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5.研究成果の概要

ハナヤサイサンゴの一次ポリプあるいは幼群体同士を接触させ､接触反応の発生

段階による変化を調べた｡最初から癒合または非癒合反応を示しその後反応の変わ
らない場合と､非適合癒合-非癒合あるいは癒合-非適合癒合-非癒合と接触反応

が時間とともに変化する場合があった｡同じ組み合わせでも､成群体では速やかに

非癒合に至るのに､幼群体では非癒合へ至る進行速度が遅かった｡非適合癒合ペア

の境界部では､多数の空胞､凝縮した核が見られ､アポトーシスによる細胞死が起

こっていることが示唆された｡

非癒合反応を示すペアでは､境界面に骨格基質と類似した物質が分泌され､両組

織を隔てていた｡しかし成長先端部の組織は接しており､接触面の皮層には大きな

液胞が見 られ､非癒合ペアにおいても､細胞毒性の結果組織が損傷されていること
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が示唆された｡非癒合ペアにおける覆いかぶせ反応の序列が､成長速度の差のみに
よって決まるのではなく､組織非適合反応の結果､一方の組織が損傷を受け成長が
遅れるため､相手に覆いかぶされるという可能性が示唆された｡

サンゴの同種異種認識機構について調べるため､異なる種のサンゴの細片を接触

させ､隔膜糸による胃腔外消化反応の有無を調べた｡異なる科のサンゴに対しても､

隔膜糸攻撃を示す場合と示さない場合とが見られ､胃腔外消化反応の有無により種
の識別を行う方法は､適用できる種が限られることが分かった｡また細胞凝集反応

を利用して種間相互作用を調べるため､解離細胞から形成されるボール状細胞塊
(tissue-ball)の形態やサイズを､同種の解離細胞のみの場合と異種の解離細胞を

混合 した場合とで比較 した｡その結果､異種の解離細胞を混合 した場合には､

tissue-ballの形成が阻害されたり､染色した相手サンゴの細胞を取り込むことが観
察された｡

イシサンゴ5種の卵黄タンパク質の生化学的 ･免疫学的特性を比較した結果､同

じ科に属するイシサンゴの卵黄タンパク質は非常によく似ていることが判明した｡

しかし属が異なると卵黄タンパク質のアミノ酸組成が異なることが示唆された｡

共生藻の獲得経路について､特に親から受け継ぐ種について共生藻が親組織から

卵母細胞へ移行する機構と時期について調べた｡また共生藻を含む卵の発生過程を

記載し､初期発生における共生藻の分布パターンの変化を調べた｡

ハナヤサイサンゴのプラヌラ幼生は､親群体と同じアロザイムパターンを示し､

遺伝的に等しいと考えられてきた｡プラヌラ幼生の起源について組織学的に調べた

結果､プラヌラ幼生は卵母細胞由来であることが明らかとなった｡

サンゴが自らの大きさを認識し､群体サイズによって生殖戦略を変えるという仮
説を検証するため､配偶子生産量および成長速度を様々な大きさの群体で調べた｡

雌雄同体のイボコモンサンゴにおいて､群体サイズが精子と卵の生産比に及ぼす影

響を調査 した結果､サンゴ群体のサイズが増加するにつれ､成長率が直線的に減少

すること､遺伝的個体間で成長率に有意な差があることが明らかとなった｡またサ
ンゴの大きさによる卵と精子の生産比率の差が検出され､サンゴが群体サイズを認

識できることが示唆された｡

ハワイ産のハマサンゴ属2種のサンゴで見られる異常成長部 (がん?)の形態､

生殖巣､染色体数を調べた｡異常成長部では､ポリプの骨格である英が拡大し､し
ばしば隔壁が倍数化し､ポリプあたりの生殖巣は減少していた｡しかし染色体数に

違いは見られなかった｡

ハナヤサイサンゴ類に共生する生物群集のうち､サンゴガニ類の種構成とホスト

のサンゴ種の関係を調べた｡ハワイのハナヤサイサンゴから採集されるサンゴガニ

類は大部分がTrapezla lnte1-medlaであった｡一方へラジカハナヤサイサンゴには

数種のサンゴガニ類が生息しており､ホス トのサンゴ種とサンゴガニ類の間に相互

認識機構が働いていることが示唆された｡

DIplosomasl'ml'11'Sはイシサンゴと同所的に生息し､共生藻を持つ群体性ホヤであ

る｡自己 ･非自己認識を伴う群体の癒合 ･拒絶反応の有無を検討したところ､群体

が接した状態で群体間の明瞭な境界が認められた｡組織切片からも群体が癒合して
いないことを確認したが､接触部域での血球の浸潤などは観察されなかった｡
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