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ア ラ バ ン分解酵素に関する研究

Ⅳ A5♪g曙・オJJ〝ざ乃なβ㌢・のアラバナーゼの硫安分劃およびリノヾノール分割

田 川 滑，梶
酵素によるアラバンの分解が，酵素の起尉こよって異なることについてはすでに．報告した（1）．しかし，その作用政

作に関しては不明な点が多い
アラバン分解の−形式をもつA坤βタg査〃弘S属のアラ／ミナ」−・ゼに・ついて，酵素の精製を行ない，それに・よる作用機作
は，As♪邦よgβ7のものが最も

の究明を目的として研究を進めてきた前報（2）まてにA坤βγg吉〃彷S属の■7■ラバナ¶ゼで

強力であることが判明したので，この菌種の変異株の酵素製剤である市販サナククーゼより，酵素の柄製を試みた
天野ら（3）はタカジアスタ−ゼのプロテアーゼの分離に，叫田（4）ほA坤・〝査gβ7のアミラー・ゼなどの分別にリバノ−
ル沈殿法を利用し，精製効果をあげている一 著者の−・人梶は井上とともに．A坤乃言gβ7の変異株（サナクタ−・ゼ）の
1アラバナ−・ゼの性質を調べ，リバノール沈殿によってこの酵素が精製され得る見通しをたてた（4a）
本報告でほサナクター・ゼに．含まれるアラバナー・ゼの性質を検討し，さらに精製への一・過程である節安分割・リバノ

ール分劃による酵素の分別を試験した結果を報告する
実験材料および実験方法
酵素液調製の材料：市販されているサナククー・ゼを使用したこの酵素剤ほA坤．ガなβγの変異株の培養によって

製造されたものである
テンサイ・アラバン：酵素の基質として用いたアラバンは，テンサ
イ粕より林（5）の方法に．準じて調製したこのものの純度は，酸分解糖
畳ベントー・スとして62…56％であり，ペ−→ペー・

クロマトグラフィーに．

アラバナ−・ゼの力価の測定：0．．5％1アラバン液3ml，pH318Mc

で500c2時間の作用による分解率から，あらかじめ作成した単位標

∧U

○蔓ぶ

蛋白質義の測定：280m〟における吸光度を島津分光光度計で測定
し，蛋白質01．1mg／mlの吸光度0．．24なることより求めた．

ち

準曲線にプロットして決定した．

0

にて一足時間反応せしめた後WzLLSrÅTTER・ScHUDEL の改良法で
還元糖を測定しアラ／ミソ分解率を求めた酵素単位は上記反応液組成

盟Sh；hpき

ILVAINE緩衝液0．．5ml，tルオー・ル1滴に酵素液1mlを加え，恒温

︵択︶

よりレアラビノ−・スの他に少量のD・ガラクトー・スが認められた

O 1 2 3 4 5 6 7

実 験 結 果
1．酵素の作用条件
サナククーーゼ粉末を水抽出後硫安0．4−0い6飽和沈殿区分の透析液
を酵素試料として，以下の実験を行なった
（1）アラバン分解に対する酵素濃度，作用時間の影響 二段階
の酵素濃度において，経時的に・アラバンの分解を追究したのがFig．
1である．

またFig．2ほ作用時間を−・定にしたときの，酵素膿度とアラパソ
分解率を示したものである．
両国からアラバンの分解は，分解率30％までは急速に進むが，そ
れ以上になると次室料こ雇える，

Time of工eaCtion（b工S）
Fig。1Relation between reaction

time andarabanaseactivity
Incubating condition：50Oc，
pH：3，8

・−・ An enzyme solution
COntaining O‖415mgof

proteininlmlwas
tlSed
O−O An enzyme solution
COntaining2い487mg or

proteininlmlwas
used
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Fig．．3 Variation of the activity of

E■−Zyme CO‖Ce−−tralior−（n−gP・Otei・1／mり

arabanase with pH

Fig。2．Relations between enzyme
COnCentration andits activity．．

Incubating condition；500c，5hr・S

Incubating condition；500c，pH3．8
・−・ 2brS；×−×3hrS；
◇−0 5hr・S

但）pHと酵素活性 pHと酵素作用の関係ほFig…3の如くで，活
性の最適はpH3．8附近にあると認められた
（3）熱安定性 あらかじめ所定の湿度に・した水中に酵素液を注入
から一定酵素濃度になるよう水を加えたものについて，酵素活性を測

︵求︶

し，その温度の恒温槽中に10分間保ち，後冷水に．て室温まで急冷して

60

壬主0■

定した，．活性の残存率は原液の活性度（単位）■を100としで比較した
で80％，980cで40％近い活性を示した
2小 酵素の部分精製

ぎl≡雲石︸︻

Fig．．4からみられるように500cでほ全く活性の損失はなく，700c

ヰ0

（1）硫安分劃 サナクタ−・ゼ粉末を室温にて2時間水抽出し，不
溶解物を遠心分離した液に・，硫安を所定飽和歴となし，分劃を行なっ

eOnt 50 60 70 80 90 】00

た．．各区分の沈殿は水に溶かし，50cで水道水に．て24時間透析を・行な

T・eali‖g tempe【ature く℃）

い酵素力価，蛋白質盈を測定した．

Fig．，4n Effect of heat tr・eatment

Tablelにみられるように，アラバナ−‥ゼは硫安0．4−0一．6飽和区分

On arabanase activity。

に沈殿して−くる‖ そして比活性ほ処理前の粗酵素液の約1．6倍であっ

Exper・imentaldetails arIe

た

describedin the text．

0．9飽和では比活性ほ高くなるも収率ほ少なく，Ou4−0．6飽和区分

の約％であった
担）リバノ−・ル沈殿に・よる分割 前記硫安0．4一旬．．6飽和沈殿区分の透析酵素液に1％リバノ−ルを加え分劃を行
なった1・各区分の沈殿は0り5〟クエン酸緩衝液，pfI4・5に溶かし，溶液の10−20％の重畳の酸性白土を加ネ，リバノーー
ルを吸着除去し，後水道水で50cにて24時間透析を行なった
操作過程をFig。5に．，その結果をTable2に示す
Table2から，アラバナ−ゼは最初の区分に沈殿することがわかる‖第2，第3の区分は不純蛋白質であり，ここ
で大部分が除かれるいかくして第1の区分に集められたアラバナーーゼの比活性は処理前の7倍に達する

考

察

すでに報告した如く（2），A5久〃￡gβ7 のアラバナ−・ゼは活性の最適pHを3．．6に．もつ，サナクタ・−ゼのそれも殆んど
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Tablel小 Fractionation of the en2：yme With ammonium sulfate．

＊An extract of Sanactase（100g，dried powder）was prepared as describedin the text，the
VOlume of clear・eXtr・act WaSl，430ml

Dialysed solution150ml（I）
（The O〟6saturated fraction shownin Tablelwas used．）
AddedwithlO mlofl％rivanol，and
Centrifuged。
Super・natant

PreCipitate
「
DissoIvedin buffer・SOlution
l

Added with15mlofl％rivanol，and
Centrifuged．．

］

Rivanol removal by
adsorption with acid clay

l

Dialysi＄
Dialysed solution

Precipitate
Dissolved in buffer
SOlution

Supernatat
Added with20mlofl％
rivanol，and cerltrifuged。

l

（Ⅰ）

PreCipitate
［

Dialysis
】
Dialysed solution
（Ⅲ）

Supernatant
（Ⅴ）

J

Rivanolremovalby
adsor・ption with acid clay

Dissolved in buffer
solution
∈
Rivanolremovalby
adsorption with acid
Clay
Dialysis
㍉
Dialysed solution
（Ⅳ）

Fig．．5。Scheme of fractionation of the enzymewith r．ivanol

Table2．Summary of fractionatiorlOf the ellZyme With rivanol
（Fractions designatedI，Ⅰ，Ⅲ，Ⅳand V are as shownin Fig…5…）
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同じ最適pHを有していた．．しかし，前者の場合熱に対してそれほど安定でほなかった申ミ，サナ・クタ・−・ゼのものはす
こぶる耐熱性が強く980clO分間の加熱でなお40％近い活性を示した．このことが本酵素の本質によるものかどうか
ほ精製された標品による実験に．またねばならないが，−・方A坤．〝言gβγのポリガラクチュPナ−・ゼが耐熱性であると
（87〉いわれることなどを考え合せると興味ある点である

なお補助的な意味で本実験に用いた同一試料のアミラ−・ゼの耐熱性を調べた結果，500cでは強力な活性を示した
が，800clO分の加熱では全く失活した
次に，酵素精製に・おけるリバノール処理でほ，最初の区分すなわちリバノ−ル濃度0い胚％のところで効果的に沈殿
剛又された．．天野ら（＄）の酸性プロデア−・ゼ，BoETTICHERら（8）の血塊中のアルブミンのリバノールによる沈殿など
多くの報告（￠・−9）から，リバノー・ルに．よる蛋白質の沈殿性ほ蛋白質の酸性度に強く依存するものと考えられ，このこ

とから本酵素は含有する他の蛋白質よりより酸性であると推定された今後この間題を電気泳動に対する挙動とから
み合せて検討するつもりである
要
サナククーゼ中のアラバン分解酵素の性質を検討した結果

（1）本酵素は熱に対してすこぶる安定で50◇cでほ全く失活せず，980clO分の加熱でなお40％近い活性を示した．．
但）酵素の桁数を目的として，硫安分割，リバノ−・ル分劃俊行った結果
（i）硫安分劃でほ，硫安飽和度0．．4−0、6の区分に60％のアラバナ−・ゼが沈殿回収された．飽和度が高くなるにし
たがい，酵素の比活性の増加が認められたが，0…6−0．9飽和区分では20％以下の回収率であった
（ii）硫安分割後透析した試料についてリバノー・ル分割した その結果最初の区分すなわちリバノ−・ル濃度0．．06％
に・おいて，ほとんどのアラバナーゼが沈殿回収され，リバノーリレの蛋白沈殿性から本酵素は含有不純蛋白質より酸性
であろうと推定された．
終りに臨み，使用菌種名調査に御協力頂きまLた東京大学教授山田浩一博士および明治製菓株式会社石川哲夫氏に
感謝いたします。また，本実験に助力された，井上一哉脚こ感謝いたします
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Studies onthe enzymes actir］g On araban
Ⅳ Fractionation of arabanase ofAs？ergillus niger

withammonium sulfate and rivanoI
KiyoshiTAGAWA and Akira KAJI
Summary Char・aCter・istic studies of arabanase of AsbeYgillus nigerhave been done employing
the extracted solution of Sanactase

（1）This enzyme was highly thermostable；for・instance noinactivation was observed at500c
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and about40％ofits originalactivity remained after heating at98OcforlOminutes．
担）In the experiments concerning fractionationwith ammonium sulfateandrIivanolfor partial
purification of this enzyme．the following results were obtained．
i）The fraction precipitated at O．4to O．6saturationwith ammonium sulfate contained60％of
the originaltotalactivity，and repr・eSented al．6foldincr・eaSein the specific activity as
COmpared with the extr・aCt before addition of the＄alt．

ii）In the rIivanolfractionation of the enzyme solution from the pr・eCeding step，this enzyme
was effectively collectedin earlier・fraction（0．．06％rivanol），andits specific activity was about

12times higherthan thatof theoriginalextractof San？CtaSen
（ReceivedJune20，1936）

