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トキナーゼは著しく活性化される（Sabularse

に

and

Anderson，1981）ことから，PPi依存ホスホフルク

一三リン酸（ATP）依存ホスホフル

トキナーゼは植物の代謝において重要な役割を果たし

クトキナーゼ（ATP：フルクトースー6一リン酸ホスホ

ていると考えられている（Spilatro

トランスフェラーゼ，EC2．7．1．11）によるフルクトー

1989；Theodorou就αZ。，1992）．しかし，カンショ

and

Anderson，

スー6一リン酸のリン酸化は，細菌，菌類および動物に

においてはPPi依存ホスホフルクトキナーゼの研究

おける解糖系を調節する重要な反応である（芦原，

はほとんどなされていない。

1992）．植物では，ATP依存ホスホフルクトキナーゼ

本研究では，カンショにおけるPPi依存ホスホフ

に加えてピロリン酸（PPi）依存ホスホフルクトキナー

ルクトキナーゼの役割を検討するため，部位別および

ゼ（ピロリン酸：フルクトースー6一リン酸ホスホフル

根の肥大過程におけるPPi依存ホスホフルクトキナー

クトキナーゼ，EC2．7．1．90）が存在し，ピロリン酸

ゼおよびATP依存ホスホフルクトキナーゼの活性を

に依存したフルクトースー6一リン酸のリン酸化反応を

調査した．

触媒している（Dennis

and

Greyson，1987；Stitt，

材料と方法

1990）．

PPi依存ホスホフルクトキナーゼはほとんどすべて

カンショ

（加07πoεαbα雄雄s

Lam．）品種高系14号

の植物組織に存在し，その活性はATP依存ホスホフ

の苗を1994年6月14日に植え付け，九州大学農学部貝

ルクトキナーゼ活性と同等かそれ以上であることが多

塚圃場に於いて生育させた．高系14号は8．5Lのプラ

い（Stitt，1990）．さらに，植物のATP依存ホスホ

スチック製ポットに土耕栽培し，1ポット当たり化成

フルクトキナーゼはフルクトースー2，6一ビスリン酸

肥料（N：P205＝K20＝16：16＝16）5gを施用し

によって活性が変化しないが，PPi依存ホスホフルク

た．苗植え付け後40日目に植物体を部位別に採取した
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アルドラーゼ（EC2．7．1．40）の活性はMacDonald

後，液体窒素を用いて凍結させ，一80℃で保存した．

凍結保存した試料に8mM

ら

MgC12，2mMエチレ

とap

Rees（1983）の方法，ADPグルコースピロホ

ンジアミン四酢酸ニナトリウム，10mMジチオスレ

スホリラーゼ（EC2．7．7．27）の活性はNakamura

イトール，12．5％グリセロールおよび10％ポリビニル

θ亡αZ．の方法（1989）に従って測定した．

ピロリドンを含む100mMトリシン｛丹［トリス

結果と考察

（ヒドロキシメチル）メチル］グリシン｝一NaOH（pH

カンショ塊根の糖代謝に関わる主な酵素の活性を

8．0）を生体重の10倍量加え，氷冷した乳鉢と乳棒を

Table1に示した．ATP依存ホスホフルクトキナー

用いて素早くすり潰し，4層に重ねたガーゼでろ過し

た．4℃，10，000×8で5分間遠心分離した後，上清

ゼおよびPPi依存ホスホフルクトキナーゼの活性は，

を酵素活性の測定に用いた．

UDPグルコースピロホスホリラーゼ，ホスホグルコ

ATP依存ホスホフルクトキナーゼ活性の測定のた

ムターゼおよびグルコースリン酸イソメラーゼの活性

め，酵素を8．2mM MgC12，6mMフルクトースー6一
リン酸，2mM ATPを含む50mM2一［4一（2一ヒド

比較しても約1／6から1／4と著しく活性が低かっ

の約1／600から1／200であり，アルドラーゼ活性と

ロキシメチル）一1一ピペラジニル］エタンスルホン酸

た．このことから，ホスホフルクトキナーゼによる触

（HEPES）一NaOH（pH7．4）中で20分間30℃で反応

媒反応が塊根の糖代謝における律速段階となることが

させた後，100℃で1分間加熱して反応を停止させた．

考えられる．

素活性は，アルドラーゼ（0。09ユニット），トリオー

次に，カンショ部位別のATP依存ホスホフルクト
キナーゼおよびPPi依存ホスホフルクトキナーゼの
活性を測定した．ATP依存ホスホフルクトキナーゼ

スホスフェートイソメラーゼ（0．87ユニット）および

の活性は葉柄およびほふく茎の地上部で低く，細根お

10，000×gで10分間遠心分離後，上清をセルに取り，

終濃度が0．25mMになるようにNADHを加えた。酵

グリセロールー3一リン酸脱水素酵素（0．3ユニット）

よび塊根の地下部で高かった（Fig．1）．PPi依存ホ

を加えた後，340nmの吸光度の変化から算出した

スホフルクトキナーゼの活性は幼葉と塊根で高く，成
熟葉，葉柄，ほふく茎および細根で低かった．また，

（Kombrinkθεα乙，1984）．

PPi依存ホスホフルクトキナーゼ活性の測定は，酵

素反応を8．3mM

MgC12，6mMフルクトースー6一リ

細根ではPPi依存ホスホフルクトキナーゼの活性に
比較してATP依存ホスホフルクトキナーゼの活性が

ン酸，1μMフルクトースー2，6一ビスリン酸，2mM
PPiを含む50mM HEPES−NaOH（pH7．4）中で行っ
た以外はATP依存ホスホフルクトキナーゼと同様に

著しく高いのに対し，塊根ではPPi依存ホスホフル
クトキナーゼとATP依存ホスホフルクトキナーゼの

行った（Kombrinkεむα乙，1984）．

る．

ウリジンニリン酸（UDP）グルコースピロホスホ

間であまり酵素活性に差が認められないのが注目され

そこで，塊根形成とATP依存ホスホフルクトキナー

ゼ活性およびPPi依存ホスホフルクトキナーゼ活性

リラーゼ（EC2．7．7．9）の活性はNakamuraεむα」．
の方法（1989），ホスホグルコムターゼ（EC2．7．5．1），

との関係を検討した（Fig．2）．ATP依存ホスホフ

グルコースリン酸イソメラーゼ（EC5．3．1．9）および

ルクトキナーゼ活性は細根で高く，塊根形成にともなっ

Table1．Activities

of

enzymes

in

tuberous

root

（unit

pyrophosphorylase

P−91ucomutase
P−91ucose isomelase
ATP−dependent phosphofructokinase
Pyrophosphate−dependent phosphofructokinase

potato。

aCtiVity
g−1FW）

18．8

26．2
15．9
0．045
0．076
0．227

A1〔101ase

ADPglucose

sweet

EnZyme

Enzyme
UDPglucose

of

pyrophosphorylase

0．943
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カンショにおけるホスホフルクトキナーゼの役割

て低下した．一方，PPi依存ホスホフルクトキナーゼ

0．125

活性は直径16mmの根において最大値を取る二次曲
0．100

線型の変化を示した．

ζ

0．075

クトキナーゼ活性あるいはPPi依存ホスホフルクト

8

0．050

＾

差

b

呂
≧
三

バレイショでは塊茎の形成とATP依存ホスホフル
キナーゼ活性との間に明確な関連性が認められないこ

とが報告されている（Burre1θむα乙，1994；Hajirez

Φ

Eぐ

aeiεむα乙，1994）．カンショにおいてもATP依存ホ

に

山

0．025

スホフルクトキナーゼは塊根の形成にともなって活性
が低下し，塊根形成とATP依存ホスホフルクトキナー

0．000

YL

ML

P

Activities

Fig．1．

S

of

FR

TR

ATP−depen（lent

phofructokinase

and

between

依存ホスホフルクトキナーゼは塊根形成が開始される

phos−

pyrophosphate−

dependent phosphofructokinase
differentorgans．
Numbers

ゼとの明確な関係は認められなかった．しかし，PPi

T（10）T（50）

the

in

重要な役割を果たしていることが考えられる．さらに，

幼葉でPPi依存ホスホフルクトキナーゼの活性が高

parentheses

represent diameter of tuberous
root．YL，young leaf；ML，mature
leaf；

P，

petiole；

S，

stolon；

FR，

phate−dependent

■，

いことを考え合わせると，カンショにおいては塊根形
成過程を含めて細胞の代謝が活発になりエネルギーの

要求性が高まるとPPi依存ホスホフルクトキナーゼ

fibrous root；TR，thick root；T，tu−
berous root． □， ATP一（1epen（1ent
phosphofructokinase；

直前に活性が増加したことから塊根形成の早い段階で

の活性が高まり，その要求を満たしていることが考え
られる．

pyrophos−

植物のPPi依存ホスホフルクトキナーゼはフルク

phosphofructo−

kinase．

トース。2，6・ビスリン酸によって活性化されること
が知られている（Stitt，1990）．したがって，カンショ

の根にPPi依存ホスホフルクトキナーゼの活性を十
分高めるのに必要なフルクトースー2，6一ビスリン酸

0．12

が存在するのか，また，塊根形成にともなうフルクトー
＾

スー2，6一ビスリン酸の量的変化があるのか，今後検

0．10

差

b
⊆
3≧

討していく必要がある．
0．08

要

約

．≧

ぢ

0

カンショにおけるPPi依存ホスホフルクトキナー

0．05

Φ

E＞
N
ζ

四

ゼの役割を検討するため，部位別および塊根の形成過

程におけるPPi依存ホスホフルクトキナーゼとATP

〇．03

依存ホスホフルクトキナーゼの活性を調査した．塊根
0．00
0
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では糖の代謝に関わる主な酵素の中でATP依存ホス
ホフルクトキナーゼとPPi依存ホスホフルクトキナー

root（mm》

ゼの活性が著しく低かった．部位別に酵素活性を比較
Fig．2．

Activities

of

pyrophosphate−depen〔lent

phosphofructokinase

ent
sweet

and

phosphofructokinase

ATP−depend−

in

root

of

potato．

◆，pyrophosphate−dependent

phos−

phofructokinase；○，ATP−dependent
phosphofructokinase．

すると，

ATP依存ホスホフルクトキナーゼは根で活

性が高く，PPi依存ホスホフルクトキナーゼの活性は
幼葉と塊根で高かった．また，塊根形成過程の根にお

いてATP依存ホスホフルクトキナーゼの活性は低下
したが，PPi依存ホスホフルクトキナーゼの活性は直

径16mmの根において最大値を取る2次曲線型の変
化を示した．
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Summary
The activity of PPi‑dependent phosphofructokinase and ATP‑dependent phosphofructokinase
in different parts and change of the enzymatic activities during development of tuberous root
were investigated to understand roles of PPi‑dependent phosphofructokinase in sweet potato

(Ipomoea batatas Lam.) . The activity of ATP‑dependent phosphofructokinase and PPi‑
dependent phosphofructokinase was very low compared with main enzymes related to carbohy‑
drate metabolis l. The activity of ATP‑dependent phosphofructokinase' was higher in root

than other parts. The activity of PPi‑dependent phosphofructokinase was much higher in
young leaf and tuberous root. The activity of ATP‑dependent phosphofructokinase in root de‑

creased during development of tuberous root, whereas the activity of PPi‑dependent
phosphofructokinase showed maximum in root with diameter of 16 mm.

