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要旨：マンノシダーゼ処置したマウス卵子に媒精して受精率を調べ，卵子表面のマンノースが受精に果たす役
割について検討した．0.05，0.1，0.5あるいは1.0単位／ 100 µlの濃度のマンノシダーゼで処置した透明帯除
去卵子に媒精すると，受精率は，それぞれ47.8，40.4，28.2および18.8%であり，マンノシダーゼ処置してい
ない対照の卵子の69.2%に比べていずれも有意に低かった．一方，マンノースに親和性のあるレクチンである
Canavalia ensiformis agglutinin（Con A）の結合は，マンノシダーゼ処置していない卵子ではすべてで強度であっ
たが，0.1単位／ 100 µlの濃度のマンノシダーゼで処置した卵子では強度の結合を示したものは44％に減少した．
以上の結果から，マンノースは，透明帯とともに細胞膜表面でも，精子が認識するための物質として役割を果た
している可能性が考えられた．
キーワード：マウス卵子表面，卵子の受精能，マンノース，精子の認識，Con Aの結合

Abstract: Using zona-free mouse eggs treated with mannosidase, the role of mannose on the surface 
of eggs in fertilization was examined.  The fertilization rates of eggs treated with mannosidase at 
concentrations of 0.05, 0.1, 0.5 or 1.0 units/100 µl were 47.8, 40.4, 28.2 and 18.8%, respectively, 
which were all significantly lower than the 69.2% of control eggs with no mannosidase treatment.  The 
binding of Canavalia ensiformis agglutinin (Con A), a lectin with an affinity to mannose, was strong on 
the surface of all control eggs not treated with mannosidase.  However, the rate of eggs showing strong 
Con A-binding was significantly decreased among those treated with mannosidase at a concentration 
of 0.1 units/100 µl (44.0%).  These findings suggest that mannose on the surface of the cytoplasmic 
membrane, in addition to zona pellucida, of eggs has a possible role in sperm recognition.
Key words: Mouse egg surface, Fertilizability of egg, Mannose, Recognition of sperm, Binding of Con A

はじめに

哺乳動物の卵子は，排卵後一定時間は受精能力を保有し
ているが，それ以降受精能は漸次低下することが知られて
いる 1–4)．透明帯を有するマウス卵子の受精能保有時間は排
卵後10ないし12時間であるといわれている 4)．また，受精
能の消失した卵子に受精能を保有している精子を媒精する
と，精子は囲卵腔には侵入するものの，細胞質には侵入しな

いことが知られており 1, 3)，精子は受精能のある卵子と受精
能の消失した卵子を細胞表面で認識している可能性がある．
一般に，哺乳動物の細胞表面にはタンパク質あるいは脂

質と結合した複合糖質が存在しており，細胞の保護や物質
の取り込みとともに，細胞間の認識や組織形成などにも役
割を果たしているといわれている 5–9)．従って，配偶子にお
いても，表面の複合糖質は卵子と精子の認識に役割を果た
していることが想像される．一方，排卵後各種時間を経過し
たマウス卵子の表面の複合糖質の変化がレクチン組織化学
的に調べられている 10)．それによると，排卵後2時間では，
Ulex europeus agglutinin I（UEA-I）とLimulus polyphemus 
agglutinin（LPA）の結合はみられないものの，Maclura 
pomifera agglut in in（MPA），Griffonia s impl ic i fo l ia  
agglutinin II（GS-II），Canavalia ensiformis agglutinin（Con 
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A），Arachis hypogaea agglut inin（PNA），Griffonia 
simplicifol ia  agglutinin I（GS-I），Dolichos bif lorus 
agglut in in（DBA），Glycine max agglut in in（SBA），
Bauhinia purpurea agglutinin（BPA），Tritucam vulgaris 
agglutinin（WGA）およびLotus tetragonolobus agglutinin
（FBP）の結合は弱度ないし強度にみられたという．また，
PNA，GS-I，DBA，SBA，BPA，WGA，FBP，UEA-I，
LPAの結合は，排卵後11時間の受精能の消失過程にある卵
子および26時間の受精能が消失した卵子では変化しなかっ
たが，MPAの結合は排卵後 26時間に弱まるとともに，
GS-IIとCon Aの結合は，排卵後26時間で消失することが調
べられている．これらのことから，受精能が消失したマウス
卵子表面では，N-アセチルガラクトサミンを含む複合糖質
が減少するとともに，マンノースおよびN-アセチルグルコ
サミンを含む複合糖質が消失することが推察されている．
従って，これらの複合糖質は，卵子が受精能を保有している
のかどうかの精子側の認識に役割を果たしていることが想
像される．しかし，卵子表面のこれらの複合糖質と受精との
関係を検討した報告はこれまでみられない．
本研究は，酵素処置によって卵子表面より除去すること

が可能なマンノースに着目し，マンノシダーゼで処置した
透明帯除去マウス卵子について，受精率を調べるとともに，
マンノースに親和性のあるレクチンであるCon Aの結合を
調べ，卵子表面のマンノースが受精に果たす役割を検討し
たものである．

材料と方法

1．動物
供試動物として，8ないし10週齢の ICR系マウスを使用

した．マウスの飼育は，24℃に調節した室内で行い，点灯は
午前4時から午後6時までの14時間とした．これらのマウス
は，新潟大学動物実験倫理委員会規定に沿って人道的に飼
育するとともに，実験に供した．また，過排卵を誘起するた
めに，雌マウスにPMSG（ピーメックス，三共エール薬品）
とhCG（ゴナトロピン，帝国臓器）それぞれ5単位を48時間
間隔で腹腔内に注射した．

2．卵子のマンノシダーゼ処置
マウスにおいて，排卵はhCG注射後13時間に起こること

が知られているので 11)，本研究では，卵丘細胞に囲まれた卵
子（COC）をhCG注射後15時間，すなわち排卵後2時間に
卵管膨大部から採取した．採取したCOCは，0.1%のヒアル
ロニダーゼ（Sigma Chemical Co., MO, USA）を含むTYH
液に浸漬し，ピペット操作により卵子周辺に付着している
卵丘細胞を除去した．卵丘細胞を除去した裸化卵子は，酸性
リンガー液（pH 2.5）12)に数秒間浸漬し，透明帯を溶解した．
これらの卵子は，マンノシダーゼ（生化学工業）を0.05，0.1，
0.5あるいは1.0単位を含むTYH液 13)の100 µlドロップに移
し，37℃でCO2 5%，空気95％の気相下で2時間培養した．
なお，マンノシダーゼはグリセリンを20％（v/v）含む10 

mMリン酸緩衝液にあらかじめ溶解し，上記の濃度になるよ
うにTYH液で希釈して使用した．対照として，グリセリン
を20％（v/v）含む10 mMリン酸緩衝液を12.5%（v/v）含む
TYH液で2時間培養した透明帯除去卵子を用いた．

3．マンノシダーゼ処置した卵子の体外受精
体外受精に用いた精子は，ICR系成熟雄マウスの精巣上

体尾部から採取し，TYH液中で，37℃で１時間前培養して
受精能獲得処置を施した．次いで，精子濃度が1.0×104個／
mlになるようにTYH液で希釈した．体外受精は，各種濃度
のマンノシダーゼを含むTYH液およびマンノシダーゼを含
まないTYH液で培養した透明帯除去卵子を，精子懸濁液
100 µlのドロップに移し，37℃でCO2 5%，空気95％の気相
下で6時間培養して行った．
媒精後に卵子を顕微鏡下で観察し，細胞質に2個の前核が

みられるものを単精子侵入卵子，細胞質に3個以上の前核が
みられるものを多精子侵入卵子と判定した．

4．マンノシダーゼ処置した卵子のCon Aの結合
マンノシダーゼ処置した卵子のCon Aの結合能を観察す

るために，排卵後2時間の透明帯除去卵子を，100 µl中に0.1
単位のマンノシダーゼを含むTYH液で，37℃でCO2 5%，
空気95％の気相下で2時間培養した．なお対照として，マン
ノシダーゼを含まないTYH液で2時間培養した透明帯除去
卵子を使用した．これらの卵子は，培養後ブアン液に固定し
た．Con Aの結合は，これらの固定卵子について，パーオキ
シダーゼを標識したCon A（E.Y. Laboratories Inc., CA, 
USA）を用いて直接法で行った．すなわち，卵子を，0.1％の
ウシ血清アルブミン（BSA, Sigma Chemical Co.）を含むリ
ン酸緩衝塩類溶液（PBS, pH7.4）14)（BSA-PBS）に，室温で
30分間浸漬した後，PBSで洗浄し，BSA-PBS 1 ml中に
100 µgのCon Aを含む液に，室温で30分間浸漬した．Con 
Aを含む液に浸漬した卵子は，PBSで洗浄し，0.02％のジ
アミノベンチジン（DAB，半井化学）を含むPBS（DAB-PBS）
に室温で10分間浸漬した後，さらに，5% H2O2を100 µl含
む100 mlのDAB-PBSに室温で10分間浸漬した．一方対照
として，Con Aを含むBSA-PBSの代わりにBSA-PBSのみ
で処理した卵子を用いた．このように処置した卵子はPBS
で洗浄後，PBSの小滴とともにあらかじめワセリン・パラ
フィンのスポットをカバーガラスの四隅に位置するように
置いたスライドガラスの中央に移し，カバーガラスをかぶ
せて静かに押して圧し，顕微鏡下で観察した．

5．統計処理
受精に関する数値およびCon Aの結合に関する数値の統

計処理にはc 2検定法を用いた．

結　果

1．マンノシダーゼ処置した卵子の受精成績
各種濃度のマンノシダーゼで処置した卵子の受精成績は
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表1 The fertilization rate in zona-free mouse eggs treated with mannosidase

 Concentrations of  No. of eggs  No. (%) of eggs fertilized No. (%) of eggs
 mannosidase* inseminated Total Monospermy Polyspermy unfertilized

 0 52 36 (69.2)a 26 (72.2)a 10 (27.8)a 16 (30.8)c

 0.05 46 22 (47.8)b 20 (90.9)a   2 (59.1)a 24 (52.2)b

 0.1 52 21 (40.4)b 18 (85.7)a   3 (14.3)a 31 (59.6)b

 0.5 39 11 (28.2)bc   9 (81.8)a   2 (18.2)a 28 (71.8)ab

 1.0 32   6 (18.8)c   5 (83.3)a   1 (16.7)a 26 (81.2)a

*Units/100 µl.  Values with different superscripts in the same column are significantly different (P < 0.05).

図1 Monospermic (a) and unfertilized (b) mouse eggs. Scale bar indicates 50 µm. 
a. A control egg incubated in TYH medium without mannosidase. Two 

pronuclei (arrows) are seen in the cytoplasm.
b. An egg incubated in TYH medium with mannosidase at a concentration of 

0.05 units/100 µl. No pronuclei are seen in the cytoplasm.

表1に示した通りである．すなわち，マンノシダーゼで処置
していない卵子52個に媒精したところ，36個（69.2%）が
受精し，その72.2%が単精子侵入卵子（図1a）であった．一
方，0.05，0.1，0.5および1.0単位／ 100 µlのマンノシダー
ゼで処置した卵子（図1b）において，受精率は，それぞれ
47.8，40.4，28.2および18.8%であり，マンノシダーゼ処
置していない卵子の受精率と比べていずれも有意に低かっ
た．なお，0.05，0.1，0.5および1.0単位のマンノシダーゼ
で処置した卵子の単精子侵入率は，それぞれ90.9，85.7，
81.8および83.3%であり，いずれもマンノシダーゼ処置し
ていない卵子のものと相違なかった．

2．マンノシダーゼ処置した卵子のCon Aの結合
100 µl中にマンノシダーゼ0.1単位を含むTYH液または

マンノシダーゼを含まないTYH液で2時間培養した未受精
卵子について，表面のCon Aの結合を観察したところ，レク
チンの結合を示すベンチジンの褐色の反応産物が未受精卵
子の表面に認められた（図2a，b）．なお反応産物は，Con 
AのかわりにBSA-PBSで処置した卵子表面にはまったくみ
られなかった（図2c）．
マンノシダーゼで処置したマウス卵子表面のCon Aの結

合の強さは表2に示した通りである．すなわち，Con Aの結
合は，マンノシダーゼを含まないTYH液で培養した卵子で
は，すべてで強度であった．一方，強度の結合を示す卵子の
割合は，マンノシダーゼ処置したもので有意に低下し，
44.0%（11/25）となり，56％（14/25）は弱度の結合を示した．

考　察

受精において，一般に精子は卵子の透明帯を認識して侵
入するが，この認識には精子の細胞膜に存在するマンノシ
ダーゼ 15–18)とガラクトシルトランスフェラーゼ 19–22)が関与
していることが報告されている．一方，受精能が消失したハ
ムスター 1)とマウス 3)の未受精卵子に受精能を有する精子
で媒精すると，精子は囲卵腔には侵入するが，細胞質内には
侵入しないといわれている．既述のように，受精能が消失し
たマウス卵子表面では，マンノースとN-アセチルグルコサ
ミンを含む複合糖質が消失することが示唆されている 10)．
これらマンノースとN-アセチルグルコサミンを含む複合糖
質は，精子に存在するマンノシダーゼおよびガラクトシル
トランスフェラーゼの基質となることから，卵子表面から
これらの糖が消失することによって精子が卵子表面を認識
できなくなることが考えられる．従って，精子は，受精能が
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消失した卵子表面からマンノースとN-アセチルグルコサミ
ンが消失したために細胞膜を認識できず，結果として細胞
質に侵入しない可能性がある．
本研究において，受精能の消失に伴って卵子表面から消

失することが示唆されているマンノースとN-アセチルグル
コサミンのうち 10)，酵素処置によって除去することが可能
なマンノースに着目し，マンノシダーゼで処置した透明帯
除去マウス卵子について，受精率を調べるとともに，マン
ノースに親和性のあるレクチンであるCon Aの結合を調べ，
卵子表面のマンノースを含む複合糖質が精子の認識に関与
しているのかどうかを検討した．その結果，0.05，0.1，0.5
および1.0単位／ 100 µlの濃度のマンノシダーゼで処置す
ると，受精率は，対照の卵子に比べ，いずれの濃度のマンノ
シダーゼで処置した場合にも有意に低下することが確かめ
られた．透明帯を除去したマウス未受精卵子を用いて体外
受精を行ったこれまでの報告 12, 23, 24)によると，受精率は
65.4ないし79.0%であったといわれており，本研究のマン
ノシダーゼ処置していない対照の卵子で得られた受精率
（69.2%）は妥当なものであることが考えられた．また本研究
において，0.1単位／ 100 µlの濃度のマンノシダーゼで処置

したマウス卵子では，マンノースに親和性のあるレクチン
であるCon Aの結合も有意に弱まることが確かめられ，本研
究のマンノシダーゼ処置した卵子では，表面から，マンノー
スを含む複合糖質が減少していることが示唆された．
以上のように，マンノシダーゼ処置によって表面からマ

ンノースが減少していることが示唆されるマウス卵子では，
受精率が有意に低下したことから，卵子表面のマンノース
は，精子が卵子を認識するための物質として役割を果たし
ている可能性が考えられた．
一方本研究において，マンノシダーゼ処置した卵子のす

べてでCon Aの結合は消失あるいは弱くなったわけではな
く，約半数では強度の結合を示した．このことの理由につい
ては明らかではないが，マンノシダーゼの処置時間が短かっ
たことも考えられた．すなわち，マンノシダーゼ処置は，一
般の培養細胞では24ないし48時間行われているが 25, 26)，本
研究では卵子の生存性を考慮して2時間しか行っていない
ため，この処置時間では卵子表面のマンノースを完全に消
失させるには十分でなかったことも考えられた．

表2 Intensity of Con A-binding on the cell-surface of mouse eggs

Eggs* No. of eggs No. (%) of eggs showing each binding

 examined Strong Weak

Control 26 26 (100.0)a   0 (0.0)b

Mannosidase- treated 25 11 (44.0)b 14 (56.0)a

*The observed eggs were incubated in TYH medium containing mannosidase at a 
concentration of 0.1 units/100 µl (mannosidase-treated) or in TYH medium without 
mannosidase (control).  Values with different superscripts in the same column are significantly 
different (P < 0.05).

図2 Binding of Con A on the cell-surface of mouse eggs. Scale bar indicates 50 µm. 
a. An egg incubated in TYH medium with 0.1 units/100 µl mannosidase and treated with Con A. 

Small amounts of brown reaction products (arrows) showing the Con A-binding are seen on 
the cell-surface.

b. An egg incubated in TYH medium without mannosidase and treated with Con A. Large 
amounts of brown reaction products (arrows) showing the Con A-binding are seen on the 
cell-surface.

c. An egg incubated in TYH medium with 0.1 units/100 µl mannosidase and treated with BSA-
PBS. No reaction products are seen on the cell-surface.
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