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シアノバクテリアからその子孫とされる植物葉緑体にいたるまで、そのチラ

コイド膜には光合成電子伝達系や光リン酸化系が局在します。チラコイド膜脂
3-β-D-Galactosyl-1,2-diacyl-sn-glycerol

3

(Monogalactosyldiacylglycerol; MGDG)

質の一種、sulfoquinovosyl diacylglycerol (SQDG、図１)は、硫黄欠乏ストレス
条件下、緑藻クラミドモナスでは分解され、光合成電子伝達系等のタンパク質
の合成のための S 源を提供する S 貯蔵脂質としての役

− O3SCH2

割を担います。今回、S 欠乏下での SQDG の量的変化
を調べると、SQDG 分解が別種の緑藻クロレラでは観
察されたのに対し、葉緑体の祖先とされるシアノバク
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図 1. DSQDG
の化学構造
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したためか、クラミドモナスには受け継がれていません。この役割の消滅が、
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