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Macerating enzymeに 関 す る 研究
Ⅵ 植物病原菌が生産するペクチン分解酵素と植物組織の崩壊との関係
梶

明，三国直世志，田 川

清

緒
著者の一人梶ば和紙原料の発酵精練に着用なバクテリヤを野性の雁皮より分離し，α腑繭加り鮎玩翔憫Var小
沼寂加闇mと命名した（1）同菌の分離に続いてこのバクテリアのペクチン分解酵素の研究を進め，とくにイオツ
交換樹脂によって酵素の精製を行なったとき，ポリガラクツロナーけどと別にmacerating enzymeが存在するこ
とを指摘した（2・8）この酵素は中層のペクチンに作用して組織の崩壊を起すが，ペクチン酸に作用することなく，
ポリガテクツロナ−ゼと異なる酵素であることを明らかにした
植物組織の崩壊に関与する酵素はプロトペクチナーー・ゼと称せられて，中層の不溶性ペクチンに作用して可溶性
ペクチンに変化させるものと考えられていた．この古典的概念は，ペクチン分解酵素の研究の進展に伴なって，
次第に崩れ，ポリガラクツロナ・−‥ゼとペクチンエステラ−ゼの存在ば明確にされたが，プロトペクチナ−ゼの存
在を証明する実験結果は全く得られず否定的意見が多く提示された（4−7）‖ しかし，梶は上記のように植物組織の
崩壊に直接関係する作用を有する酵素の存在を指摘した。イオン交換樹脂によるカラムクロマトグラフィーー（2），
ゾーン電気泳動（8），CM−セルロー・スを使用したカラムクロマトグラ■7イ・−がこの酵素の分離に適用された巾
macerating enzymeから分離されて精製されたエンドポリガラクツロナ−ゼ（endo−PG）は植物組璃の崩壊を示
さないことも証明された（2）．
既に発表された上記の研究はCわiJrid2〟m一♪JI玩飽肌Vaf・沼扉元皿mによって生産された酵素について遂行され
たものであるペクチン分解酵素を著しく生産することが確認されている微生物としてClostridiaのほかに
Aspergilli，Penicillia，S3〃haro聖γJe！flagili！，などが発表されたが，植物病原菌には古くからペクチン分解酵素の
生産が強いことが報告され（助り由J∠花βrgd（10）など），また最近に至って優秀な生産薗が報告されている．．例えば
仇め殉血m頃拘ゐ肋（1り‖従って植物病原菌が生産するペクチン分解酵素に関する研究成果は多くみられるが，

macerating enzymeを確実に分離した報告は提出されていない．ただ，谷は植物病理学の見地より著者の
maceratingenzymeのこの分野への導入を実施し，カキ炭素病菌に侵されたカキの果実中およびカキの健全果が
軟腐した際にこの酵素が生成していることを・指摘した（12）一．しかし，酵素化学の知見より判断すればペクチンエス
テラ・−ゼ（PE），ペクチントランスエリミナ・−ゼ（PTE）の生成の検討を必要とする。とくにPTEについては
maceratingenzymeの存在を指摘する前に検討を加える必要があるものと考えられる．
著者らは数称の植物病原菌を培養して培養液中に生産されるペクチン分解酵素を解析し，とくに植物組織の崩
壊作用との関係を検討し，Bolryli5Ciner餌∵およびCorliciumTOU15iii眉択してmaceratingenzymeの研究を進め
ることに決定したり

実 験 方 法
1．使 用 菌

B呵ylif（i71eTeaPers，Scleroli71ialibcTliG71aFucker，Gloeo〜PoriumkakiHori，Fお〜ariu7nOyゆ〃TumfJLycqPcTSici（Sacct）
SnYdeTandHansen，肋廟助川勅iiCuIZiを実験に使用した小 以下述べるようにこのうちより且rさ乃grgα，C・r斬i主査
を選択して実験を進めた両薗を使用して第7報および第8報においても実験結果を報告する，．

2培 養 方 法
（1）培養基 次の二腰類の培養基を使用したそのうちRicha−ds氏培養基を改良したものを主として使用
した．．
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（i）Richar・ds氏改良培養基 Richards氏培養基（1＄）を内藤（14）が改良しペプトンを加えてGloco‡Poriumkaki
の培嚢に使用したものを採用した巾 その組成は次のとおりである．ショ糖25．Og，NH。NO80．・5g，ペプトン10いOg，

KH2PO。0．5g，MgSO。・7fi200．2g，2％FeCl＄溶液0−3mユ，蒸留水1J，（pH5・4），炭素源にペクチンを使用すると
きは125g使用した．
（ii）しょう油培地（1＄） 細かく切ったタマネギを同盈の蒸潜水中に入れて蒸気殺菌器中で30分間加熱したの
ち，炉過してタマネギ煎汁とする．．この液100mlと，しょう油50mlとを混合してショ糖50gと蒸溜水850mlと
を加えて培養基とする… 培養液のpHを・5 4に調節した．
（2）培養方法 培養基を500ml容振とう■フラスコに入れ，280Cで振とう培養した．振とう許は100往復
／分のものを使用した．フラスコ1個に入れた培養基の容盈は特に記載した以外はすべて50mlであった．種菌
は斜面培養より1白金鈎づつをとり1フラスコに加えた種菌の培養基はジャガイモの抽出液にショ糖を加えた
寒天培地である．

3．分 析 方 法
（1）ポリガテクツロナ・−ゼ endo−PGを中心に作用カを測定したl酵素作用液の配合を1％ペクチン酸溶

液35ml，クエン酸。リン酸塩緩衝液LOml，酵素液（適宜に稀釈した液）LOmlとし，05tWald粘度計を使用
して粘度を測定し，25◇において酵素作用を進めて一定時間後に粘度を再び測定し，次の式によって粘度低下度
A％を表わした（15）．，なお，測定温度は250であった。また，基質のペクチン酸はSunkistG∫OWerSのペクチン
NFをアルカリ法によってペクチン酸に変化させたもの使用した（ユ6）
×100

A＝

Ta‥不活性化した酵素液を配合した作用液の落下速度（秒）
T：酵素液を配合した作用彼の落下速度（秒）

To：基質を含有せず，水に酵素液を加えた彼の落下速度（秒）
C7吋〜ざ宣の酵素液を使用して250で1時間ペクチン酸の粘度低下を進め，A（％）を計許してAをたての座標に
とり酵素法度の対数を横の座標にとって標準線を作製した第1図に示すようにAが10−80％の間は直線関係を
示したのでAが50％を示す酵素盛を2unit／mlと決定して本実験中のPGunitばすべてこの標準線を使用して
計算したい

︵求︶く⁝讐 慧慧悉でごご㌻
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PGunit（logscale）
第l図 endo−PGunit曲線（CTOU〜ii）
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（2）macerating activity 基質として植物組織の一L片を使用した‖ 靭皮繊維を使用するときはあらかじめ
水中に浸潰し，指でよく押して附著する空気の小泡を除いて使用した．野菜，果実はミクロトームで一・定の厚さ
に切断した．酵素作用液の配合は次のとおりであったり 組織の劇片，樹皮繊維ほ1×1cm，乗組鵡ば0‖5×10mm
の円板状のもの，酵素液適宜に稀釈した液25ml，クエン酸・リン酸塩緩衝液0．5ml，トルコトール3獄．この
作用液を3 ㍗に17時間保持したのち，ベトリ皿の水中に組織を取出し，軽く指先で押してその崩壊度を観察し，
完全に崩壊したものを（㈱）とし，順次識別し不活性のものを（】）として表示した．
（3）菌の増殖状況 フラスコ中に菌糸が分散して充満する状態を（価）とし，順次に（−）〜（棚）の間に表
現したまた菌糸の盟を布で炉過し乾燥して杵屋し重虞表示を行なった．

実 験 結 果
15種の植物病原菌によるPGの生産とmaceratingaetivityとの関係
代表的な菌として次の5称を選択しPGの生産と三松の崩壊度との関係を瑚察し併せて菌の繁殖状況を記録し
た．

第1表5種の植物病原菌の増殖状況
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備考1・培養液の炭素源はショ糖，1フラスコ中の培菱液は100ml，280で振とう培養い
2菌体重患は4日間培養したときの乾燥菌体孟，培沓液15ml中
菌糸の増殖状況は第1表に示すように，餓ほ油川川り明知相聞が極めて速くα細明知施m加彪卜戯吹伸一（i花βrβαも
増殖状況は良好であったC￠rgf ・加…叫協のみこの振とう培養で増殖が劣った種菌を移植後2，3，4日にわたっ
て培養液をとり菌糸を布で除き，さらに液を遠心沈殿して上澄液を50で24時間透析し透析内液を一・走塁にして
酵素液として使用したそのmaceratingactivityとendo−PGの単位孟とを第2表に示す．
第2表に示すようにβJ血相‰Cr吋∫さまの培養液中の酵素によって三種の崩壊は著しく進行した−・方endo−
PGは且cさ花βrβαによって股もよく生産されたβ（≠花βrβαとC r〃げ班とのendo−PGunitの比をとってみると第2

表中に示すように29−47の偽・を示したしかし三梯の崩壊度は両菌の4日間培養液によって等しい度数を示し
た．
2Cor・砧ci比mr・可声ぶとβ0けγlねc￡花々r′eαの酵素生産に及ぼすべプトン童の影響

前項の実験結果が示すように，C小r吋Iよ盲と凰 i花βrβαの酵素によって植物組放の崩壊は進行し，しかも両菌の
endo−PGの生産盈が異なることが分ったので，今後これらの菌を使用して実験を進めることにした．培養液は

Richards氏液を内藤が改良した液を使用することにしたが，この培養液はCわ郎妙血抑止娩の培養に設定された
ものである従ってペクチン分解酵素の生産に好適であるが，とくに窒素源の使用意が適当であるかについて実
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第2表 植物病原菌のmaceratingactivityとendo−PG作用
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備考1．培養液の炭素源はショ糖，1フラスコ中の培養液は100ml，280で振とう培養，第l表と同山・培養．
2MAは三．柾の崩壊度，酵素液2mlを使用して本文中のとおり作用液を配合して酵素作用を進めた．，
3PGは粘度低下法で測定．
験を進めた炭素源にはすべてペクチンを使用しその盈を125g／1に調節した．基本培養液にペプトン盈を添加
して0−1qg／lの変化を与えて培養したのち，前記と同様の方法でmaceratingactivityを測定した
（1）C。TOU：siiの酵素生産 第3表に示すようにペプトンの増加は菌体患，maCeratingactivityいづれにも
良結果を与えた… 三相を基質とするときの崩壊度はペプトン6g／1の培養基を使用して3日間培養した区分でも
良好な結果を与えた
（a）且 ・さ花βrβαの酵素生産

実験結果によれば菌の増殖はペプトンを欠くときも進行したがペプトンを4g／1以上添加すると喜ば菌糸のの
びが良好になった．ジャガイ・モの崩壊作用に対してはペプトン10g／1使用の区分が最も良好な結果を・与えた一・
方，三柾の崩壊作用に対しては6g／1の使用区分が最も良好であり，8gおよび10g使用の場合には酵素生産は
良好であったが培養日数が4一・5日に遷するときは急激に酵素作用が失活した，これらの結果を第4表に示す
第3表 酵素生産に及ぼすペプトンの影響（C・r材〜まざ）
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備考1三位の崩壊度に対しては10倍稀釈液を2‖・5ml配合して20時間作用させた．
2小 ジャガイモの崩壊度に対しては10倍稀釈液を2・5ml配合して5時間作用させた
3，培養液の炭素源はペクチンい

130，2

川
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第4表 酵素生産に及ぼすペプトンの影響（且（f乃βrβα）

備考1・三腐の崩壊度に対しては5倍稀釈液を，ジャガイモの崩壊度に対しては10倍稀釈液を2・5ml配
合して17時間作用させた．

2倍養液の炭素源はペクチン
考

察

1・菌種の選択
植物病原菌のうちで最も強くペクチン分解酵素を生産する菌としてβ∴由利肌用が20世紀の始めより指摘されて
きた（17）．近年になって果汁清澄剤に植物病原菌の製剤が使用されるようになり，遠藤は多数の菌のペクチン分解
酵素の生産および果汁清澄力を検討した（11）この発表を参考にして，著者は上記の5種の菌を選び出し，
maceratingactivityの生産能力をみたところ実験結果に示すようにB．JineTeaが優れた能力を示したり しかし，
極めて興味あることはCrOげ最の培養液を透析した液中にはPG生産が比揆的少いにもかかわらずmaceほting
activityが強く認められたことであった．従って以後の実験にはB．CinercaおよびCrOlf5iiを使用することに決
定した．
2・培養基の選定
かびの酵素生産には固体培養を行なうことが多いが，酵素の箱男削こは液体培養から出発することが不純物の爽
雑を少くするい また，発酵化学の知見を得るため，とくに酵素の生産状況を観察し，生産条件を設定するために
も液体培養法が望ましい．よって，著者ほ液体培養法で出発し，Richards氏液にペプトンを添加して基本培養
基を設定した1第3，4表に示すように有機憩室素の存在は必要であり6g／1のペプトンが適当と認められたり
炭素源については第1，2表のショ糖の結果よりも第3，4表に示すペクチンを使用した場合が優れているもの
と判断したこの結果はCり之J‡さ花β〝mVar」‡査加点≠α花〟mの酵素生産と同様である（18）

3小 ma￠era亡ingaetivity

上に述べたようにB Cinerea，C‖rO（f：‡iiのmacerating activityはendo−PG作用と必らずしも比例せず，これ
らの菌種は著者がCl．ju5ineum var‖jikokia71umにお車て発見したと同様のmaceratingenzyme（2）を生産する公
許が大きいい 事実，別報（ユ9）に述べるように，一臥古壷〝朋の生産する樫種の酵素の最適pH価を追求した結果，

endo−PG，PEは5l5，eXO−PGは5l0に最適値を示したが，maCeratingactivityはpH22へ25および40〜
4l5の2箇所にピ・−クがあり，一・方，CrOU：fiiについてはendo−PG，eXO・PGの最適pHは410であるに対し
macerating activityは2・2〜2 5に最適値を示した．同時に別報に述べるように両菌株の生産する macerating
enzymeは特定のイオン交換樹脂を使用するカラムクロマトグラフイ」−・によって完全に分離精製され，（訂
jcl〜i71eum Var．Sikokia71umの研究（2・S）の際と同様な成果があげられた。著者はこの両菌株を使用してmacerating
enzymeの作用機構および応用について実験を進めているい

要
maceratingenzymeを研究するために植物病原菌中より β呵グJj−（f花grgα，C∂r′おiαm呵／二〜iiの2菌株を適当な
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る微生物として選定した培養基を設定し，培養液中にmaceIatingenzymeの生産していることを考察した．
菌株を分けて下さった本学部教授内藤中人博士に感謝し，御助言を頂いた同教授および助教授谷利一博士に感
謝の憩を表します実験に助力された山下昌之，森川孝一・両氏に謝意を表します．
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StudiesofmaceratlngenZymeaCtlngOnmiddlelamellapectin
VI Relationofpecticenzymestomacer・atlngaCtlVltyPrOducedbyplantpathogenes

AkiraKAJr，NaoyoshiMIKUNIandKiyoshiTAGAWA
S11mmary One of theauthors，Kaji，repOrtedin19156thatmacerating enzymewasseparated fkomthe
Culture auid ofCllju〜illeumVarlrikokianum bythemethod ofcolumn chromatography usingion−eXChange
resinandthisenzymeconvertedinsolublepecticsubstanceinmiddlelamellaof planttissuetowater soluble
pectinicacidinsplteOfnoactivltyOnpeCticacid
‡nthisreport，6vespeciesofplantpathogenes，BoりlわCi71CreG，SdcTOli72ialibcTlia73a，Gloeol少riumkaki，F〟∫ariu7n

Oり〜PorumandCorli iumroU5｝iiwereemployed fbrtheexperiment ofmaceratingenzymelB・CinercaandC
roU‡iiwerefbundtobesuitablefbrstudingonseparationandcharacterization ofthisenzyme The micro−
OrganismswerecultivatedinRichardsmediaadded6gof peptoneperliter，at280fbr72hrsbythemethod
Ofshakeculture‖Themace‡atingactivltyOnbarkofMitsumataandtissueofpotatoappearedinthedialyzed
SOlution of cultured且uidlCorrelationbetweenmaceratlng aCtivltyand pecticenzymeswasdiscussed，and
it was detected thattheratio ofenzyme activities between endo−PG and macerating enzymewasv・ariable
dependingonculturalconditions

