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ペクチン分解酵素に関する研究（第21報）
植物組織の窮境に関与する酵素の作用力測定法紅いって
田 川

清，梶

微生物による植物組織の崩壊現象は古くから知られており，これに関与する酵素としては古典的なプロトぺクチナ
ー・ゼの存在が考えられてこいたが，その証明ほなされたことがなく，現在ではエンドポリガラクツロナ・−ゼ（endo−
PG）およぴペクチンエステうーゼ（PE）が考えられ，両酵素の協同作用によって組戯の崩壊が起るものと認められ
ている．（12）
著者の・一人梶は195占年に中葉ぺクチ：／に作用して組織の崩壊を行うがペクチン酸にほ．殆ど作用カを示さないことを
特徴とする酵素をCJo・5f′よ−粛抑り似正他州財7机〃．扇加商〃〝〟∽から分離し（34），続いてこの酵素がペクチン酸よりもぺ
クチンに作用することが著しい一層のペクチングリコレダーゼであり，ポリメチルガタクツロナー・ゼ（PMG）とは
異る酵素であることを証明した （5）

セルラーゼなどに・よって崩壊作用が起るという報告がみられるが（￠78〉，著者らの実験によれば折紙崩壊作用を示
すセルラ・−・ゼ（結晶酵素）では植物組織の崩壊作用はみられない．
植物粗放の崩壊に関しては古くから種々検討され報告も多いのであるが，酵素の活性度測定についてほ各研究者そ
れぞれ異り，活性度を比較検討することは非常に困難なことである．
我々はかびの生産するペクチン分解酵素の精製を行い，植物組織
崩壊活性，作用機構などを究明するにあたり，再現性のある力価測
定法の必要なことから，従来−・般にとりあげられている馬鈴薯切片■

の崩壊による方法および梶らが長年使用している雁皮切片を用いる
測定法（3）を検討し，これを改良した方法を設定したのでこゝに記述
する．．

実験方法および結果
（1）馬鈴薯切片の崩壊度測定法
a）酵素試料
風扉り勅5 Ci〝β′βα（9）の培養液を硫安塩析後透析した液を使用し
た．．

RIC‡iARDS氏一内藤氏改変培地（10）に炭素源としてレヨ糖の代りに

ペクチン1小25％を用い，ペプトン0．る％を添加した培地20Lを5乱容
ジャーファーメンターに仕込み，同培地で250Cにて4日間培養し
た種菌液20ロ皿1を接種250C紅て通気撹拝を行いつ⊥占ロb工S培養
Fig1Apparatus

後，菌体を布折過して除き硫安を添加0．9飽和となし，沈澱を遠心

（1）HoldeI

分離（12，000Ⅰ∴p巾m．10min）し水紅溶解後50Cにおいて水道水

（2）Sponge mat
（3）Vesselcontainingreaction mix−

で24hIs；PH4．．0，M／200クエン酸リソ酸緩衝液にて24hI■S透析し

tuIe

（4）Graduated glass tube supported
Vertically by the holder しdia一
皿eteI12皿皿）
（5）Inside glass tube with the
Object of giving theimpulsion
（dia皿ete工8皿m，Weig加12g）

た．
この酵素液の蛋白質量は．851mg／ml（280mJノにおける吸光度の
測定より求む）であり，既報（11）の如く馬鈴薯，雁皮の切片に対し
てpH2．5および4．口紅おいて最も強く崩壊を起す
b）装

置

崩壊状態を観察するにほ一足条件のもとで定まった衝撃を与える
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第17巻欝2号（19占占）

ことにより破壊されるか否かを知るのが妥当である．．その為に第1図の装置を使用した．
C）測定方法

25ml容秤盈瓶に被験酵素液10皿1，綬衝液（McILVAINE緩衝液，PH4．0を使用する）5mlを入れ，この中に・馬鈴薯
切片（径10mm，厚さ1皿m）5個を投入しトルオールを加えで570Cにて作用を続ける．一定時間間隔で崩壊の有無
を検㌢．即ち作用容器を前記装置のスポンジマット上にのせ器申の馬鈴薯切片−・ケが丁度外側ガラス筒内におさまる
ようにし，切片より5c皿上から12gの衝撃用ガラス簡
を落下させる．．崩壊状態にあるものほ破壊されガラス
筒内径に−・致した切片ができる．このようにして5個
の切片・のうち5片までが崩壊に到る時間を求める．

要時間を測定した値を欝2図の各点で示した．

酵素濃度の対数値と崩壊所要時間の対数値の問にほ
はゞ直線関係が得られ次式の関係が成立つ
Log〔E〕＝αLogT＋Logβ
仙
こゝで〔E〕は酵素濃度を，Tは崩壊所要時間を示

し，α，βは定数である
第2図の各値からαを静出するとα≒−1．4となり，
崩壊所要時間の1日4乗した値の逆数を酵素作用カとす

ヘーま芸ぎ︶亡︒ごぷu巴己︒U賀計ud

d）酵素作用力の表示法（学位の設定）

前記作用条件において酵素濃度を種々変えて崩壊所

0 5

るとこの値ほ酵素星に比例する．
崩壊所要時間を分単位にとり，実用的立場からβの
値を108としたとき（1）式で示される酵素還を単位力価
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とした．
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即ち単位計算式ほ（2）式で示される．

108 〔Mu〕昌乙；at。−軒1

（2）

Fig．2 Relation between enzyme concentration
and timeIequired董0ImaCerating potato
Slices

〔−Mu〕㌫at。‥馬鈴薯切片崩壊活性度（単位）
（2）式で示めた単位腰準直線を第2図中の実線で示す．．隊lから明らかなように崩壊所要時間が5D分以下又は12時間以

上の場合は適用できない什
（2）雁皮切片の崩壊度測定法
a）酵素試料

前項と同様であるい
b）雁

皮

雁皮（椚鳥・Sわ仙川扉αJ晶紬息α犯α ダ㌢−．如こ 封紺）の某組織を使用した．樹皮を水に浸し黒い表皮む取り除いたもの
（白皮）な・風乾し軸に垂直に2mm巾に切断したものである．その組成ほ既報（3）の如くペクチン11−12％，ペントー
ザン27−28％，粗繊碓42−45％，灰分2−．5％である．．
C）測定方法

囁皮100mgを杵りとり，径18mmの試験管に入れ，酵素液4m】，綬衝液（McILVAINE緩衝液pIi4．0を使用）2
ml，トルカ・−ル5滴を加えて密栓をはどこし，570Cの恒温器中で反応を進める．血走時間後試験管を50砂上下に激

しく板垣してから水14mlを加えて内容をよく混和し，㌍紙で㌍過するL．折液1mlに4mlのD06N，NaOHを加え室
温に50min放置して硯メチルを行い，その1mlを用いて常法通りCarbazole法（12、18）によりペクチン題：をガラクツロ
ン酸当昆として定義する… 空試験ほ酵素液を1000C，10min処理して失活させたものを用い同様の操作によりぺクチ
ン鼠を測定する．
一方雁皮の全ぺクチン含量を知るには雁皮100mgに0．5％シ．ユ・ク酸アンモニヤ溶液10mlを加え，途中数回激しく凍
敬しつゝ850C，15hIS抽出を行い，折過洗僻して折液洗液を合せて定容にした後前記同様の方法によりぺクチン愚を
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求めた．．

酵素作用によるぺクチン除去率を下式により求めた．
ぺクチン除去率＝・

作用により溶出したぺクチン慶一空試験ぺク竺と塁
修安抽出による仝ぺクチン蜃

d）酵素作用カの表示法（単位の設定）

酵素濃度を種々の段階にとり，2，4，8，1蝕rsの各作用時間後に・おけるぺクチッ除去率を測定した・結果は第5
図の各点で示した数値である．．

いづれの作用時間に．おいても，酵素濃度の対数値とぺクチン除去率の間にははゞ番線関係が認められ，除去率0…15
から0∩7の範囲内の各測定値より最小自乗法により直線をひくと図中の実線となる・・
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Fig5 Relation between enzy皿e COnCentration
andIatio of removalof pectin
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Fig．4 Relation betweenenzyme concentration and
time required for the ratio of removalof
pectin to reach a ce工tain extent

R 工epreSentS theIatio of removalof pectin

除去率0‖2，0，4，ロ庇おける酵素濃度と作用時間の関係を第5図実線の低から求め描写したのが第4図である・
欝4図の各点ははゞ直線上に並び前項（1）式の適用が可能となる．

図の各点の低から（1）式右辺の係数αを求めるとD．98で，1としてよいことが認められた
又（1成第2項の数値は明らかに除去率の函数であるひ第4図の各値から関係式を求めると（3）式が得られる
βニ5い42R十γ

R：ペクチン除去率，γ：定数

実用面と計静の便なることを考慮して単位換静式を提示した
〔Mu〕㌫pi＝

101＋＄5R

〔Mu〕㌫。i：雁皮切片儲壊活性度（単位）
T

：作用時間（min）
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解17幾筋2弓（19占る）

ぺクチン除去率0．2，04，0．．dにおける酵素力価と作用時間の関係を示す単位標準直線を第4図実線で示した．
e）ぺクチン除去率と組織の崩壊状態ならびに本測定法の適用範囲

酵素液を適宜稀釈して試料を作り，4ll工Sおよぴ15加s作用後のぺクチン除去率を測定し，同時軋組織の崩壊状態を
観察した．
崩壊状態の観察は既報（9）紅ならい酵素液2．．5ml濃彿液（McILVA川E緩徳液pH4．0）0い5mlに雁皮（1×1cm）1
片の組成でトルカ・−ルを加えて570Cに．て作用させ，作用終了後レヤ−レに切片をとり出し指で軽く押して，崩壊の
有無をみた．崩壊皮の表示は全く変化のみられないものを（−），明らか紅崩壊が認められる場合を（＋）以下順次度
合をつけ（冊）までとした．
又試料中の蛋白濃度ほ280m〃における吸光度の測定により，結晶アミラーゼを用いた標準線を対照にして決定し
た鵬

Tablel Comparison between ratio of zemovalof pectin and maceIating degree by enzyme
action on Ganpibarks

これらの結果は算1表の如ぐである．
袈から明らかの如く，雁皮の崩壊作用ほ可溶化したぺクチンの増加鼻（除去率）として表わされることが認められ
る∩除去率が08程度になると繊維束ほバラバラになり全く原形をとゞめなくなるい

蛋白盈当りの活性度より測定法の適用範囲ほ除去率0115−0い占5内が妥当な値を示すものと認められる．．又作用時間
が20hrsを越す長い場合は当然誤差が大きくなることが考え．られる故我々は通常4−17時間を採用している，，
考

察

馬鈴薯切片せ剛、る植物組織崩墟の酵素作用力測定が一般匿行われているい しかし酵素偏性度の表し方はさまざま
である小
BROWN（14）は完全崩壊に要する作用時間の逆数を，WooD（15）は時間の2乗値の逆数を採用している 我々は本法に
ょり測定した結果酵素活性ほ崩壊所要時間の1．4乗の逆数に比例することが示され，McClENDONら（1＄），有馬ら（1r）
の報告と−激する結果が得られたい このことほ用いた馬鈴薯切片■の大きさ，作用条件の違いによるものと考えられ
るい 特に切片の大きさが問題となる．．拡散の理論（1＄）によれば酵素が拡散によって到達する距離ほ時間の％乗に比例
する‖ それ故切片の厚さを2倍にすると作用時間は4倍に長引くことになる．．我々は0・、5mm，1いOm皿および1L・5mm
の厚さの切片を用いて実験した結果0．5mmの場合ほ測定値の精度が低く，1・5mmでほ明らかに崩壊所要時間が長引
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き測定に不便であった為1．Ommのものを使用することにした小

組織の崩壊を直接観察する方法が一般的であるが，崩壊により附随して起る成分変化を測定する方法ほより正確な
結果を期待できる．
雁皮切片を用いた場合について検討したところ，ぺクチ・ン除去率を作用時間を変えて測定することにより可成り良
好な結果が得られた．．しかし天然の基質を使用する限り精度の向上ほ望めない．

植物組織の崩壊現象が純粋なべクチッおよぴぺクチッ酸の酵素分解により起るのであればポリガラクツロナーゼお
よぴぺクチンエステラ、−・ゼの活性度測定により充分であるが，著者の一人梶（3・5）が指摘したようにぺクチッ酸に作
用がみられなくても崩壊作用が強く起ることがあり，この場合にほendo・PG，とPEの共同作用では説明がつかな
い．この場合ペクチンデポリメラーゼのみの測定で充分理解できるであろうか，酵素の精製は目下当研究室において
各種の微生物源の酵素について行われている．この精製過程において崩壊作用カの表示法として本報ガ方法が役立つ
ものと考えられる
終りに臨みCaIbazole法の文献を貸与下さいました真部正敏氏ならびに実験の一部を助力された森川孝一．氏に感謝
致します．．
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Studies on Pectolytic Enzymes（XXI）

Assay methods of enzymatic activity causlng plant tissue maceration
KiyoshiTAGAWA and Akira KAJI
Stlmm＆r．y The action of 皿aCerating enzymes，WhichinvoIvedin this case polygalactu工OnaSe，peCtin・
esterase and other pectolytic enzymes，Offers two practicticalpossibilitiesior neasurement
First，the rate of maceration of plant tissues might be measured

Second，the decreaseincontents containedin the substrate may be followed by s11itable nethods
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The experi皿entalworkIepOrted here has been done to evaluate the methods and provide a sound basis
for quantitative皿eaSure皿ent O董enzyme concentrationリ

Potato tuber slices and GanpibaIks weIe uSed as the substrates，and the dialysed solution after salting
Out from the cultuIe f1uid of Botr．yti s cineY・ea WaS uSed as a enzy皿e preparation．
1）The method by measu工ing the rate of maceration of potato slices：Five pieces ofpotato slices
（10mmin diameter，1mmin thick）were placedin a solution composed oflOmlof enzyme sol11tion，
5mlof Mcilvain buffer（pH40）and5 drops of toluol，at57OC，and observation was made on the time
required for a glass rod（8mmin diameter）to penetrate the softened tissue under a certainimpulse．

Relationshipbetweenenzymeactivity（〔Mu睾；at。）andtimerequired（T）isgivenbythefollowing
eqllation

108 〔且仙〕㌫at。＝rFr
2）The method by皿eaSuring the decreasein pectin content of GanpibaIks：ReactionmiⅩtuIe WaS
COmpOSed oflOCLmg of Ganpibarks（2mmin width），4nlof enzyme solution and2miof buffer solution
andincubated at570C
After aIbitrary reaction time，the amo11nt Of pectin re皿OVed from ti＄Sue by e工1ZyZnatic action was
determined under the settled pIocedure and compared with total pectin content which estimated by means
Of extraction with amnonilユm OXalate solution from Ganpibarks

Theactivity（〔Mu〕㌫pi）was expressedasthefunction of reaction time（T）andthe ratioof
removalof pectin（R）．

〔血〕㌫。i＝
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