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Abstract 官民 freshwaterunicellular green alga Chlamydomonas reinhardtii is a model organism in various re-

search fields such as flagellar motility, photosynthesis, and photomovements. Its photomovements (phototaxis and 

photophobic response) are remarkable cellular responses that include photoreception at the eyespot and following 

modulation of flagellar motility. Regulation of photomovements is important for cells to inhabit under suitable light 

conditions for photosynthesis; however, its molecular basis is poorly understood. We have studied how photot砿 is

and photophobic response are regulated, and found that cellular redox (reduction-oxidation) poise, which alters in 

response to changes in photosynthesis/respiratory activities, is a key signal. Here we summarize our recent study on 

redox regulation of Chlamydomonas photomovements. 
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I. 研究背景：クラミドモナスの光行動

単細胞緑藻クラミドモナス（Chlamydomonas reinhardtii 

和名コナミドリムシ）は， 2本の鞭毛を平泳ぎのように動

かして水中そ泳ぐ淡水性の植物プランクトンである（Fig.

lA, B）.この生物は実験生物としての利点を数多く持つ．

例えば，無菌的な培養が容易であり，培養スケーJレも任

意に変えることができる．また，通常は一倍体で無性的

に増殖することから突然変異体を得るのが容易で、ある．

さらに， 2種類の接合型の聞で有性生殖を行うことから，

変異遺伝子解析に古典遺伝学的手法が適用できる．これ

らの利点から鞭毛・繊毛，光合成，光行動などの広い研

究分野で古くからモデル生物どみなされている．

クラミドモナスは眼点ど呼ばれる光受容装置を 1つも

ち，それに依存した2つの光行動を示す（Fig.lC, D). 

1つ目が走光性（光走性ども）である．眼点は細胞膜上

の光受容タンパク質チャネlレロドプシンど，それを裏打

ちするカロテノイド色素頼粒層から成る（そのため，赤

い点のように見える） (Nagel et al. 2002, Sineshchekov et al. 

2002, Nagel et al. 2003, Suzuki et al. 2003）.この色素層は光

をよく反射するため，チャネルロドプシンは細胞の外側

からきた光はよく感受するが，細胞の内側を通ってきた

光はほどんど感じない（Fig.lC）.この高指向性光受容に

よって光源方向を正しく感知した後，平泳まをしている2

本の鞭毛の打つ強さのバランスを少し変えることで遊泳

方向を変化させ，光源方向に向かう正の走光性か，逆に

光源から逃げる負の走光性のどちらかを示す. 2つ目は

光驚動反応（光忌避反応ども）である．これは急激な強

い光を眼点が感じたとき（たとえば日陰から日向に出た

とき）に，鞭毛波形を一時的に変えて，後退遊泳すると

いう行動である．さらに3つ目の光行動どして「フォト
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Fig. 1. (A) Chlamydomonas cell and (B) its schematic. It has two flagella, one cup shaped chloroplast surrounding the nucleus, and one eye-

spot. (C) Schematic of the eyespot, the directional photoreceptor. Light reflection at the carotenoid-rich granule layers amplifies the light from 

the outside for channelrhodopsins, the photoreceptor proteins, and blocks the light from the inside. (D) Photobehaviors of Chlamydomonas 

When illuminated with weak light, it shows positive or negative phototaxis. When illuminated with sudden strong light, it changes its flagellar 

waveform and swims backward (photoshock response) 

キネシス」も数えることがある．これは明るいところで

は速く，暗いところでは遅く泳ぐという行動だが， II.Ill点

が関与しているかどうかははっきりしていない．このよ

うにクラミドモナスは，感受した光に応じて鞭毛運動を

巧みに調節することで，光合成に最適な「強すぎず，弱

すまない」光条件下で棲息できるのである．しかし，こ

れらの光行動調節の分子機構はまだ不明な点が多い．

2. 鞭毛運動とレドックス

真核生物の鞭毛は， 細胞から生えた毛状の細胞小器官

である．その特徴的な“9+2”構造は生物種を問わずよ

く保存されている（Fig.2A, B）.円周状に配置した9組

の周辺微小管の上にはモータータンパク質 「ダイニン」

の外腕ど内腕が並び，これらがATPの加水分解による

エネノレギーを利用して構造変化し，向かい側の周辺微小

管どの聞に滑りを生じる．これが原動力となって，鞭毛

は波打ち運動を行うのである．

クラミドモナスの鞭毛を動かすダイニンは主なものだ

けで外腕l種，内腕7種が存在する（Kamiya& Yagi 

2014）.その中でも最も強力な外腕ダイニンは， 16種の

サブユニットから成る巨大タンパク質複合体である

(Fig. 2C). 20年ほど前に，これらのサブユニットのうち

2つが，酸化還元 Cr吋 uction-oxidation，レドックス）反

応によって他のタンパク質の活性を調節する「チオレド

キシン」によく似たタンパク質であることが見出された

(Patel-King et al. 1996）.こ のことから，鞭毛がレドック

スによって運動調節を受ける可能性が浮ヒした．

細胞質はレドックス恒常性の（引きにより還元的に保た

れる． しかし，外的環境， 呼吸活性，光合成活性の変化

等によって，酸化的あるいは過還元的に変化し得る．そ

のような変化に応じた生体反応は 「レドックス調節」ど

呼ばれ，生殖，ストレス応答，老化など，多様な生物の

広範な生命現象に関与する（Finkel& Holbrook 2000). 

チオレドキシンはレドックス調節において重要な役割を

果たすタンパク質の lつである．標的タンパク質が持つ

ジスノレフィド結合をジチオーノレに還元することで活性を

調節する（Fig.2D）. しかし，鞭毛におけるレドックス

調節の存在は全く報告がなかった．

我々は，鞭毛におけるレドックスの役割を調べる上

で，まず明条件と暗条件で培養したクラミドモナス細胞

の運動を詳細に比較した．光合成生物の葉緑体内は光を

受けると還元的に，暗闇では酸化的になると考えられて

いる．葉緑体内の還元力はリンコゃ酸として細胞質に放出

される（Raghavendra& Padmasree 2003）.鞭毛と細胞の

細胞質は，鞭毛基部に拡散障壁が存在するものの，概ね

分子量5万よりもノトさい分子は自由に出入りできると考

えられている（Takaoet al. 2014）.鞭毛にNADH/NADPH

依存型リンコ守酸脱水素酵素が局在しているこど等から，

鞭毛も葉緑体レドックス状態の影響を受けると考えたの

である（Pazouret al. 2005). 



シンポジウム 「光環境を巡る植物プランクトンの生理生態学最前線」 63 

。
Reaction between 
Thioredoxin (Trx) 
and its target (X) 

E
 

G
 

日仮
〆LCS"t

( Thioredoxin-related 
LC3’ 

light chains 

@:JH戸

Fig. 2. (A) Cross section EM image of the flagellum and (B) its schematic. Nine doublet microtubules surround the central-pair microtubules. 

On each doublet, outer and inner arm dyneins project (note that one doublet lacks outer arm dynein, where two flagella face). (C) Schematic of 

outer arm dynein.τhree heavy chains (HC) have ATPase-and motor-activities. They are bound together with two intermediate chains (IC) and 

several light chains (LC; gray circles). LC3 and LCS bound at the stems of HCs are thioredoxin-related proteins. (D) Reaction of thioredoxin 

{Trx). Trx has two cysteine residues in its active site, and reduces its target protein by the dithiol disulfide exchange reaction 

観察の結果，まず明条件培養の細胞は暗条件培養のそ

れに比べ10%程度速く泳ぐこどがわかった．これは前述

のフォトキネシスを定量的に再確認した格好である．さ

らに，光驚動反応の持続時間（後退遊泳を始めてから，

再び前進遊泳に戻るまで）に差があった 明条件培養の

細胞では短く，暗条件では長かった．興味深いことに，

細胞に膜透過性の活性酸素種（reactiveoxygen species; 

ROS）薬剤処理をして酸化的にしたり，逆にROSを消去

する薬剤で処理をして還元的にしたりすると，それぞれ

暗条件，明条件ど似た運動を示すようになった（Waka

bayashi & King 2006). 

次に，各条件におけるダイニンサブユニットのチオレ

ドキシンの挙動を調べた．チオレドキシンはその反応に

おいて， 一過的に標的タンパク質と分子間ジスJレフィド

結合そ形成する（Fig.2D）.タンパク質問ジスノレフィド

結合の有無を検出する還元一非還元2次元電気泳動によ

る解析の結果，暗条件では2つのチオレドキシン様サブ

ユニットの標的タンパク質が明条件よりも増えた．他に

も，外腕夕、、イニン欠失突然変異株では酸化 ・還元処理し

たときに見られる運動変化がないこと，光合成反応に異

常のある突然変異休ではフォトキネシスを示さないこと

等がわかった（Wakabayashi& King 2006）.光条件を間わ

ず細胞内ATPの量は大き く変化しないことから（Fortiet 

al. 2003），培養光条件を変えたときのクラミドモナスの

行動変化は，光合成活性変化によって生じた細胞内レ

ドックス状態変化による外腕ダイニン活性調節によるも

のど考えられる．現在我々は，この行動変化の分子機構

についてさらに詳しい解析を行っている．

3. 走光性符号のレドックス制御

クラミドモナスの広義の光行動3つのうち，2つまで

がレドックス調節を受けることがわかった．我々は残り

のlつ，走光性もレドックスによって調節を受けるので

はないかど考えた．そこで上述の実験ど同様に ROSI

ROS消去薬剤で細胞を処理したところ，細胞が酸化的に

なると正，還元的になると負の走光性を示すことがわ

かった（Wakabayashiet al. 2011, Fig. 3左）．走光性の正負

を切り替える因子は長い間謎とされていたが，我々は意

外な方向からそれが細胞内レドックス状態であることを

見出した．

では，細胞内レドックス状態が変化するど，なぜ走光

性の正負が切り替わるのだろうか．この問題に対する明

確な答えはまだ得られていない．これに答えるには，ま

ず 「なぜ走光性が起きるのか」を理解する必要がある．

これまでの研究から，正の走光性は3つの要素で説明で

きる（Fig.4). 1つ目が前述した眼点の高指向性光受容

である. 2つ目が細胞の自転遊泳で、ある. 2本の鞭毛の

打面はややずれており，かっその打面は完全な平面では

ないため，細胞は進行方向に対して反時計回りに自転し

ながら遊泳する（Isogaiet al. 2000). 3つ目が2本の鞭毛
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「あまのじゃく」変異体から分かった眼点色素の重

要性

さて，この「細胞内が酸化的だと正，還元的だど負の

走光性」どいう現象の発見は，クラミドモナスの突然変

異体探しの新しい指標を生み出した．つまり，酸化 ・還

元ど走光性の正 ・負の対応が野生株と異なる突然変異体

を探し，その原因遺伝子そ同定すれば，走光性の正負を

決める経路のどこにどのようなタンパク質が関与してい

るかを解明することにつながる．

我々は，野生株と逆に泳ぐ 「あまのじゃく 」突然変異

体を得ることに成功した．このltsl-211株は，酸化的だと

負，還元的だど正の走光性を示す（Uekiet al. 2016, Fig. 3 

右）．遺伝子解析により，この株はカロテノイド色素の生

合成経路で働く酵素に異常があることが分かった． 実際，

この株の細胞には赤い眼点が確認でさなかった．

眼点に色素がないと，なぜ走光性の正負が逆転するの

だろう ．我々は，細胞レンズ効果が関与していると考え

た．もしも細胞が凸レンズのように集光するとしたら，

光受容体は，光源方向を向いているとさよりも，反対側

を向いていると主のほうが 「より明るし、」と感じて しま

うだろう（Fig.SA）.光受容後の鞭毛調節機構が野生株

ど同じ，つまり 「明るいどさにはトランス鞭毛を強く打

つ」ならば，逆方向に泳ぐだろう． 細胞レンズ効果自体

は，菌類などいくつかの生物でその存在が知られている

(Shropshire 1962, Kessler et al. 2015, Schuergers et al. 2016). 

しかし，クラミドモナス細胞は光を吸収する葉緑体をも

つため，レンズ効果があるかどうかは議論があった

(Foster & Smyth 1980). 

我々はシンフ。jレな方法で、細胞レンズ、効果を実証した．

4. 

5 μm 

Fig. 3. Phototaxis assay (top) and cell images (bottom) of wild-

type and ltsl-211 cells. (Top) Cell culture is put in a petri dish af 

ter treatment with reactive oxygen species (ROS; 0.2 mM  t-

BOOH) or a ROS-scavenging reagent (75 mM dimethylthiourea) 

and illuminated from the right side (arrows). Wild-type cells 

show positive (P) phototaxis after treatment with ROS and nega 

tive (N) phototaxis after treatment with ROS-scavenger. The mu 

tant ltsl-211 shows opposite sign of phototaxis. (Bottom) The 

ltsl-211 cell lacks the carotenoid layers (arrowhead in the wild 

type) of the eyespot 

の性質の違いである 眼点に近い側はシス鞭毛，遠い側

はトランス鞭毛ど呼ばれ，それぞれのカルシウムイオン

応答性は異なる．眼点が光を感じると，その疏入経路は

まだ謎だが，細胞内カノレシウムイオン濃度が上昇すると

考えられている．カノレシウムイオン濃度が高いと トラン

ス鞭毛，低いとシス鞭毛が，それぞれ他方よりも強く打

つ（Kamiya& Witman 1984）.この3つを組み合わせたモ

デJレは正の走光性をよく説明する

このモデノレをどう改変すれば負の走光性が実現するだ

ろうか. 2つの可能性が考えられる. 1つは， 「明るいと

きはトランス鞭毛を強く打つ」という jレーJレが［～シス

鞭毛を～」ど入れ替わる こと. 2つめは， Jレーノレは変わ

らないものの，光感受からトランス鞭毛優勢になるのに

時間がかかること．我々は現在，細胞内レドックス状態

変化がこのどちらかを起こすのではないかと考えて研究

を進めている．
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Fig. 5. (A）刀1ecellular lens e行'ectexplains the phenotype of ltsl-211. Even if the cell functions as a convex lens, in the wild type cell (left), 

the carotenoid layers block the condensed light. However, in the ltsl 211 cell that lacks the carotenoid layers (right), when the photoreceptor 

does not face the light sourιe, it perceives the stronger light than when it faces the light source. If the downstream flagellar regulation is the 

same as the wild type, the ltsl-211 cell may show negative phototaxis. (B) Direct observation of the cellular lens effect by image formation. A 

smile cartoon is drawn on a transparency and set in the middle of the light path of the microscope (left）。TheChlamydomonas cells are stuck 

on a glass surface (middle), and when the focused plane is moved to the top, the smile image appears on each cell (right). 

結像である．もしも細胞が凸レンズどして振る舞うな

ら，｛象を結ぶだろう．顕微鏡の視野絞りに絵を置いたと

ころ，組｜胞よりも上に観察の焦点面をずらしたときに確

かに絵が結像した （Fig.SB）.クラミドモナス（の祖先）

は，自らの細胞がレンズ切J果を帯び，それによって光源

方向を誤認するこどから 光受容体の近くに色素層どい

う光反射板を置いたのだろう ．この色素層の真の意義

は，走光性の正負のレドックス調節の発見によって初め

て日月らカ3にさ ~'Lた

5. 今後の展開

レドックスによる走光性の正負の制御は明瞭な反応で

印象深いが，この現象を支える分子基盤はいまだに謎で

ある．これに迫る強力な手段の1つが，上述のような走光

性の正負に関する突然変異体の単高itと原因遺伝子同定で

ある．最近我々は，負の走光性を示しやすい突然変異体

の原因遺伝子を同定した（Ideet al. 2016）. この株は，野

生株ど異なり，光を感受するとシス鞭毛を強く打つ（Iomi-

ni et al. 2006, Ruffer & Nultsch 1998, Nakajima et al. manuscript 

in preparation）.しかしその原因遺伝子産物は鞭毛にはな

く，アミノ酸配列からはミトコンド リアで機能しているこ

どが示唆されている．この突然変異休が，呼吸鎖の活性

異常により細胞内レドックス状態が野生株ど異なるとす

れば興味深い．今後，このような突然変異体を用いた手

法によって，レドックスによる光行動調節の分子レベル

での実態や，その生理的意義を解明したい．
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