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研究成果概要

本研究は､サンゴー褐虫藻間の共生関係の多様性と共生体のス トレス耐性の関係を明

らかにすること､そ して白化の機構を解明することを主な目的とした0

1.サカサクラゲを用いた白化感受性決定要因の解析

褐虫藻をもたないクローンポリプに様々な遺伝子型の褐虫藻を感染 させることがで

きるサカサクラゲをモデル系として､褐虫藻の遺伝子型 と白化感受性の関係を解析 した｡

その結果､異なる宿主由来の褐虫藻を共生させる遺伝的に等 しいサカサクラゲは白化耐

性が異なることが分かった｡このことは､褐虫藻の生理的性質が共生体の白化耐性を決

定することを示唆する｡

2.解離細胞を用いた白化機構解析のための実験系の開発

サンゴの解離細胞を飼育すると球形の凝集塊 (tissueball)を形成する｡tissueball

は､繊毛運動により回転運動を行 うが､ス トレス処理により運動の停止､凝集塊の崩壊

が起こるOこのことを利用 し､造礁サンゴ2種 (トガリシコロサンゴpavonadl'varl'cata

およびクサビライシ Fungl'asp.)の解離細胞より細胞凝集塊 (tissueball)を調整し､

白化機構を調べるための実験系を開発 したO両種について､高温ス トレス下では､褐虫

藻密度とtissueballの生存期間の間に負の相関関係があることを見出した｡このこと

は､ス トレス下で褐虫藻が共生体にとって有害な物質を産生していることを示唆する｡

高温ス トレスによるtissueball生存期間の短縮が活性酸素除去剤により緩和されるこ

とから､この有害物質は活性酸素であることが示唆された｡

3.活性酸素産生が褐虫藻の排出を引き起こすという仮説の検証

｢光化学系が機能 しているにもかかわらず炭素固定回路が損傷 された褐虫藻は活性酸

素を産生しやす く､サンゴ白化を起こしやすくする｣という仮説をたてた｡暗黒下での

高温処理がアザ ミサンゴの褐虫藻排出を促進することを見出したが､この時褐虫藻の光

化学系も炭素固定回路 (電子伝達速度)も低下していなかった｡一方､中強度の光条件

下では高温ス トレスは褐虫藻の光合成系を損傷するが､褐虫藻の排出は誘引しなかった｡

現在のところ､上記仮説はまだ検証されていない｡

4.高温ス トレスの作用部位について

シワリュウモンサンゴ pachyserl'srugosaを暗黒下で 1時間高温処理すると､PSII

の最大量子効率 (Fv/Fm) は変化 しなかったが､炭素固定回路機能の指標である最大電

子伝達速度 (ETRmax)は有意な､しかし回復可能な低下を示した｡一方 Fv/Fmの少なく
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とも 60%が機能 していれば最大電子伝達速度は維持されることから､高温ス トレスに

よる褐虫藻光合成系の損傷は､最初に PSIⅠ以降の要素､おそらく炭素固定回路､に生

じ､PSH の損傷は2次的なものであることが示唆された｡

5.サンゴのプラヌラ幼生を用いた褐虫藻感染実験系の開発

トゲスギ ミ ドリイ シ Acroporanobl'11'Sお よびニオ ウミ ドリイ シ Acropora

pall'feraの幼生または一次ポリプが､異なる宿主由来の褐虫藻 (クレー ドA,B,C,D)

を取 り込み､共生系を樹立することを兄いだした｡今後このシステムを用いて､褐

虫藻の遺伝子型､生理学的性質の差異が共生体のス トレス耐性にどのような影響を

及ぼすかを調べることが可能となった｡

6.シコロサンゴ属 2種の褐虫藻組成 と光生理学的性質の季節変化について

同所的に生息するシコロサンゴ属 2種､pavonadl'varl'cataとPavonadecussata

において､褐虫藻クレー ドと光化学効率 (Fv/Fm)の季節変化を調べた｡その結果､

p.decussataは年間を通 してクレー ドCの褐虫藻 と共生 し､冬と夏に光化学効率の

低下が観察された｡一方 p.dl'varl'cataは､主にクレー ドDの褐虫藻と共生するが､

クレー ドCあるいは CとDの両方のクレー ドの褐虫藻と共生する場合もあ り､光化

学効率の低下は見られなかった｡異なるクレー ドの褐虫藻 と共生できる柔軟性をも

つP.dl'varl'caLaの方が､環境の季節変化に対して耐性をもつことが示唆 されたO
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