、検討した s-Themis
の超可変領域だけでは、特異的結合は確認さ
れなかった。これは、s-Themis と v-Themis
との相互作用に s-ThemisのN末端側の広い領
域を必要とする可能性や、s/v-Themis-A と
s/v-Themis-B の両者の相互作用が同時に必要
な可能性などが考えられる。さらに、糖鎖等
の翻訳後修飾が必要な可能性も考えられる。
酵母ツーハイブリッド法によりタンパク質
相互作用について解析したが、検討した条件
下では、アレル特異的相互作用は確認されな
かった。 
③ s/v-Themis-A と-B 以外の類似遺伝子の探
索を行った。その結果、s/v-Themis-A 遺伝子
から 2200 kbp 離れた位置に s/v-Themis-A2 と
命名した類似遺伝子が存在し、s/v-Themis-B
遺伝子近傍（60kbp）に s/v-Themis-B2 遺伝子
が存在することが判明した。s/v-Themis-A2 に
関しては、多型がなく終始コドンが現れる点
やプロテオーム解析においても v-Themis-A2
が卵黄膜上で確認されないことから、偽遺伝
子であると考えられる。一方、s/v-Themis-B2
は個体間で多型に富み卵黄膜に存在してい
ることや、s-Themis-B2 は精巣で、v-Themis-B2
は卵巣で発現していることから、少なくとも
アロ認識に関わる必要条件は満たしている。 
 次に、この s/v-Themis-A, -B, -B2 の３ペア
がアロ認識に関わるか否かを知る目的で、自
殖 F1 および F2 個体を用いて遺伝学的解析
を行った。その結果、s/v-Themis-A と-B が同
一 ア レ ル の 組 み 合 わ せ で あ っ て も 、
s/v-Themis-B2 のアレルが異なれば、非自己と
認識されて受精することが判明した。同様に、
s/v-Themis-A と-B2 が同一アレルであっても、
s/v-Themis-B のアレルが異なれば、非自己と
認識されて受精した。これらのことは、少な
くとも s/v-Themis-B と-B2 はアロ認識に深く
関わっていることを示している。また興味深
いことに、s/v-Themis-B と-B2 が同一アレル
で、s/v-Themis-A が異なる組み合わせにおい
ては、非自己と認識して受精する場合もあれ
ば自己と認識して受精しない場合、さらに中
間的な表現型を示すものも見られた。この結
果は、s/v-Themis-A はアロ認識に関わるもの
の、s/v-Themis-B, -B2 の関与の方が大きいこ
とを示唆している。 
 次いで、TALEN 法により s/v-Themis-A, 
-B/B2 の遺伝子を破壊した個体を作製し、そ
の自家受精率を検討した。ここで s-Themis-B
と B2 は、超可変領域以外は配列の相同性が
非常に高いことから、B と B2 を区別して遺
伝子破壊することは困難であり、同時破壊と
なる。受精卵に Themis のＮ末端領域で TALE
ヌクレアーゼによって切断されるようにデ
ザインし、Themis 領域の特異的切断を試みた。



図 3 カタユウレイボヤにおける s/v-Themis-A, -B, -B2
を介する自家不和合のモデル 
 

そしてこの受精卵を成体に育てて、放精抱卵
を誘起し、得られた卵と精子を用いて受精実
験を行った。その結果、自家受精可能な卵と
精子を産生する個体が確認された。これらの
結果は、s/v-Themis-A, B, B2 がアロ認識の責
任遺伝子であることを明確に示している。 
(2) Themis 遺伝子の対立遺伝子（アレル）の
多型解析：A と B に関して、アレル解析を行
った。分子系統解析の結果、Themis-A と
Themis-B は全く異なったクレードに分類さ
れ、分子進化的にも異なった分子であること
が示された。また、分子系統樹を用いて各ア
レルの樹形解析を行ったところ、s-Themis-B
と v-Themis-B は共進化していることが示唆
された。一方、s-Themis-A と v-Themis-A に関
しても、一部の例外を除き樹形が一致するこ
とから共進化していると考えられる。
s/v-Themis-A の場合、遺伝学的解析から、ア
ロ認識への関与が低いアレルも存在するこ
とが示されており、樹形が一致しない理由は
それに起因する可能性が考えられる。いずれ
にせよ、v-Themis と s-Themis のアレルの組み
合わせが異なることはないので 1:1 対応して
いることは明らかである。このことからも、
パートナー分子であることは明らかであり、
共進化していると考えられる。 
(3) 自己認識後のシグナル伝達機構：
s-Themis-B のＣ末端にはカチオンチャンネル
ドメインが存在する。ホヤではカルシウムが
精子の活性化や走化性に関わることが知ら
れている。また、自己と非自己卵（グリセリ
ン処理卵）に精子を加えると、自己卵に結合
した精子は運動性を低下させるか、卵黄膜か
ら離脱する現象が見られたが、海水中のカル
シウム濃度を低下させるとこの現象が抑制
された。これらの結果を基に、s-Themis-B の
カチオンチャンネルがカルシウムチャンネ
ルとして自他認識に関わっている可能性を
考えた。精子を単離卵黄膜に結合させ、精子
細胞内でカルシウム濃度変化が起こるか否
かを、ライブイメージング技術を用いて解析
した。その結果、精子は自己卵由来の単離卵
黄膜に結合すると、１秒以内にカルシウム濃
度の急激な上昇がおこること、非自己卵由来
の卵黄膜に結合してもカルシウム濃度上昇
は起こらないこと、海水のカルシウム濃度を
低下させるとカルシウム濃度上昇は起こら
なくなることが判明した。これらのことから、
精子が自己卵の卵黄膜に結合すると精子細
胞内へのカルシウム流入が起こり、卵黄膜か
ら離脱することが示された（図３）。  
(4) Themis オーソログの探索と動植物共通の
アロ認識機構：ゲノムデータが検索可能なカ
タユウレイボヤ以外のホヤを用いて、
s/v-Themis オルソログが存在するか否かを調
べた。その結果、マボヤにおいては、ゲノム
上には 3 つの s/v-Themis 遺伝子をコードする
scafold が存在することが判明した。その内の
2 つに関しては、v-Themis 遺伝子産物が卵黄
膜上で検出されることから、アロ認識に関わ

る可能性も考えられる。マボヤでは卵黄膜の
HrVC70 が多型に富むアロ認識分子であると
考えているが、v-Themis もこの分子と相互作
用している可能性もあり、今後に残された課
題である。また、自家和合種という報告もあ
るユウレイボヤに関しては、実際には自家不
和合性を示す。この種にも s/v-Themis-A と 
–B のオルソログが存在することが示された。
しかし、多型が多いので、PCR で遺伝子を増
幅することができず、詳細な解析は今後の課
題である。なお、典型的は自家和合種である
Phallusia mammillata では s/v-Themis のオル
ソログは発見されていない。これらのことも、
s/v-Themis がアロ認識に関わる重要な責任因
子であることを支持している。 
 v-Themisに構造が類似したv-Themis-likeも
カタユウレイボヤ卵黄膜に存在することを
確認した。この分子には多型が見られないが、
自家不和合性を失う卵の酸処理により卵黄
膜から離脱することから、自家不和合性への
関与が考えられる。この分子は、精子の卵黄
膜への結合をサポートし、s/v-Themis 間のア
レル認識を補助している可能性が考えられ
る（図 3）。  
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