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研究成果の概要：
ヒトデの先体反応について、精子内の Ca2+の上昇を促す２種類の機構（ARIS と asterosap のシ
グナル伝達機構）が起こす単独作用の時とは全く異なる協調的な Ca2+の上昇機構に焦点をあて
てこれを解明することにある。未だ同定できていない ARIS 受容体を ARIS 活性糖鎖である Fr.1
に対するアフィニティークロマトグラフを用いて、精子膜画分より Fr.1 特異的に結合性を持つ
41kD の受容体候補タンパク質が見出した。さらに、その受容体候補タンパク質の精子膜ラフト
への局在を明らかにした。
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１．研究開始当初の背景
先体反応は、その受精に至る一連の精子・卵
相互作用のうちでも、中核をなす重要なもの
である。
ヒトデ先体反応は、卵ゼリー中の３成分
（ARIS、Co-ARIS、asterosap）がそれぞれ協
調的に精子に対して作用することが必須で
ある。申請者は今まで ARIS・asterosap のシ
グナル間の協調作用に着目して、これには
cGMP 由来の細胞内 pH の上昇を伴う一時的な
Ca2+の上昇と SOC 由来の持続的な Ca2+の上昇、
cAMP の上昇と PKA によるリン酸化が関与す

ることを明らかにしてきたが、この２つの
Ca2+の上昇がどのようにリンクし、先体反応
突起形成を誘導するかは未だ不明である。
２．研究の目的
ヒトデの先体反応について、精子内の Ca2+の
上昇を促す２種類の機構（ARIS と asterosap
のシグナル伝達機構）が起こす単独作用の時
とは全く異なる協調的な Ca2+の上昇機構に焦
点をあててこれを解明することを目的とす
る。

３．研究の方法
（１） ARIS 受容体の単離̶ARIS アフィニテ
イレジンを作成し、ARIS 結合タンパク
質を精製する。
（２） 精子内 PKA 標的分子の同定̶精子抽
出物を用いて PKA リン酸化特異抗体に
より探索する。
（３） ARIS タンパク質領域の構造決定̶ア
ミノ酸配列をエドマン分解により決
定する。
（４） ARIS 遺伝子のクローン化̶（３）の
結果を元にヒトデ卵巣 mRNA より単離
する。
（５） 新口動物における ARIS 様タンパク
質の比較̶棘皮動物、原索動物より
ARIS 様タンパク質遺伝子を検索し、比
較する。
（６） ARIS 生合成過程−in situ
hybridization、抗体染色により ARIS
の合成ステージを決定する。
（７） ヒトデ精子のプロテオーム解析̶
SDS-PAGE により分画したサンプルを
質量分析機により解析する。
（８） ARIS ナノ構造を観察-原子間力顕微
鏡、走査型電子顕微鏡により、観察す
る。
（９） 補因子 Co-ARIS の作用̶マイクロド
メイン上のコレステロールとの作用
を調べた。
４．研究成果
（１） ARIS 受容体の単離̶未だ同定できて
いない ARIS 受容体を ARIS 活性糖鎖で
ある Fr.1 に対するアフィニティークロ
マトグラフを用いて、精子膜画分より
Fr.1 特異的に結合性を持つ 41kD の受
容体候補タンパク質を見出した。この
分子は過ヨウ素酸酸化により不活化し
た ARIS には結合せず、過剰の Fr.1 に
より結合は阻害された。さらに、その
受容体候補タンパク質の精子膜ラフト
への局在を明らかにした。
（２） 精子内 PKA 標的分子の同定̶ARIS と
asterosap の協同的な刺激により、精子
内 cAMP の上昇と cAMP 依存蛋白質リン
酸化酵素(PKA)によるタンパク質のリ
ン酸化がおこることが示されているの
で、PKA のターゲットとなるタンパク質
を同定し、このシグナル経路を試みた
が、同定にはいたらなかった。
（３） ARIS タンパク質領域の構造決定̶ま
た、ARIS 分子の構造を決定するために、
ARIS 蛋白質領域の構造を解析したとこ
ろ、３種類の蛋白質分子(ARIS1,2,3)が
存在することがわかった。
（４） ARIS 遺伝子のクローン化̶エドマン
分解に部分配列を決定し、それを元に

した RT-PCR により、キヒトデ
ARIS1,2,3 の全塩基配列を決定した。
（５） 新口動物における ARIS 様タンパク
質の比較−キヒトデ ARIS1,2,3 配列を元
に棘皮動物においてヒトデ綱、ナマコ
綱、ウミユリ綱について卵外被より
ARIS 様分子を単離し、その構造を決定
した。それぞれ、ARIS 特有のドメイン
が存在し、保存された構造であった。
また、BLAST サーチにより、ナメクジウ
オ、クシクラゲにも同様な遺伝子が存
在した。
（６） ARIS 生合成過程−青森県浅虫より定
期的にヒトデをサンプリングし、各生
殖段階の生殖巣のサンプルを得て、ヒ
トデ生殖巣発達のステージ表を作成し
た。ARIS1, 3 の in situ hybridization
の結果、ARIS mRNA は生殖巣発達の初
期の時期から継続的に発現していた。
卵巣基底膜付近にある初期の卵母細胞
に強く発現が観察された。
（７） ヒトデ精子のプロテオーム解析̶
Asterias amurensis, A. forbesi, and
Asterina pectinifera の精子膜蛋白
質を１次元電気泳動-LC/MS/MS により
プロテオミクス解析を行い、種間の蛋
白質を比較検討した。シグナル伝達に
関わる分子が多数同定された。
（８） ARIS ナノ構造を観察-走査型電子顕
微鏡により卵表面にネット構造が観察
された。原子間力顕微鏡により、直径
約 1.0 nm の繊維状構造、直径約 2.0 ~
5.0 nm の紐状構造が観察された。この
大きさは以前 X 線回折により予想した
ものとほぼ一致した。高濃度になると
糖鎖を介した形でタンパク質同士が連
結し、ネットワーク様構造を形成した。
この構造変化を起こす濃度は先体反応
誘起濃度と一致した。タンパク質領域
を分解すると糖鎖は凝集した構造にな
った。
（９） 補因子 Co-ARIS の作用̶先体反応誘
起のための補因子 Co-ARIS の機能を未
知であったが、標的をラフト画分と予
測し、過剰のコレステロールの添加に
より、Co-ARIS の先体反応誘起補因子と
しての活性が特異的に阻害されること、
Co-ARIS が精子膜上におけるコレステ
ロール状態に影響を与えていることを
見いだした。また、培養細胞カベオラ
強制発現下でも Co-ARIS はカベオラに
変化を与え、モデル膜を用いた AFM 観
察により、ラフト上の GM1 に影響を与
えることが示された。
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