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解12巻館2号（1960）

ア ラ バ ン分解酵素に 関す る研究

I テンサイアラバンに対する酵素作用およびzone electrophoresis

輝 明，掩 博，吉原 収＊，島崎晶互
Studies on the enzymes acting on arabans
I Action of aIabanase on beet−araban and zone electrophoresis of the enzyme
Akira XAJI，HiroshiTAXI，Osamu Yos即HARAand Akihiro SHIMAZAKI
著者等は微生物が生産するアラパン分解酵素を究明する目的をもって研究を開始したが，本掛こ・おいてほタカジ

アスタ・−ゼ中に合萌されているこの酵素について実験を進めた結果を報告する
夕カジアスタ・−ゼ申に．アラバナーゼが含まれているこ．とは，1928年にEHRLICHおよびScH一丁BERrl）が彼らの
いうところのテトラアラバンに・この酵索を作用させた結果，

し，その後はアラバナ・−ゼに．関する研究成果がみられない
実験および結果
A．酵素作用力の決定方法
1．．アラバナ叫ゼの作用力
暖地テンサイの搾り粕より調製したアラバンに酵素作用を進めたとき生成するL−アラビノ・−スをWI†1？ⅠノÅTTノER●

ScHUDEL 改良法濫よって定盤したい 一九 塩酸によっでアラバンを加水分解したときに生成する糠星に対し比率
を求め，分解申分率として表現した．1gの風乾テラバンの酸加水分解によって 0∩7425gの糖を得，ペ′−パーク
ロマトグラフィによって生成還元糖は1−アラビノ・−スが主体セであることを確認したが，少盈のガラクトースを

含んでいた‖ 酵素作用液の配合は次の通りであった1％アラバン溶液10ml，McILVAI正Eの綬衝液2ml，酵素
液2mlを基その配合割合としたが，実験によっては0．5％アラバン溶液10mlを使用した．酵素液の調製にはタ
カジアスタ−ゼの粉末を使用し，40倍最の水に溶解し，遠心沈澱後の上澄液を酵素原硬とし，これを適当に禰釈し
て酵素液として使用した．、特別に記載した以外は酵素作用はすべて370Cで遂行した

2．α−アミラーゼの作用力
Wo耶．GEMUTI工法によって作用力を決定した
3‖ 酵素液中の窒素の定量

Folinのフェノ−ル試菜を使用して発色し，光電比色計を使用して660叫ムにおける吸光度を以て璧索の愚を指
示した
B．テンサイアラバンに対するアラバナ・−・ゼのイ乍用
1… 作用条件の酵素作用におよぽす影響

（1）酵素濃度の影響 上記の酵素原液を更に10，100，500倍に稀釈して，上記の通りの配合で作用液を調製し，
各作用時間後に生成糖を定塗した．その結果を第1図に示す
（2）作用pE価の影響 原液の10倍稀釈液を使用して第2図の如きpH価において酵素作用力を検討Lた−√ 作
用時間は48時間である．．このような条件下では，最適pH価は3い6に認められた
（3）作用温度の影響 第3図に示すように，26，30，37，45，500Cの各温度に．おいて12時間作用後の分解率を求
めたい この条件下では最適温度は450Cに認められた
2l酵素作用による生産物の検出
ペーーパーークロマトグラフィによって生成糖を検出した．．即ち，作用液を5回原点に添付して，ブタノ−叫酢敢，
＊現在の勤務先は船山替油株式会社
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第2図 作用pH価の影響

反応開始後4時間たして既に．アラピノースを確認した‖反応時間96

分

時間にわたってオリゴ糖のスポットはみられなかった．

解
率

■．コ

水の混合比4：1：5の展開液で一次元の展開を行い，aniline hy・
drogen phthalateを墨色割として生成糖を検出した．この結果，

％

C．アラバナーゼのヱ01te eleetrophoresi畠
1い 電気泳動の装置および方法

zoneelectrophoresisの装置および方法についてほ，KuNKELお
よびSl、ATER2）が考案してより多くの実験例が発表されている．
著者の・∵人梶はZOneelectrophor・eSisをペクチン分解酵素の分離
に応用してその結果を発表した3）．本実験に使用した装置および方

￣￣ 二￣丁￣￣こ
皮 OC
第3図 作用温度の影響

法は．この既報におけると同一・であった‖即ち，水平型の泳動装眉で，
甲yの大きさは，深さ1 4cm，巾3・Ocm，長さ25りOcmであり，両極には白金板を使用したい泳動は50Cの氷
室申で行った．担体には馬鈴薯澱粉を，緩衝液に・は堀／50解散緩衝液を使用した．
酵素液の導入には澱粉ブロックの中央部を1cm巾に切りとり，酵素液を混和した後再びもとの個所へ充賎した．
泳動後の酵素の溶出は次のように行った．1cm巾に澱粉ブロックを切りとって，兼溜水3mlを加えてよく豊拝後，
遠沈して上澄液をとり酵素溶出液として作用刀その他の定最を使ったぃ
2い 泳動に儲用した酵素液の調製法

タカジアスタ・−ゼ10gを40mlの水で抽出して，遠心沈澱後上澄液に硫安0‖75飽和した後沈澱を濾別し，5ml
の水に溶解し，水道水に対して48時間透析し，動こ郷′50餅酸緩衝液（pH6・0又は316）に対して24時間透析し
たものを酵素原液として使用した．この溶液1ml中の蛋白の鼠は25mgであった．
3．電気泳動の結果

（1）pH6．0において泳動した結果 酵素液1mlを使用し，初期電流を5mA，電圧を420Vに調整して16時
間泳動した．第4図に示す如く，アラバナ・−・・ぜは陽極側に泳動し，フラクシヨン8の溶出液が最大の作用力を示し
た．α−アミラ・−ゼの作用力も同じフラクションに最高の作用力が出現した‖
（2）pH3−6において泳動した結果 酵素液の調製法は上記の通りであるが，0・5mlの酵素液をブロックに導
入した．初期電流を4．5mA，電圧を460Vに調整して17時間泳動した第5図に示すように陰極側へ泳動し，フ
ラクション8に．最大のアラバナ−ゼの作用力が認められた．この場合にも，■α・アミラ−ゼはアラバナーゼと同様な
泳動結果を示した．

要
1．．タカジアスク・−ゼのアラバナ・−ゼについて実験を行った．この酵素のテンサイアラパンに対する作用は，pH
3い6，450Cにおいて最高の作用力を示した，．
2．．酵素作用の生成物としていアラビノ・−スを確認した
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第4図 zoneelectrophorIeSis（pI壬6．0）

3．この酵素のZOneelectrophor・eSisを行ったところ，pH6．0に．おいては陽極側へ，pH3．6においては陰極側
へ泳動した巾 この二つのpH毎に．おける泳動において，アラバナ・−・ゼとα一アミラ」−ゼの作用力の最高点は同r・フ
ラクションに．現われた．
御懇篤なる御旨導を賜った京都大学名誉教授片桐昇郎博士に．深く感謝いたします．
（本研究の要旨は昭和35年10月7日，日本農芸化学会関西支部秋季大会第173回講演会，高松，に．おいて発襲した）
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Sllmmary
We have studiedon the enzyme whith acted upon beet−araban．A crude enzyme solution was
preparedErIOmthecommercialpr・eparation ofpowdered Takadiastase．The optimum pl‡andoptimum
temperatureofthi岳enzymewasfoundt6be3。6and450C respectivelyWhen the en2；yme aCted on
beet−araban for4to96hr・s．，the spot of L−ar・abinose was detected from the reaction medium by paper

partition chromatography，andnooligosaccharideappearedinthesamesolution
Electrophoreticmigrationofthisenzymewasper・formedbythemethodofzone electrophoresislPotato
starch was employed forthesupportingmediumanditspH valuewasadjustedto6．rOor3・6by M／50
phosphatebuffersolutions．Thesizeofthetraywas3・0×25．OcmandinlAcmheightElectr・OPhoresis
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第5区IzoneelectrophorIeSis（pH3．6）

wasc9nductedatpotentialgradientof420to460V，aStOgetaCurrentOf4・5to5mA・Theapparatus
wasplacedinanic？Chamber・at50C，andelectrophoresiswascarriedout董or16to17hr・S・Tqn g of
Takadiastase preparIation wasdissoIvedin40mlof water，and thesolution was centrifuged，and th
theenzymesweresaltedoutbytheadditionofammoniumsulfate・Theprecipitate wasdissoIvedin5
ofwater・，andthesolution wasdialyzedagainsttapwaterfor48hrsれ，andthenagainstM／50phosphate
buffersolutionfor24hrs。Thedialyzed solution wasemployedas enzymatic solution，1mlofthissolu−
tioncontained25mgof protein，and waschargedtothestarchblock，andthenzoneectrophor・eSiswas
carTiedon。Afterelectrophoresiswasperformed，3mlofwater・WaSaddedtoeachsectionofstar Chblock，
and the enzymes were eluted Lrom thesupporting medium・When electr・Ophoresis wascarrIiedoutat
pH6．0，arabanase was found tomigrate toward theanode，and maximumactionofthisenzyme
detectedin the frIaCtion8．After electrophoresis was performed at pH36，arabanase was found to
migr・atetOWar・dthe cathode，andmaximumactionappear・edinthefraction8・InbothcasesofpH6O
and3．6，α−amylasemigr・atedtowar・d thesamee19Ctr・Odesasarabanasedid，andthemaximumaction
theformer were detectedinthefraction8．The resultsofzoneelectrophoresiswereshownin Fig 4
and5
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