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リン酸が関与することを示唆した．このようなPEP
カルボキシラーゼの研究に比較して，CAM植物の

に

アイスプラント（Mεsθ肋ηyαηεhθmμ配c型s亡αZZεル

NAD一、」ンゴ酸脱水素酵素の研究はほとんど進んでい
ない．

によって光合成型がC3型からベンケイソウ型酸代謝
and

of

University，Fukuoka812−8581，Japan

研πL．）はツルナ科に属する多肉植物で，水ストレス
（CAM）型へ変換する（Winter

Physiology，

Production，Department

Agriculture，Kyushu

KluBoTA

von

高等植物のNAD一リンゴ酸脱水素酵素には，細胞質

Willert，

ゾル型，ミトコンドリア型およびマイクロボディ型の

1972）．CAM型光合成では，夜間，大気中から葉内

少なくとも3種類のアイソザイムが存在し，それらは

に取り込まれたCO2はホスホエノールピルビン酸

電気泳動における移動度，クロマトグラフィーにおけ

（PEP）カルボキシラーゼ（EC4．1．1．31）の作用によっ

る挙動およびキネティック特性が異なっている

てオキザロ酢酸中に固定され，さらに，オキザロ酢酸

（Longo

はNAD一リンゴ酸脱水素酵素（EC1．1．1．37）の作用

1970；Rocha．and

an（l

Scan（lalios，1969；Rocha

and

Ting，

Ting，1971；Tingεεα乙，1966；

によってリンゴ酸に変換され，液胞中に蓄積される

Yamazaki

（Ting，1985）．昼間になるとリンゴ酸は脱炭酸され，

質ゾルに局在するNAD一リンゴ酸脱水素酵素が夜間の

放出されたCO2はカルビンーベンソン回路に取り込ま

CO2固定に直接関与すると考えられている（Kluge
and Ting，1978）．著者らは，CAM型アイスプラン

れる．PEPカルボキシラーゼはリンゴ酸による活性
阻害をうけるため，昼間はPEPカルボキシラーゼを
介したリンゴ酸の合成反応が抑制されると考えられて

and

Tolbert，1968）．CAM植物では細胞

トより精製したNAD一リンゴ酸脱水素酵素はクエン酸

によって活性が阻害され，その阻害は無機リン酸によ
り解除されることを報告している（Saitouεεα乙，

いる（Kluge

and

また，von

Willert（1975）はリンゴ酸によるPEP

Osmond，1972；Winter，1984）．

1995）．CAM型アイスプラントの葉肉細胞には多量

カルボキシラーゼの活性阻害が無機リン酸によって解

のクエン酸およびイソクエン酸が存在している

除されることを見出し，CAM型光合成の調節に無機

（Winterθむ配。，1981）ことから，NAD一リンゴ酸脱
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水素酵素の活性も無機リン酸によって調節されている

ら
3．酵素活性の測定

PEPカルボキシラーゼの活性はSaitouεεαZ．

ことが考えられる．しかし，精製したNAD一リンゴ酸
脱水素酵素の細胞内での局在場所は特定されておらず，

（1991）の方法，フマラーゼ（EC4．2．1．2）の活性は

無機リン酸によるNAD一リンゴ酸脱水素酵素の活性調

Winterθεα乙（1982）の方法，カタラーゼ（EC

節が直接CAM型光合成の調節に関わるのか明らかに

1．11．1．6）の活性はAebi（1974）の方法に従って測定

されていない．

した．

NAD一リンゴ酸脱水素酵素の活性は340nmでのオキ

本研究では，CAM型アイスプラントの葉身より細
胞質ゾルとミトコンドリアに局在するNAD一リンゴ酸
脱水素酵素を抽出し，その性質を比較検討した．

材料と方法

ザロ酢酸に依存したNADHの酸化を追跡することに
よって測定した（Saitouθむα乙，1995）．特に記述し

ない限り，標準的な反応混合液（1ml）の組成は0．12

mM
mM

1．植物材料
アイスプラントは12時間日長，光強度250μmol
m−2s−1（400−700nm），室温25℃および相対湿度70

NADHおよび0．5mMオキザロ酢酸を含む100
TES−Tris（pH7．5）とした．酵素反応はオキザ

ロ酢酸を添加することによって開始し，30℃で酵素活
性を測定した．

％に設定したグロースキャビネット内で水耕栽培した

結

（Saitouε亡αZ．，1995）．6週齢になった時，水耕液に

400mM

NaClを加えることによって塩処理を開始し，

14日間栽培してCAM型光合成へ変換させた（Saitou

果

1．細胞質ゾル画分とミトコンドリア画分の純度
細胞質ゾル画分およびミトコンドリア画分の純度を

検討するため，各画分におけるPEPカルボキシラー

εεαム，1991）．

ゼ，フマラーゼおよびカタラーゼの活性を測定した．

PEPカルボキシラーゼは細胞質ゾル（Winterθむα乙，

2．粗酵素抽出液の調整

CAM型アイスプラントの完全に展開した上から2
番目の葉身を酵素の抽出に用いた．葉身に250mMト

1982），フマラーゼはミトコンドリア（Winterεむα乙，

1982），カタラーゼはマイクロボディ（西村，1987）

リス（ヒドロキシメチル）アミノメタン（Tris）一1〉一

に局在する酵素である．細胞質ゾル画分には全PEP

トリス（ヒドロキシメチル）メチルー2一アミノエタン

カルボキシラーゼ活性の85．0％，全フマラーゼ活性の

スルホン酸（T：ES）（pH8．0），4mMシステイン，

16．1％，全カタラーゼ活性の47．2％が存在した．ミト

5mMエチレングリコールビス（β一アミノエチルエー

コンドリア画分には全PEPカルボキシラーゼ活性の

，N七四酢酸，2％（w／v）ポリビニ

11．0％，全フマラーゼ活性の74．4％，全カタラーゼ活

ルポリピロリドンおよび0．2％（w／v）牛血清アルブ

性の50．4％が存在した（Table1）．以下の実験では

ミンを含む抽出用緩衝液を生体重の5倍量加え，乳鉢

細胞質ゾル画分に存在するNAD一リンゴ酸脱水素酵素

と乳棒を用いて軽く磨砕した後，4層ガーゼでろ過し

を細胞質ゾル型，ミトコンドリア画分に存在する

テル）。現瓦1V

た．ろ液を1，400×8で4分間遠心分離し，上清を全
酵素活性の測定に用いた．上清の一部をさらに10，000
×8で30分間遠心分離し，上清を細胞質ゾル画分とし
た（Winterεむα乙，1986）．ミトコンドリア画分の調

整およびミトコンドリア画分からの酵素の抽出は
Winterεむα

．（1986）の方法に従った．粗酵素抽出

液は，あらかじめ2．5mM

MgCl2，5mMジチオスレ

Table1． Distribution of PEP carboxylase，
fumarase and catalase activities to
cytosolic and mitochondrial frac−
tions．
Fraction

Distribution
ofactivity
（％oftota1）

イトールおよび0．2％（w／v）牛血清アルブミンを含
む25mM｛2一［4一（2一ヒドロキシエチル）一1一ピペラ

Enzyme
PEP

Cytosol

ジニル］エタンスルホン酸｝一Tris（pH7．5）で平衡化

carboxylase

85．0

Fumarase

16．1

Catalase

47．2

しておいたセファデックスG−25ゲル（ファルマシア
バイオテク製）のカラム（直径0．9cm，高さ3．2cm）

に通して脱塩し，酵素活性の測定に用いた．なお，以
上の手順は0−4℃で行った．

Mitochondria

PEP carboxylase
Fumarase
Catalase

11．0

74．7
50．4

3

CAM型アイスプラントのNAD一リンゴ酸脱水素酵素アイソザイム
NAD一リンゴ酸脱水素酵素をミトコンドリア型と記述
する．

謝物の効果

びピルビン酸によって酵素活性が阻害された（Saitou
εむα乙，1995）．そこで，細胞質ゾル型およびミトコン

ドリア型のNAD一リンゴ酸脱水素酵素の活性に及ぼす

oo

50

CAM型アイスプラントより精製したNAD一リンゴ
酸脱水素酵素は，クエン酸，2一ケトグルタル酸およ

ぎ︶≧＞旧一80焉Eぐ品

2．NAD一リンゴ酸脱水素酵素活性に及ぼす中間代

0

クエン酸，2一ケトグルタル酸およびピルビン酸の効

2

0

果を検討した．細胞質ゾル型のNAD一リンゴ酸脱水素

4

6

8

10

Citrate（mM）

酵素はクエン酸によって酵素活性が大きく阻害され，

酸脱水素酵素活性に及ぼすクエン酸の効果は小さく，

10mMクエン酸によって約20％の酵素活性が阻害さ
細胞質ゾル型およびミトコンドリア型のNAD一リン
ゴ酸脱水素酵素はいずれも2一ケトグルタル酸によっ

て酵素活性が阻害され，2一ケトグルタル酸の濃度が

0
5

れたに過ぎなかった．

0
0

（Fig．1A）．一方，ミトコンドリア型のNAD一リンゴ

︵ぷ︶＞一Σ一80焉Eぐ品

10mMクエン酸では約70％酵素活性が阻害された

0

高まるにつれて酵素活性の阻害の程度が大きくなった

2

0

（Fig．1B）．しかし，2一ケトグルタル酸による酵素活

4
6
8
2・Ketoglutarate（mM）

10

性の阻害程度は細胞質ゾル型とミトコンドリア型で異

細胞質ゾル型のNAD一リンゴ酸脱水素酵素の活性は
ピルビン酸によって阻害されたが，ピルビン酸の濃度
（Fig．1c）．また，ミトコンドリア型のNAD一リンゴ
酸脱水素酵素の活性に及ぽすピルビン酸の効果は小さ
かった．

クエン酸によるNAD一リンゴ酸脱水素酵素の活性阻

0
5

が高まっても活性阻害の程度はあまり変化しなかった

0
0

きかった．

︵器︶＞一Σ一80焉∈＞N品

なり，細胞質ゾル型のNAD一リンゴ酸脱水素酵素で大

0

0

2

4

害の様式を検討するため，オキザロ酢酸濃度と酵素活

性との関係に対してLineweaver−Burkの逆数プロッ
トを行った．細胞質ゾル型のNAD一リンゴ酸脱水素酵

6

Fig．1．

Effect

of

the

concentration

（C）on

あり（Fig．2A），ミトコンドリア型のNAD一リンゴ

dehydrogenase

であった（Fig．2B）．また，2一ケトグルタル酸はオ
キザロ酢酸に対して競争阻害剤であった（データは示
していない）．

of

（A），2−ketog・1utarate（B）and

素ではクエン酸はオキザロ酢酸に対して競争阻害剤で

酸脱水素酵素ではオキザロ酢酸に対して非競争阻害剤

8

10

Pyruvate（mM）

the

activity

from

mitochondria（○）of

in

the

CAM

mode．

of

citrate
pyruvate

NAD。malate

cytosol（●）and

M．￠ysむα」伽μη1

4

齋

藤

3．NAD一リンゴ酸脱水素酵素活性に及ぼすATP，

和

幸

ら

ATPはNAD一リンゴ酸脱水素酵素の活性を阻害し，

ADPおよびAMPの効果

ATPの濃度が高まるにつれて酵素活性の阻害程度が

CAM型アイスプラントより精製したNAD一リンゴ
酸脱水素酵素はATPによって酵素活性が阻害された

大きくなった（Fig．3A）．ADPもATPと類似した

（SaitouεむαZ．，1995）．そこで，細胞質ゾル型および

たが，ATPに比較して活性阻害の程度がやや小さかっ

ミトコンドリア型のNAD一リンゴ酸脱水素酵素活性に

た（Fig．3B）．AMPによる酵素活性の阻害はAMP

及ぼすATP，ADPおよびAMPの効果を検討した．
ATP，ADPおよびAMPの効果は細胞質ゾル型とミ

の濃度が高まっても小さかった（Fig．3c）．

パターンでNAD一リンゴ酸脱水素酵素の活性を阻害し

125

トコンドリア型で違いが認められなかった（Fig．3）．
ぷ︶身≧一8︒焉∈＞N品
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Effect

2

3

AMP（mM）
of
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concentration

（A），ADP（B）and

of

AMP（C）on

ATP

the

activity of NAD−malate dehydrogen−
ase from cytoso1（●）an（1mitochon−
dria（○）．
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CAM型アイスプラントのNAD一リンゴ酸脱水素酵素アイソザイム

4．NAD一リンゴ酸脱水素酵素活性に及ぼすpHの
効果

が認められた．

ミトコンドリア型のNAD一リンゴ酸脱水素酵素に関

細胞質ゾル型のNAD一リンゴ酸脱水素酵素の活性の

しても，すべてのpHにわたって3mMクエン酸に

最適pHは7．oから8．5の広い範囲にあった（Fig．4A）．

よって酵素活性が阻害された（Fig．4B）．しかし，

ミトコンドリア型のNAD一リンゴ酸脱水素酵素の活性

酸性側に比較してアルカリ側で酵素活性の阻害の程度

の最適pHは8．5付近にあり，細胞質ゾル型のNAD一

が大きく，酵素活性が最大となるpHがクエン酸によっ

リンゴ酸脱水素酵素に比較して最適pHの範囲が狭かっ

て酸性側にシフトする傾向が認めら．れた．また，ミト

コンドリア型のNAD一リンゴ酸脱水素酵素は，pH

た（Fig．4B）．

3mMクエン酸はすべてのpHにわたって細胞質ゾ
ル型のNAD一リンゴ酸脱水素酵素の活性を阻害し，特

8．5より低いpHでは細胞質ゾル型のものに比較して
クエン酸による酵素活性の阻害程度が小さかった．

にpH7．0での酵素活性の阻害程度が大きかった
（Fig．4A）

また，アルカリ側に比較して酸性側での

酵素活性の阻害程度が大きく，酵素活性が最大となる

pHがクエン酸によってアルカリ側にシフトする傾向

5．NAD一リンゴ酸脱水素酵素活性に及ぼす無機リ
ン酸の効果

CAM型アイスプラントより精製したNAD一リンゴ
酸脱水素酵素では，クエン酸による酵素活性の阻害は
無機リン酸によって解除された（Saitou

100

そこで，3mMクエン酸，3mM

eεα乙，1995）．

ATP，3mM

ADP

ンゴ酸脱水素酵素活性に及ぼす無機リン酸の効果を検

討した．細胞質ゾル型のNAD一リンゴ酸脱水素酵素で
50

器︶＞一旧≧一80焉鼠N品

および3mM2一ケトグルタル酸存在下でのNAD一リ

は，添加した無機リン酸の濃度が高まるにつれてクエ

ン酸による酵素活性の阻害が解除され，100mM無機
リン酸によって約89％にまで酵素活性が回復した
（Fig．5A）．ATPおよびADPによる細胞質ゾル型
のNAD一リンゴ酸脱水素酵素の活性阻害も無機リン酸
によって解除されたが，解除の程度は小さかった．2一

0
6．0

6．5

7，0

7．5

8．0

8。5

9．0

9．5

ケトグルタル酸による細胞質ゾル型のNAD一リンゴ酸

脱水素酵素の活性阻害は無機リン酸によって解除され
なかった．

100

よって上昇し，クエン酸が存在しない時の酵素活性を

上回った（Fig．5B）．ATPおよびADPによるミト

50

ぷ︶＞一Σ一80旧誌E＞N⊆田

クエン酸存在下でのミトコンドリア型のNAD一リン
ゴ酸脱水素酵素の活性は無機リン酸を添加することに

コンドリア型のNAD一リンゴ酸脱水素酵素の活性阻害

は無機リン酸の濃度が高まるにつれて解除され，細胞

質ゾル型のNAD一リンゴ酸脱水素酵素に比較して解除
の程度が大きかった．2一ケトグルタル酸によるミト

コンドリア型のNAD一リンゴ酸脱水素酵素の活性阻害

0
6．0

6．5

7．0

7．5

8．0

8．5

9．0

9．5

は無機リン酸によって解除されたが，解除の程度が最
大となる無機リン酸濃度が存在した．
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によって酵素活性が上昇した．
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Wi11ert（1975）は無機リン酸がPEPカルボキ

シラーゼ活性の調節を介してリンゴ酸の蓄積を制御し

ている可能性を報告している．したがって，無機リン

酸はPEPカルボキシラーゼの活性に加えて細胞質ゾ
ル型のNAD一リンゴ酸脱水素酵素の活性を調節するこ
とによりリンゴ酸の蓄積過程を制御していることが考
えられる．

ブタの心臓のNAD一リンゴ酸脱水素酵素は，ミトコ
ンドリア型のものではクエン酸によって酵素活性が阻
害されたが，細胞質ゾル型のものではクエン酸による

考

察

CAM型アイスプラントの葉身には少なくとも3種
類のNAD一リンゴ酸脱水素酵素が存在する（Saitou
θむ砿，1995）が，細胞質ゾルに局在するNAD一リン

ゴ酸脱水素酵素がCAM型光合成に直接関与すると考
えられる（Kluge

and

Ting，1978）．細胞質ゾル型

酵素活性の阻害が認められなかった（Cennamo
θむαム，1967）．一方，Op肌亡εα／2cμs一加dεcαの茎の

NAD一リンゴ酸脱水素酵素では，細胞質ゾル型とミト
コンドリア型のアイソザイムでクエン酸による酵素活

性の阻害パターンに大きな違いは認められなかった
and Ting，1969）．CAM型アイスプラン

（Mukerji

トの葉身のNAD一リンゴ酸脱水素酵素は，細胞質ゾル

のNAD一リンゴ酸脱水素酵素の活性はクエン酸によっ

型のものではクエン酸によって酵素活性が大きく阻害

て大きく阻害され，その活性阻害は無機リン酸によっ

されたが，ミトコンドリア型のものではクエン酸によ

て解除された．CAM型アイスプラントの葉肉細胞に

る酵素活性の阻害程度が小さかった．これらのことか

は相当量のクエン酸およびイソクエン酸が存在してい

ら，NAD一リンゴ酸脱水素酵素の代謝上の役割の違い
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ン酸の効果は大きく異なると考えられる．

ゴ酸脱水素酵素活性の最適pHは7。0から8．5の広い範
囲にあったが，ミトコンドリア型ではpH8．5付近にあっ

NAD一リンゴ酸脱水素酵素活性に及ぼすATP，

た．無機リン酸は細胞質ゾル型のNAD一リンゴ酸脱水

ADPおよびAMPの効果は細胞質ゾル型とミトコン

素酵素のクエン酸による活性阻害を部分的に解除した

ドリア型のものでほぽ一致した．しかし，NAD一リン

が，2一ケトグルタル酸による活性阻害は解除しなかっ

ゴ酸脱水素酵素に及ぼす無機リン酸の効果は細胞質ゾ

た．さらに，無機リン酸はATPおよびADPによる

ル型とミトコンドリア型のもので大きく異なり，細胞

NAD一リンゴ酸脱水素酵素の活性阻害を解除したが，

質ゾル型のNAD一リンゴ酸脱水素酵素では無機リン酸

解除の程度は細胞質ゾル型に比較してミトコンドリア

によって酵素活性が阻害されたが，ミトコンドリア型

型で大きかった．また，無機リン酸は細胞質ゾル型の

のNAD一リンゴ酸脱水素酵素では無機リン酸によって

NAD一リンゴ酸脱水素酵素の活性を阻害したが，ミト

酵素活性が上昇した．また，ATPおよびADPによ

コンドリア型のものでは活性を阻害しなかった．

るNAD一リンゴ酸脱水素酵素の活性阻害は無機リン酸
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Summary
The cytosolic and mitochondrial forms of NAD‑malate dehydrogenase (EC 1.1.1.37) , which

were extracted from leaves of Mesembryanthemum crystallinum L. in the CAM mode, were
compared with respect to their enzymatic properties. Citrate was a strong inhibitor for the
activity of the cytosolic enzyme but a weak one for the activity of the mitochondrial enzyme.

The cytosolic enzyme was inhibited by 2 ‑ketoglutarate and pyruvate more than the
mitochondrial enzyme. There were no differences in inhibitions by ATP and ADP between the
isozymes. The optimal pH for the activity of the cytosolic enzyme was over a wide range
from 7.0 to 8.5, whereas that for the activity of the mitochondrial enzyme was around 8.5.
Inorganic phosphate reversed the inhibition of the cytosolic enzyme by citrate partially but
not the inhibition by 2 ‑ketoglutarate. Inorganic phosphate reversed the inhibitions of the
mitochondrial enzyme by ATP and ADP more than that of the cytosolic enzyme. Inorganic
phosphate ihhibited the cytosolic enzyme but not the mitochondrial enzyme.

