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Corticium roLfiiiの酸性proteinase
三好敏夫，上原 哲，梶 明，佐藤優行
ACID PROTEINASE FROM CORTICIUMROLF51II
Toshio MIYOSHI，SatoshiUEHARA，Akira KAJIand MasayukiSATO
On the basis of screeningCoY■iicium species，aCid proteinase wasfound tobe produced byall13
Strains11Sed‖ Coriicium roU5iiIFO4878 was selected for the enzymatic study andc111turedin a

medium containing defatted soybean powder．Acid proteinase was partial1y puriiiedabout68rfold
from the culturefluid by a combination of various column chIOmatOgraphy．Theisoelectric point

liedat pH4。33and the moleculaIWeight was estimated to be27，500．The enzymatic activity was
found to be maximum at pH2．5toward milk casein and at2．O toward hemoglobinpHClThe
enzyme was stable between pI‡1．．O and5．0At pHl．0，the enzyme10Stless thanlO％ ofit
activity during a72−hr period at4℃．The enzymatic activity wasinhibited by pepstatin，1，2−ePOXy−
3−（夕一nitrophenoxy）propane，CN￣and Hg芝十，but stimulated by Mn2＋．The enzyme had an optimal
pH 董or milk−Clotting activity between 5．3 and 5．5。The partialpurified acid proteinase was
demonstrated byits ability to hyd‡01yze various native proteins
Coγオ套c之α沼偶のスクリーニングの結果，用いた13歯枚のすべてが酸性プロテアーゼを生産した．この中から
Coγ才左ぐよ抑＝両面よIFO4878を選択し，脱脂大豆粉末を培益基として培養した．培養液より酵素を約68他に部分
精製した．酵素の等電点はpH4．33，分子愚は約27，500であった．酵素の作用至適pHはミルクカイゼンが基質の
場合は約2．5，ヘモグロビンーHClの場合ほ約2．0であった．酵素ほpHl．0から5．0において安定であり，微生物起
淋のacid proteinaseでは最も耐願性に屈する。酵素病性はペプスタチン，1，2−・epOXy−3−（♪−nitrophenoxy）−

propane，CNM，Hg2十によって阻害されたが，Mn2＋によって賦活された．ミルク凝固活性の至適pHほ5．3から
5．．5にあり，天然蛋白質に対して広い基質特異性を示した．

緒

ロ

カビのacid proteinase〔−EC3．4．23〕についてはAsPergillus属（1−＄）のカヒを中心に，多くのカビにその生産
が報告されている。本実験に使用したCo′才女c∠び椚′〆ハ前の属する頼子蘭知では r7−抑融紺㍑閥め肌（6）の報皆
がある．
我々の研究室ではCo㌢・才よc払椚㌢0〜／ぶよ∠の生産する耐酸性酵対坪に関する一・連の研究過髄です−でに，酸性傾城に作

用至適pHを持つ耐酸性proteinaseの存在を報告した（78〉…木論文においては，C rolfbiiproteinaseの生産条
件，桁製ならびにその性質について報告する．

材料および実験方法
1、使用商および培養法

Corticium rolfsiiはシュウ酸生産性の植物病原薗で，TableIに示すように，他の学名も使われている．儲株
は大阪発酵研究所，農林省虚栄技術研究所，本学部植物病理学研究室から分譲されたものである．

菌は11の脱イオン水申に脱脂大豆50g，KH2P040．5g，MgSO4・7H200．2g，FeCl30．006gを含む培地11
を3J容振とうフラスコに入れて培養した．スクリ−ニングおよび培地組成の検討に関する実験においては1Jの

脱イオン水申に炭素源20g，ペプトン10g，NH4NO80．5g，KH2PO40．5g，MgSO＄・7H200．2g，FeCl30．006gを
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含む培地50m／を500mJ容扱とうフラスコに入れて培養を行なった．ただし，スクリーニング試験においては炭素
源のかわりに脱脂大豆を用い，窒素淵の影響を調べる実験においては炭素源にペクチンを，ペプトンとNH4NO3の
代わりに各種の窒素源を用いた．歯の生育は27℃で10別間往復振とう培養機上にて行なった．
2．酵宗の精製
培養液から遠心分離により菌体を除去した後，上柄に硫安を0．9飽和になるように添加して一破4℃にて撹拝放置
した．生じた沈殿を遠心分離によって集めた．沈殿蛋白質を0爪01M McIIvaine綬衝液，pH5．0，に溶解後，同じ

綬彿液に対して4℃にて透析した…透析液を0．01MMcIIvaine緩衝液，pH5．0，であらかじめ緩衝化したDEAE
rSephadex A−50のカラムに吸着させ，同じ緩衝液中のNaCl濃皮を0から0．2Mまでは段階的に，0．2Mから
0．6Mまでは連続的に上げて溶出した後，続いて0．6MのNaCl濃度にて充分に溶出した．活性画分を合わせて，

コロジオンバノクにて濃縮後，0．1MNaClを含む0．1MMcIIvaine紋衝液，pH2．8，に対して透析した．透析液
を0．1M NaClを含む0．1MMcIlvaine糸変街液，pH2．8，にてあらかじめ渡街化したペブスタチンー・7ミノへキシ
ルアガロースゲルカラムに添加した後，同じ萩衝液にて溶山した．ペブスクチンーアミノへキシル7■ガロースゲルカ
ラムは村上ら（9）の方法に従って凋製した．活性酎分を合わせてコロジオンバックで濃縮後，0．01MMcIIvaine凝

衝液，pH5．0，に対して透析したル 透析液を0．01MMcIIvaine級街液，pH5．0，にてあらかじめ緩衝化した
DEAE−・lセルロースカラムに吸着さゼた後，まず0．2MNaClを含む同上の親衛液にて溶出し，続いてNaCl濃度を

0．2Mから0．6Mlまで連続的に上げて溶出した．活性両分はダイアフローメンプレンUM2（Amicon）を用いて
漉紬後，0．01Mリン醸寂街液，pH5．2，に対して透新した．
3．酵素活性の測定

Acid pr・Oteinase活性は次の様な方法で測定した（10）．0．05M乳酸親衛液，pH2．5，に溶解した0．6％ミルクカゼ
イン溶液2．5mJと酵素液0り5mJから成る反応液を30℃で10分間反応させた後，0．44Mトリクロル酢酸2．5m／を添
加して反応を停止させた．．混液を30℃で20分間保持した後，濾紙で濾過し，得られた濾液中のチロシン鼠をFolin
法にて測定した．酵素の1単位は上記の条件下で1分間に1〝gのテロシンを遊離させる酵素鼻とした．
ミルク凝固活性は以下のような方法で測定した（11）．0．01M CaC12を含む0．02M 乳酸溶液に溶解した10％スキム
ミルク溶液2．5mJを30℃で10分間保った後，酵露液0．5m／を添加した．反応液中にか−ドの微粒が生成するまで
に要する時間をストップウオ‥ノチで測定した．ミルク凝固活性．の1単位は上記の条件下でSoxhletの定義〈ユ2）に従
って，30℃で40分‖耕こ基層1mJを凝固させる酵素鼻とした。
蛋白質のペプチド結合加水分解皮は以下の様な方法で測定した（】∂−1さ）．0．1MHClに．溶解し，0．1M酢酸ソーダー
HCl緩衝液にてpH2．5に調整した1．2％の各蛋白質溶液2．5mlと酵兼液0．5mlから成る反応液を30Ccで一億時間
保持した後，0．44Mトリクロル酢酸−・1．0％（W／V）珪タングステン酸溶液2．5mJを添加して反応を停止させた．
静寂作用によって遊離されたα一アミノ遮はニンヒドリン法で比色定鼠した．各ペプチド地合加水分解皮は各々の宝
自負のアルカリによる加水分解皮に対する百一分率で表わした．
4．逓賀および阻害剤
ミルクカゼイン，大豆かゼイン，小麦グルテン，ゼラチン，硫酸プロタミン，ヘモグロビン，フィブロインは和光
純薬（株）から，卵白アルブミン，牛血摘了■ルプミンは島久薬品（株）から，ツ7インは半井化学薬品（株）から，

年血清α−グロブリンはICN pharmacautials社から，コラーゲンおよびヒストンはSigma祉から，スキムミル
クは森永乳菜（株）からそれぞれ購入したい ロイペプチンおよびペブスタチンは株式会社ペプチド研究所から，1，2−
エポキシー3−（P−ニトロフ．＝．ノヰ・シ）一プロパンはEastman社から，ポテトートリプシンインヒビタl−はSigma社
から，モノヨード酢酸および6−アミノカブロン酸は半周＝イヒ学業，罷（株）からそれぞれ蛸入した．
5．蛋白盟測定法

牛血桁アルブミンを標準儲白質としてLowryら（16）の方法で測定した．
6い 分子藍測定法

Andrews（17）の方法に従い，Sephadex G−75 を仕用するゲル濾過クロマトグラフィーにより酵宍の分子蛍
測定した。
7．蛙点電気泳動法

Vesterbergら（18〉の方法に従い，土井ら（19）の考案した30ml容泳動管中，1％濃度のCarrierampholyteを用い

てpモi4から6の範囲で4℃のもと最初は500Vで20時間．続いて800Vにてさらに47時間泳動した．泳動後1m／
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づつ分画し，それぞれのpH，OD280および酵実活性を測定した．

実 験 結 果
1．酵実の独巌
（1）スクリーニング

TableIに示すように，使用したCorticium属のすべての薗株がacid proteinaseを生産した．Cro〝二sii
IFO4878が最もよく酵素を生産したのでこの南棟を以後の実験に使用した．
（2）炭素源の影響

TableIIに示すように，脱脂大豆粉末で最も良好に酵素が生塵された．ペクチンおよびフスマ抽出液も有効であ
った．

（3）窒素源の影響

TableIProd11Ction of Acid Proteinase by
13stlains of CoTlicitLl〃TO！！s‖
Acid proteinase
activity
units／mJof
Culture士1uid

Strain

C〃勃血抜椚7励徹よ

脱順大男粉末．大豆カゼイン，ミルクカゼイン，アル

ブミンは庖好な窒素源であったが，NH4Cl，NaN08な
どの無税窒素源は酵素生産を阻害した（Tablem）．
（4）窒素源添加の影響

脱脂大豆粉末5％を含む培地に各種の窒基源を添加し
て酵素生産に及ぼす影響を調べた結果．脱脂大豆とミル

クカゼインの添加によってのみ多少の酵粟生慮の増加が

IF04476

162

（均車両肋S Cβ乃わ一−≠／おg〟S）

みられた．
（5）培養経過

IF04878

198

（∫c／βγ0才よ〟研㌢∂〝ざよ哀）

IF05253
92
154

（Coγ■紘滋朋＝♂乃Jγ≠／わg〟研）

8

IFO 5926
IF06142

以上の培地組成の換討により．acid proteinase独蔽
用の培地として設定された脱脂大豆粉末を主要培養基と

する標準培地にて菌を培養したところ，酵素生産患およ
び培地内蛋白質一鼠とも培養12日冒に最大に達した．この

（Co7才女c∠ 椚Cβ〝わ一■≠／おg鋸∽）
6

1

IFO6146

4

（Coγ才∠cよ紬明（㍑明わ≠／おg〟椚）

1

6

K2

0

ClO−2−1

Table］Ⅱ‖ Effect of Nitrogen Sources on
Production o王Acid Proteinase

6
0

﹁l

ClO−2−2

（1％）

6

ClO−2−3

NitIOgen SOurCe

8

l

ClO−2−4

7

ClO・−2−5

8

l l l

Coγわぃ払㈲＝㍑朋わ■≠／おg〟∽IAM9028

Acidproteinase
9

Glucose
Pectin
Soluble starch
Wheat bran extract
Potato extract
Defatted soybean powder

9 2

（5％）

0 4

CaIbon source

6 7

TableIIEfiect of Carbon SouTCeS On
Production of Acid Proteinase

None
Casamino acid
Albumin（Egg−White）
Yeast extIaCt
Polypeptone
Milk casein
Soybean casein
Gluten
Gelatin
Wheat bran
Defatted soybean powder
Urea
NH4NO3
NaNO3
NH4CI
CH3COONHi

Acid proteinase
activity
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with a linear gradient of NaCl concentration

from O．2M to O．6Minthesamebuまfer。And

then．elution was continued further with the
samebuffer containing O．6M NaClElution

Thecolumn（1．8×6．2cm）hadbeeneq11ilibrated
with O．1MMcIlvainebuffer，pH2．8，COntaining
0．1MNaCl．Aftertheapplicationoftheenzyme
solution，40 ml，COntaining 350 mg protein，
elution was car工ied out with the same buffer
ata flow rate of30m〃hr，andlO ml董ractions
were collectedFractions No．8to12，indicated
byarrows，WereCOmbined
ロー−一−−
，absorbanceat280nm；○−○，aCid
PrOteinaseactivity

was carried out at a flow rate of40m〝hr，and
lO mlfractions we‡e COllected．Fractions No
344to400，indicatedbyarIOWS，WereCOmbined
，absorbanceat280nm；○
○，aCid
proteinaseactivity；一N−M−− ，NaCIconcentIa・
tion．
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samebuffer，andfollowingwiththesamebuffer

containing0巾2MNaCl，elutionwascarriedout

40

︵でくSll︻m︶翳票 ︼ ︻ む ︶ O h d

3

Uハ

Fig2．Pepstatin−aminohexylagarose GelColumn
Chromatography

Fig．1．DEAE−SephadexColumnChromatography
Theenzymesolution，1310ml，COntaining13．7
g protein，WaS applied to a DEAE・一Sephadex
Ap50column（2．6×34．5cm），Which had been
equilibratedwithO小01M McIlvaine bu董董er，pH
5．0‖ After elutinginactive proteins with the

20

ハリ

︼′り

40t）

20

0

O

20り ：うり0
FLr・aCtion No

︵12＼s ︼ ≡ n ︶ む S 空 欄 3 0 h d

1（）t）

10
Fraction No

3小DEAE−CelluloseColumnChromatography

Thecolumn（1．8×11．5cm）hadbeen equilibIated

withO．01M McIIvainebuffer，pH5．．0．After the
applicationoftheenzymesol11tion，123ml，COntaining

221mgpIOtein，thecolumn waswashedwith the

same buffercontaining0．2M NaCl，andlollowed

withalinear gradient of the NaCIconcentration

from O．2M to O．6Minthesame buffer Elution
was carried outata flowIate Of30 m〝hr，and5

mlfIaCtions were collected．Fractions No57to

69，indicatedbyarrows，WereCOmbined
，absorbanceat280nm； ○〜○，aCid
proteinaseactivity；d−−…−P

，NaCIconcentration
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TablelV SummarV of Purification of Acid Proteinase
PrOtein

Total activity

（mg）

（Ⅹ102units）

2．（NH4）2SO4ppt（90％）
3．DEAE−Sephadex
4．Pepstatin−amino−hexylagaIOSeGe1
5．DEAEMCellulose

（units／mg）

ー

208700
13700
703
221
97

1．Culture董iltrate

s，eCificactivity】p。rificati。。
一

−：一

時の培養池のpHほ約3．2であった．
2．酵素の精製
OA＼むA

DEAE−Sephadex A−50 カラムクロマトグラフィl−
の結果はFigハ1に示されている∴活性閻分はNaCl濃
度が0．6Mの時カラムより熔朝牒れた．活俳画分を濃糾
透析後，ペブスクチンーアミノへキシルアガロ・−スゲル

カラムに添加した．活性ほ0．1M NaClを含む0．1M
McIlvaine奴術紋．pH2．8，で主要蛋白質ピークより
遅れて溶出された（Fig．2）．活性両分は合わせて濃凱
透析後，DEAE−セルロースカラムにてさらに分離絹製
された（Figい3）．NaCl濃度0．3Mで溶出される活性

Molecular weight

阿分を濃縮後0．01Mリン酸綬術胤 pH5．2．に対して

Fig．4．Estimation of MoleculaIWeight of Acid

透析した．

Proteinase by GelFiltIation
ChromatographywascaIriedoutonaSephadex

全体の糖製操作の結果はTablerVに要約されてい
る．以上の操作により酵素は培養液から比活性で68倍に

G−75column（1．8×90．8cm）withO．01MMcIIvaine

精製された．

bu董fer，pH 5．0，after the column had been

equilibrated with the same buffer，and 2 ml

3．酵素の性質

fIaCtions were collectedh Ve，the elution volume；
Vo，the void volume。

（1）分子最

0
8
0
6
︵U
4
O
2

10

15

20

︵苫＼s一美n︶音＞こじ和むS空叫30已p℃く

5

25

FraCtion No

Fig5．Isoelectric Focusing
TheelectIOphoresis was performed with a carrierofpH
4−6 at500V for20hrand董01lowed further at800Vfor
47 hr at 4℃。 After the electric run，the ampholine

solution was fractionated tolml，followed by measurement
Of pH and theactivity
，pH；●一●，absorbanceat280nm；○−0．
acid proteinase activity
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精奥酵ヌ；の分子昂はSephadex G−75を用いるゲル濾過クロマトグラフイ・−によって約27，500と推定された
（Fig＼4）．
（2）等竃ノ去も

代点竃気泳動髄常より柿製酵潔は等電点がpH4い33の敵国儲自貿．であることが示された（Fig＼5）．
（3）酵素の活性と安定性に及ぼすpHの影響

Fig．6 に示すようにミルクカゼインを基質とした場合には酵素活性の作用書道pHは約2．5にあり，pHl．0でも最
高値の30％の酵素活性を示した。ヘモグロビンーHClを基貿とした場合には作用至適pHは約2．0にあり，pH
l．0においても最高値の65％の酵素活性を示した．40Cにて72時間，酵累を各pHのもとで保持した場合，酵素は
pHl．0から5．0の】村で安定であった（Fig 7）小
（4）酵素の安定性に及ぼす熟の影智
酵素をpH4．0のもとで各温度に10分間保持したとこ
ろ，酵糸活性は400Cにて急激に失活した．
（5）酵素活性に及ぼす金属塩の影響

TableVに示す濃度で各金属塩を含む0．05M乳酸−
NaOモ‡故衝液，pfI2．5，中で酵莱を200C20分間前処
理した後，劇定鼠を基質溶液に添加して酵素活性を測定
した．酵素活性はCN￣によって完全に阻害され，Hg2十
Zn2＋．Cd2｝1によって部分的に阻害された．一一ji ．Mn2十
は酵素活性を強く戚活し．Ni2十も部分的に戚活効果を
示した．

（6）酵素活性に及ぼすproteinaseinhibitor の影
響
TableVI．Etfect of ProteinaseInhibitors on
Activity of Acid Proteinase

1 2 3 4 5 6 7 8
pH

﹁⊥

47
40
80
88

0

1

0．5
0．1
0．01

Relative activity
（％）

EPNP
Pepstatin
Leupeptin
PTI

100

1 5

Anilin
SDS

（％）

100
92
100
100

l

（mM）

1

Concentration

Relative activity

0

TableVEffect of Salts on Acid Proteinase
Activity

Concentration （mM）

1

Proteinase
inhibitor
Fig．6．EffectofpHonActivityofAcidProteinase．
None
The enzyme activity was meas11red by the
Standardassaymethodinthe王01lowingbuffeIS：
MIAA
0．2M sodiumacetate−HClbuffer（pHO．65−4．0），
PCMB
0．1M McIlvainebuf董er（pH5．O1−7．0）
EDTA
0−−▲○，enZymeaCtivity for milkcasein；
6−Amino−
●L−一●，enZyme aCtivity壬or Hemoglobin−HCl
CaprOic acid

1×10−￠〝g／m／

500J増／mJ
200J▲g／mJ

0
0

82
100

MIAA，mOnOiodo acetic acid；
PCMB，P−Chloromercuribenzoate；
EDTA，ethylenediamine tetraacetic acid；
SDS， SOdiumlaurylsulfate；
EPNP，1，2−epOXy・−3−（P−nitrophenoxy）−prOpane；
PTI， pOtatO−trypSininhibitor
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1 2 3

＿＿＿＿＿＿＿＿
二＿叫
4 5 6 7 8 9 10

pI1
Fig 7．E壬fect of pH on Stability o董Acid Proteinase

The enzyme solution，0．2 mlcontaining O．84mgOf
protein of acid proteinase，WaS kept at4℃for72hr
with O．2mlof each buffer，and then the residual

activity wasassayedh Buffers used were：
○−○，0．2M sodiumacetate−HClbuf王台r；噌トーM◎，
0．1M McIlvaine buffer；△一△，0．1Mlactic acid−
HClbuffer；▲一 ▲，0．1Mlactic acidMNaOH buffer；
ローーLⅣ口，0．1M Na2CO3−H2CO8−KClbuffer
金属塩の影響を調べた場合と同株な方法で各pro−

teinaseinhibitorの影響を調べた（TableⅥ）．その結

果，木幡素活性は Sodiumlaurylsulfate，1，2−

TableVlrlHydrolysis ofVariousPIOteinsby
C．ro〝iiiAcid Proteinase

epoxy−3−（！）−nitrophenoxy）−・prOpaneおよびペブス

タチンによって強く阻害されることが示された．

Substrate

（7）ミルク凝固活肘こ及ぼすp王iの影響

pH5．、3〜5．5の狭い範卿こおいてのみ強いミルク凝固
活性が認められた．
（8）酵素の基質特異仲

冬秤の蛋白質の1％溶液に酵累を添加し，300Cで冬
時間保持した．遊離されてくるα−アミノ基をニンヒド
リン法で測定した．．木博美はヘモグロビン．大豆カゼイ
ン．卵白アルブミン，ミルクカゼイン．年血格アルブミ
ンの順に良く作用し．広い基質特異性を示した（Table
Ⅶ）．

考

察

A坤か・g左〝弘ゞざα如査いA畝∽㈲娩 は脱脂大豆を用いる

と酸性proteinaseをよく生産することが報曽されてい

Milk casein
Hemoglobin
Gelatin
Soybean casein
Albumin（Egg−White）
Albumin（Bovine）
Gluten
Fibroin
Protamine
Collagen
α−Globulin
Histone
Zein
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る（4）、CいrOU5ii一においても同様の結果が得られた．Ichishimaら（4）はASairtoi，AluSamiiにおいては，脱
脂大諒基本培地に無機窒素源のNH4ClやNaNO3を0．5％以上馴「けると酸性proteinase生巌は高■まり，有機窒
素源の脱脂大豆の添加でほ逆に多少低下することを報薯している．一つ坑A∂7■．γgα♂，A‥ぎ∂。クαβ，A川〝紹〟由那のよう
に．恨性proteinaseと同時にセリンprOteinaseやmetalloproteinaseを生産する菌においてほ．無機窒素源を
添加すると．懐性proteinaseの生産が減少し，他のproteinaseの生産が増加すると報告されている（4）．ChrOqjii一
においては，無俄窒素淵が培地に添加されると．酸性proteinaseの生産は低くなり，脱脂大豆やカゼインなどの有
機窒素源を添加した時には鎮座．は多少高■くなる結果が得られた．射111ら（20）が報倍しているようにC7殉硯去では有
機窒素瀞の方が無機窒素源よりシ．ユウ恨の生産に良好であること．および培地の最終pHが3小2〜3・6の場合に酵素
の生産が良いという木実験の結果から，C，㌢・β〝s左よにおいて，有機窒素源が無機窒素源より酵素生産に有効である
原因ほ．有機窒素源がシ．ユウ酸生鮮に好影響を・与え，そのことが酸朝：prOteinase生耗におけるpH調節に良好に
作用することにあると考えられる．

各種の徽生‡物起源の酸性proteinase の作用至適pHはそれぞれ．ArSaitoi（2〉がpH2・9〜3・3，Trametes

Sanguinea（6〉がpH2．3〜2．5，Acrocylimdiumsp．がpH2 0，Alniger（5）がpH2．0である．C‖r10U5iiの
酵素の作用至適pHはミルクカゼインを基質とした場合にはpH2．5，ヘモグロビンーHClを基層とした場合にほ
pH2．0であった．
・ブタのpepsin（22）ほpHl．0〜6．0において安定であり，微生物起源の酸悼proteinaseは一・般にpH2．0〜6．0で

安定である．CroU：siiの酵素はブタのpepsinと同様にpHl．0でも安定であることから，微生物起源の中では最
も強い耐酸性酵素に属しており，この特性はその応用面を考える時に有用なものと思われる．
セリンprOteinaseの特異的阻害札 potato−trypSininhibitorやロイペプチン，SHproteinaseの特異的阻
害凱 モノヨ1−ド酢酸やP−Chloromercuribenzoate，ならびに meta1loproteinase の阻害剤である ethylene
diamine−tetra・aCeticacidによってほ本酵素活性は阻害されなかったが，酸性proteinaseの特異的阻害剤であるペ

プスタチンおよび1，2−epOXy−3．（P−nitIOphenoxy）−prOpaneによって本酵素活性は強く阻害された．これらの試薬
は酸性proteinase の活性中心にあるアスパラギン酸由来のカルポキシル基を特異的に修飾することから（23・24）．C．
7両徹云の酵素も活性中心にカルポキシル基を持つことが示唆される．

以上のょうに，本酵素が低い作用至適pHを持ち，耐酸性であるとともに，酸性pTOteinase の特異的阻害剤に
よって強く阻害された結果は，CY・0〝siiのproteinaseが酸性proteinaseであることを強く支持している．
木酵素は1966年に梶．大崎が見出したとおり（未発表），強いミルク凝固活性を示すが，その作用 pHが5．3〜

5．5の範囲に限られている点で．天然の牛乳 pH6．5，にレンニン代替酵素として用いるには適当と考えられない．
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