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研究成果の概要（和文）：精巣および精子におけるベイシジンの機能を解析するため、マウス精

巣・精子を用いてベイシジンと相互作用する分子について調べた。その結果、精巣、精子ではモ

ノカルボン酸トランスポーター(MCT)1ではなく、MCT2がベイシジンと共存する可能性が示さ
れた。また、精子型ベイシジンは、精巣型ベイシジンの N末の Ig-like C2 domainの一部が欠
けていた。精子頭部と尾部に局在するベイシジン分子も異なることが示唆された。 
 
研究成果の概要（英文）：To analyze the function of the basigin in the testis and sperm, we 
searched molecules which could bind to the basigin in the mouse testis and sperm. The 
results indicated that basigin did not co-localize with monocarboxylate transporter (MCT) 1, 
but with MCT2. Further, sperm-type basigin lacks a part of Ig-like C2 domain, compared to 
the testis-type basigin. It is also suggested that basigin in the sperm head is different from 
that in the sperm tail. 
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１．研究開始当初の背景 
	 ベイシジンは細胞外に 2つの免疫グロブリ
ン様ドメインを持つ膜糖タンパク質である。3
箇所の N型糖鎖付加部位があり、組織によっ
て糖鎖の長さに違いがある（図１参照）。ベイ

シジン(Basigin/CD147/EMMPRIN) は、多くの
組織で発現し、Tリンパ球の活性化、神経細
胞とグリア細胞の相互作用、ガンの浸潤など

に関与している。 

	 私達のこれまでの研究から、生殖過程にお

いてもベイシジンが重要な役割を担うことが

わかってきた。1)ベイシジン分子はマウス精
巣において精母細胞、精子細胞および精子鞭

毛の主部に局在すること (Maekawa et al, Arch 
Histol, 1998)、2)ベイシジン遺伝子欠損マウス
の精巣では減数分裂前期で精子形成が阻止

され、精子ができず不妊となること 
(Igakura et al, Devel Biol, 1998; Toyama et al, 
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Anat Histol Embryol, 1999; Chen et al, 
Biochem Biophys Res Comm, 2004)、3)ベイシ
ジンは精子においても発現し、受精に関与

していること (Saxena et al, Reproduction, 
2002) などを見いだした。すなわち、ベイ
シジン分子は、精子形成から受精へ至る過

程で、プロセッシングを受け、その局在を

変化させることが分かった(図 1参照)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．研究の目的 
	 精巣・精子において、ベイシジンがどのよ

うな分子と相互作用し複合体を作るかは、そ

の機能を知る上で重要である。精巣以外の系

で、basigin と相互作用する、あるいは複合体
を作ると報告されているタンパク質（caveolin、
MMP、MCT、presenilinなど）に注目し、精巣
や精子における局在を明らかにする。また、

マウス精巣・精子からタンパク質を溶出して

免疫沈降を行い、Western blot法や LC-MS/MS
解析により、相互作用する分子の同定をめざ

す。 
 
３．研究の方法 
(1)動物: ICR系成熟雄マウス 
(2)使用抗体: 
	 ・抗ベイシジン抗体（Santa Cruz, sc-9757） 
	 ・抗カベオリン抗体（Transduction Lab.） 
	 ・抗プレセニリン抗体（Chemicon, 
      MAB5232） 
	 ・抗MCT1抗体（Santa Cruz, sc-50325） 
	 ・抗MCT1抗体（ミリポア, AB1286） 
	 ・抗MCT2抗体（Santa Cruz, sc-50323） 
	 ・抗MCT4抗体（ミリポア, AB3314P） 
(3)蛍光抗体法：精巣、精巣上体を 4%パラフ
ォルムアルデヒドで固定後、凍結切片を作成
し、免疫染色した。また、精子を 2%パラフ
ォルムアルデヒドで固定し、スライドグラス
に塗布、乾燥させ、免疫染色した。Alexa標
識二次抗体を用い、共焦点レーザー顕微鏡で
観察した。 
(4)免疫組織化学法：精巣をブアン固定後、パ
ラフィン切片を作成し、免疫染色した。HRP
標識二次抗体を用い、DAB/H2O2で発色した。 

(5)Western blot：マウス精巣、精子からタン
パクを抽出し、SDS-PAGE後、Western blot
を行った。 
(6)免疫沈降法：マウス精巣、精巣上体尾部精
子を lysis buffer (NP-40 buffer: 1% NP-40,    
150mM NaCl, 50mM Tris-HCl pH8.0)で溶
解し、抗ベイシジン抗体と反応後、Dynabeads 
-Protein Gを用いて免疫沈降した。 
(6)MS解析：得られたサンプルを SDS-PAGE
し、Oriole液で染色後、目的のバンドを切り
取り、MS解析に用いた。また、抗ベイシジ
ン抗体を用いてWestern blotを行った。 
(7) 精子頭部と尾部の分離、分画：精巣上体
尾部精子を PBSに懸濁、sonicationして精子
頭部と尾部を離断。75%, 70%, 65% sucrose 
gradientを作り、精子懸濁液を重層して遠心
することにより、頭部分画と尾部分画に分離

した。 
	 

４．研究成果	 

(1)他の組織や細胞においてベイシジンと相

互作用するとされる分子の抗体を用いて、精

巣・精子における局在を調べ、共存の可能性

を調べた。	 

	 1) プレセニリン-1：精巣および精子におい
て、ベイシジンとの共存は確認できなかった。 
	 2) カベオリン-1：抗ベイシジン抗体 G19
（細胞内ドメインを認識）を用いた間接蛍光

抗体法により、カベオリン-1 がマウス精子頭
部においてベイシジンと共存することがわか

った。カベオリンは、さまざまな分子と結合

しその機能を調節するという情報伝達調節機

能も知られており、ベイシジン機能との関連

が示唆された。 

 
 
 
	 3) モノカルボン酸トランスポーター
(MCT)：MCTは、乳酸やピルビン酸などの輸
送に関与しており、MCTが細胞膜に発現する
ためには、ベイシジンやエンビジン分子との

結合が必要という報告がある。MCT1、MCT2
およびMCT4に対する市販抗体を用いて、マ
ウス精巣・精子における局在を調べ、ベイシ

ジン分子との共存の可能性を調べた。マウス

精巣の免疫組織化学を行った結果、MCT1は、
造精細胞に存在したが、精巣内精子尾部には

【図 1.ベイシジン分子とそのプロセッシング】 

【赤：抗ベイシジン抗体、緑：抗カベオリン抗体で免疫染色】 



陽性反応は弱かった。MCT2 は、精巣内精子
尾部の主部に強く反応し、造精細胞には陽性

反応は見られなかった。MCT4は、Leydig細
胞に強い反応が見られ、造精細胞はほとんど

染まらなかった。またMCT2は、精巣上体頭
部精子において精子尾部の主部に、精巣上体

尾部精子において精子尾部の中間部に強い反

応が出た。このMCT2の精子における局在は、
ベイシジン分子の局在と一致した。また、免

疫沈降法により、MCT2 分子が、抗ベイシジ
ン抗体を用いて免疫沈降したとき、共沈する

ことが示された。網膜やガン細胞においては、

ベイシジンは MCT1 および MCT4 と複合体
を作り、MCT2 とは共存しないと報告されて
いるが、本実験の免染結果により、マウス精

子においては、MCT2 はベイシジンと結合し
うることがわかった。このことは精子が乳酸

を取り込むメカニズムが、他の細胞と異なり、

特殊であることを示すのかもしれない。 
 

 
	 	 	 【精巣凍結切片を免疫染色】 
 

 
	 	 【精巣上体尾部精子を免疫染色】 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)精巣型（分子量約 38-40kD）および精子型
（約 26-29kDa）ベイシジン分子の違い： 
マウス精巣および精子タンパクを抗ベイシジ

ン抗体で免疫沈降し SDS-PAGE を行い、ベ
イシジン分子のバンドを 
切り出して、LC-MS/MS 
解析を行った。その結果、 
精子型ベイシジンは、精巣 
型ベイシジンの N末の 
Ig-like C2 domainの 
一部が欠けていることが 
わかった。 
 
(3)精子尾部と頭部におけるベイシジンにつ
いて：精巣上体尾部精子を sucrose gradient
を用いて頭部分画と尾部分画に分離し、タン

パク質を抽出して抗ベイシジン抗体で

Western blotを行った。精子型ベイジシンは
少なくとも２つのバンド(S-1および S-2)が存
在するが、精子頭部のベイシジンは、S-1 が
優位であり、精子頭部と精子尾部のベイシジ

ン分子（の修飾）が異なる可能性を示した。 
 
(4)精巣および精子において、ベイシジンと共
沈する分子の検索：マウス精巣および精子タ

ンパクを抗ベイシジン抗体で免疫沈降し、

SDS-PAGE 後ベイシジンと共沈する分子の
バンドを切り出し、LC-MS/MS解析を行った。
いくつかの分子が検出されたが、実際にベイ

シジンと共存し複合体を形成しているのか、

検討を続けている。 

【精巣(lanes 1, 2)および精巣上体尾部精子
(lanes 3, 4)から NP-40 bufferでタンパク質
を抽出し、抗ベイシジン抗体を用いて免疫沈

降を行った。Lanes 2, 4 は抗体を用いない
negative control である。SDS-PAGE 後、
Oriole 染色し、ベイシジンと共沈したと思わ
れる 1~8 のバンドを切り出し、LC-MS/MS
解析を行った。】 
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