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SUMMARY 
The planktonic choreotrich ciliate Strombidium conicum is known to be a cyst forming species. Its cysts were found 

in the sediment of Onagawa Bay and successfully excysted in laboratory. However, no attempt was made for encystment. 

In this study, we tried to induce its encystment in laboratory. Although environmental and physiological stresses usually 

induce the encystment in many species, stresses in temperature, light and feeding conditions did not induce encystment in 

this species when cultured in single clonal state. When cultured in mixed clonal state, many encystments were observed. 

During such mixed cultures, a pair of conjugating cells was observed after 36 days from original excystment. This suggests 

that Strombidium conicum encysts after conjugation, which occurs in matured populations. 

 

[ 目 的 ]  女 川 湾 に 多 産 す る 浮 遊 性 の 繊 毛 虫

Strombidium conicum は、シストを形成することが知

られている。そのシストは同湾の海底泥から Kim & 

Taniguchi (1995)によって発見され、excystment 支配

条件に関する知見が得られたが、encystment を支配

条件に関しては何の知見もない。一般的にシストは

栄養生活に不適な環境下で耐久休眠するものといわ

れているが、本飼育実験では有性生殖と関係してい

る可能性が示唆された。そこで、環境悪化ストレス

と接合のいずれがより強く encystment を誘導するの

かを調査した。 

 
[材料と方法] まず、S. conicum のクローン栄養細胞

群を用いて、温度、餌環境および光環境の悪化の影

響を調べた。これらの実験に用いたクローンは、女

川湾の海底泥からソートしたシストを培養して、

excystment させたものである。水温ストレスの実験

では、水温を 10 ℃、15 ℃、20 ℃、22 ℃、25 ℃ の 5 

段階に設定した。飢餓および暗黒ストレスの実験で

は、水温を 15℃ と 20℃ の 2 段階とした。次に優性

生殖と encystment との関係をみるために、海底泥か

らソートした複数のシストから起源する複数のク

ローンの混合飼育を行った。 

 
[結果と考察] 単一のクローン栄養細胞群を 5 段階の

温度で飼育した場合、40 日間の飼育期間にいずれの

温度においても encystment は起こらなかった。飢餓

および暗黒下で飼育を行ったときにも、encystment

はみられなかった。これらの結果は、すくなくとも

今回調査した環境ストレスが本種の encystment を誘

導しないことを示している。混合クローンの飼育実

験では、excystment から数えて36日後に、明らかに

接合ペアとみられる栄養細胞ペアの出現が確認され

た。この接合がみられた時に、encystment もまた確

認された。このことから、異なるクローンの混在が

接合を誘導し、その後 encystment が起こったものと

推察した。以上の結果を受けて、接合が encystment 

を誘導しているか否かを確認するために再度実験を
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行った。このとき複数クローンの混合飼育群では、

excystment から数えて約2ヶ月後に接合と encystment

が同時期に起こった。そこで、一対の接合ペアを

ソートして数日間隔離飼育を行った。しかし、その

ペアは、encyst せずに、そのまま分裂増殖を行い、

その約二週間後には、また接合し始めていた。この

ことは、接合と encystment は、分裂を重ねて成熟し

た後に起こるものの、その一つ一つは独立して起こ

ることを示していると考えることができる。これま

での実験では、本種における接合と encystment との

関係を考察することが難しいと思われる。今後は違

う視点の実験が必要である。 
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The green algae Chlamydomonas reinhardtii differentiates into competent gametes under nitrogen starvation. 

When opposite gametes are mixed, they undergo a program of zygote formation: digestion of the minus chloroplast 

DNA, flagellar resorption, synthesis of zygotic cell wall, fusion of nuclei, digestion of mitochondrial DNA, and fusion of 

chloroplasts. We isolated the mRNAs from gametes and zygotes, and they were hybridized with a cDNA macroarray 

containing 10,368 ESTs. About 92 ESTs, whose average expression ratio of zygote:gamete exceeded 3-fold, were se-

lected. Twenty-five non-redundant novel genes that were predominantly up-regulated in zygotes were identified by RNA 

blot analyses. Seven genes were transcribed specifically in the zygote, and these were designated as EZYs. EZY genes 

were classified into two categories based on profiles expressed in imp3, fus1 and normal mating. The mating signal alone 

was enough to induce two of the EZY genes, but cell fusion was required for expression of the other five EZY genes. 

When thecompetent gametes were pre-incubated with cycloheximide (CHX) for 30 min and mixed together, zygotes did 

not proceed with all the subsequent zygotic events. However, six EZY genes were transcribed in the presence of CHX.   
 

[目的] 植物における有性生殖の初期段階である配偶

子間の認識から細胞融合に始まる受精反応は、これ

から成熟した個体への胚発生が滞りなく進行してい

くための重要な準備段階でもある。また母性遺伝や

ゲノムインプリンティングなどの興味深い現象を理

解するためには、これらの段階での遺伝子発現の制

御機構を網羅的かつ詳細に解析することが必須であ

る。本研究では単細胞性緑藻クラミドモナスの有性


