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研究成果の概要（和文）：光合成をする微生物にとって、適切な光強度の環境下に移動することは重要な生存戦
略である。単細胞緑藻クラミドモナスは光合成、細胞運動、光行動反応などの分野でモデル生物とみなされてお
り、この分野の研究に適している。我々は以前、細胞の中の酸化還元（レドックス）状態が細胞が示す走光性の
正と負を切り替えていることを見出した。本研究はその分子機構を明らかにすることを目的として行われ、酸
化・還元と走光性の正・負の関係が崩れたミュータントの原因遺伝子の解明、培養条件によって変化する鞭毛内
酸化還元電位の定量などの成果を得ることができた。

研究成果の概要（英文）：Phototaxis is a cellular behavior in that cells move toward or against from 
the light source (positive or negative phototaxis, respectively). For phototrophic microorganisms, 
switching between positive and negative phototaxis is crucial to inhabit under suitable light 
intensity for photosynthesis. A unicellular green alga Chlamydomonas reinhardtii is a model organism
 for photo-behavioral responses. Previously, we found that cellular redox (reduction-oxidation) 
signal regulates this switching. In this research, to elucidate the sign-switching mechanism, we 
identified causative genes of mutants that show different sign of phototaxis. In parallel, we 
estimated intra flagellar redox potentials under different light conditions.

研究分野： 細胞運動の生物学
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図１： 正・負の走光性により凝集したクラミ

ドモナス細胞の低温蛍光スペクトルの典型例。

（上）野生株が正と負の走光性をともに示す光

条件で右から光を当てた。 

（中）正の走光性を示した細胞は光化学系

(PS)IIの蛍光 > PSIの蛍光 即ちステート１で

あり、負の走光性を示した細胞は PSII の蛍光 < 

PSI の蛍光でステート２であった。 

（下）左から、ステート２、ステート１での電

子の流れ（黄色）の概念図。 

 

１．研究開始当初の背景 

鞭毛をもつ多くの緑藻類は、生存に最適な

光環境（光合成を行える程度に光が強く、強

光ストレスを受けない程度に光が弱い環境）

を求めて、光源に向かって（遠ざかって）泳

ぐ「正（負）の走光性」を示す。これまで走

光性のメカニズムは、クラミドモナスを用い

た研究によって (i) 眼点のチャネル型ロド

プシンが光受容して膜を興奮させる (ii) 鞭

毛膜が興奮してカルシウム流入し、カルシウ

ム応答性の異なる２本の鞭毛の打つバラン

スが変わって方向転換する ことが示され

てきた。しかし、この一連の運動システムで

走光性の正・負をスイッチさせる因子は不明

だった。 

 

 我々は以前、鞭毛運動の原動力を生みだす

モータータンパク質「ダイニン」にレドック

ス（酸化還元、reduction-oxidation）感受性タ

ンパク質がサブユニットとして含まれてい

ることをヒントに、クラミドモナスの鞭毛運

動がレドックス調節されることを見出した

(Wakabayashi and King, 2006. J Cell Biol.)。細胞

内の酸化・還元状態が変わると、鞭毛打頻度

や、方向転換のために行う鞭毛波形変換持続

時間などの運動パラメーターが変化する。そ

して、その際上記のダイニンサブユニットが

相互作用するタンパク質を変えるのである。 

 

その研究の延長として、さらに走光性の

正・負がレドックスで調節されていることを

見出した。クラミドモナスは、細胞内が酸化

的になると正、過還元的になると負の走光性

を示す(Wakabayashi et al., 2011. PNAS)。これ

は、細胞内レドックス状態を還元的に保つ

「レドックス恒常性」維持のために、移動に

よって受ける光強度を変化させ、細胞内レド

ックス状態に影響を与える光合成活性を調

節する行動だと考えられる。 

２．研究の目的 

この発見により、これまで謎だった「クラ

ミドモナス走光性の正・負の調節」の分子機

構を明らかにする上での具体的な「問い」を

設定することができた。即ち 

（１）細胞内の何がレドックス状態を変える

のか。 

（２）どのような分子がレドックス状態変化

を感受するのか。 

（３）その分子がレドックス状態を感受した

のち、どのようにして情報が鞭毛に伝わるの

か。 

である。それぞれの問いに対応する研究方法

を下記のように設定した。 

 

３．研究の方法 

（１）について、「光合成ステート遷移」が

原因の１つである可能性があった（図１）。 

 

 この予備的結果のさらなる検証を行い、



図２：培養液をディッシュ

にいれて右から光を当て

た。WT（野生株）は正の走

光性を示しているが、agg1

株は負の走光性を示して

いる。 

 

「光合成の電子伝達経路のスイッチが、走光

性符号のスイッチになるか」を検証する。 

（２）について、走光性符号変化の様式が野

生株と異なる既知の、また新たに単離した未

知のミュータントを得ていた。それらの原因

遺伝子を同定することで、細胞内のレドック

ス状態変化を感知する分子メカニズムの解

明を目指した。 

（３）について、細胞内のレドックス状態は、

主には光合成活性変化で生じると思われる。

異なる光条件下で培養した細胞の鞭毛内酸

化還元電位を、新たに開発された機能性蛍光

タンパク質 Oba-Qc(oxidation-balance sensed 

quenching protein, CFP-based)を用いて計測す

る。 

 

４．研究成果 

 

（１）クラミドモナスの走光性ステート遷移

と走光性符号の関係 

 結論から言えば、「ステート遷移との因果

関係はない」ということになった。 

 予備的結果で得られていた、「正の走光性

を示している細胞はステート１，負の走光性

を示している細胞はステート２である」とい

う再現性は得られた。しかし、仮説であった

「ステート遷移が走光性の符号を変える」、

つまり走光性符号スイッチの要因としての

ステート遷移はいくつかの実験により否定

された 

 まず、ステート遷移異常株 stt7 の表現型解

析である。この株はステート１でロックされ

た状態になっている。予想が合っていれば、

この株は正の走光性しか示さないというこ

とになるが、実際には負の走光性を示すこと

があった。 

 次に、ステート誘導実験である。クラミド

モナスに 735 nm の遠赤外線を照射すること

によってステート１を、470 nm の青色光を照

射することによってステート２を誘導する

ことができる。これも、ステート遷移＝走光

性符号スイッチの原因であれば、それぞれ正、

負の走光性を誘導することになる。しかし、

実際にはそのようにならなかった。また、そ

の「予想通りにならなかった符号」について、

特に法則性を見出すことはできなかった。 

 つまり、ステート遷移と走光性符号には、

相関関係はある。つまり、細胞内に活性酸素

が多く生じている状態だと、光合成はステー

ト１になっており、また正の走光性が誘導さ

れる。活性酸素量が少ないとき、光合成はス

テート２になっており、負の走光性が誘導さ

れる。その大元の「走光性符号を入れ替える

ほどの活性酸素の量の変化」を呼び起こすこ

とこそが我々の知りたかったものであるが、

ステート遷移もそれの傘下にある「結果」の

一部であって、直接の原因ではなかった。今

後は、光合成における電子伝達の経路など、

活性酸素の量を変化させる要因をさらに細

かく絞って検証する。 

 

（２）走光性符号異常ミュータントの解析 

 ２つのミュータントの原因遺伝子同定に

成功した。 

1. 強い負の走光性ミュータント agg1 

 クラミドモナス CC-124 株は世界的に最も

よく使われている野生株であり、数多くのミ

ュータントの親株となっているが、同時に

「強い負の走光性を示す」ミュータントでも

あり、室内灯にも反応して負の走光性を示し、

試験管の底に凝集(aggregate)することから

agg1 ミュータントと呼ばれていた（図２）。 

 

 我々は研



究分担者の廣野雅文教授（法政大）による遺

伝子マッピングと、次世代シーケンスによる

全ゲノム解析を組み合わせた独自の手法に

よって、agg1 の原因遺伝子を同定した(Ide et 

al., 2016. Biochem Biophys Rep.)。この遺伝子

解析は世界との競争に晒されていたため、詳

細な遺伝子産物解析には至らなかったが、機

能未知であり、配列解析からはミトコンドリ

アで機能するタンパク質である可能性が高

い。呼吸活性を調節して細胞内レドックス環

境を偏らせる可能性、あるいはそれ自体がレ

ドックスセンサーとして働いており、走光性

のスイッチをする活性酸素量の閾値が変化

している可能性などを今後検証する。 

 

2. 走光性符号逆転ミュータント ips1 

 我々は、クラミドモナス野生株にランダム

に変異を導入し、野生株と走光性符号の挙動

が異なる変異株群を単離した。そのうちの１

つ ips1 は、野生株が正なら負、負なら正と、

常に逆符号(inverse phototactic sign)の走光性

を示す（図３）。 

 

 1.と同様の解析をした結果、ips1 の原因遺

伝子はカロテノイド色素生合成経路の一部

であるフィトエン合成酵素であり、活性部位

に点変異があることがわかった。これは既に

報告のある変異株の allele であることがわか

ったため、ips1 の名前を lts1-211 とすること

にしたい。 

 カロテノイド色素は、クラミドモナスの光

受容体を裏打ちする位置の顆粒層に存在し、

光反射板として機能する。光受容体との位置

関係によって、クラミドモナス細胞は細胞の

外から入射する光だけを認識する高指向性

光受容をする。lts1-211 は、この色素を失った

結果細胞内を透過する光も認識するように

なり、かつ細胞が凸レンズとして振る舞うこ

とから光源方向を誤認していることがわか

った(Ueki, Ide et al., 2016 PNAS)。これは細胞

の光方向認識の初期過程の重要な知見とな

った。 

 

（３）鞭毛内酸化還元電位の測定 

 細胞内酸化還元電位は、これまでさまざま

な細胞で、さまざまな手段で計測されてきた。

しかし、その重要なツールである酸化還元電

位感受性蛍光タンパク質は、多くの場合 pH

にも感受性であるため、その正確さが問われ

ていた。 

 研究協力者である久堀教授、杉浦博士らが

開発したOba-Qcは生理的なpHレンジで蛍光

強度がほとんど変化しないというメリット

をもつ一方で、１波長励起であり定量に向か

ないというデメリットももっていた。そこで

我々は Oba-Qc を鞭毛の周期性を司るタンパ

ク質との融合タンパク質として発現させる

ことで、発現量を制御するというアイディア

で Oba-Qc のデメリットを解消した。その結

果、鞭毛内の酸化還元電位の測定に成功した

（図４）。意外なことに、通常還元的といわ

れている明条件のほうが、酸化的といわれて

いる暗条件よりも酸化還元電位が高い＝酸

化的であった。これは今後光合成と酸化還元

電位の関係を考える上で重要な知見になる

と考えられる(Nishimaki et al., in preparation)。 

図３：活性酸素（上）または活性酸素消去

剤（下）を加えた培養液をディッシュにい

れて右から光を当てた。WT（野生株）はそ

れぞれ正、負の走光性を示しているが、

ips1株は逆符号の走光性を示している。 

 

 



図４：クラミドモナス鞭毛に酸化還元電位

感受性蛍光タンパク質Oba-Qcを発現させ、

in vitroで描いた校正曲線をもとに酸化還

元電位を測定した。 

 

 

 最後に、研究計画開始当初の第一目標であ

った「ステート遷移と走光性符号の連関」に

ついてネガティブな結果となったが、それを

きっかけとして立案したその他の研究によ

って重要かつ意外ないくつかの発見をする

ことができた。期間中に複数のメディア掲載

を受け、また論文賞の受賞をしたことからも、

それらの発見の重要性は客観的にも評価し

ていただけたものと考えている。延長期間も

含めて４年間の科研費の援助に心から感謝

する。 
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