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t:i-rn：茎のNp Pーホスファターゼの性質
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Yoko NAKASONE : Properties of NPP…phosphatase 

from cane stalks 

Summary 

The existence of an acid phosphatase in the mature cane 

stalks of NCO 376 variety, cultivated in Okinawa, was con-

firmed. The acid phosphatase hydrolyzing p-nitrophenyl phos-

phoric acid (NPP), from the extract of can色 stalks, was par-

li品lly purifi日d by ammonium sulfate fractionation and acid 

treatment. 

This enzyme had an optimum pH of 5. 5 and almost no ac-

livity at alkaline areas. It had Km value for NPP of O. 77 mM 

and an optimum t巴mperatur♀ Of 50° C and was stable at t邑mp釘 ω

atures lower than 10° C. Magnesium, cupric and manganese 

ions in 1.16 ml¥!! showed no effect on the enzyme activity. How-

巴ver, the inhibition of the activity by calcium and mercuric 

ions and EDTA in 1.16 mM was remarkable, but that by 

f I uoride ion in 1. 16 mM was moderate EDTA and mercuric ion 

in O. 11 mM, on the other hand, did not inactivate the en -

zyme. The modes of the inhibition by EDTA and cal-

cium ion くlislinguish the enzyme studied in this work 

fr‘om the acid phosphatases obtained from s巴veral other 

plant species. 

緒 言

オノレトリン駿モノエステノレ加水分解舷潔の一つである酸役ホスファターゼは，リン般エステJレやパラ

ニトロフェニノレリン誌を（NPP）を加水分解して知機リン殺を遊詩｛吋司るが，ピロリン駿やA1、Pなどに

作jねするものである。酸性ホスファターゼは動物，名古物および微生物にJt；く分.{j)l, 3, 5）しているが，続

物起源のホスファターゼの生耳lUt'・n玄義はまだ明らかではないようである。フィチンぞ含む米 8）およ

び会長線引においてはM必の精製あるいはその特性が研究されている。これは米の伎俳；成分であるフィチ

ンの代謝とのかかわりで＋rわれてきた。 M・1校では， Z主における光合成の初j倒産物のリン鮫エステル（ P

G八等）代謝へのホスファターゼの関与について論ぜられたζとがある04）ζれまで，！Jn）：悲の酸性＊

＊琉球大学般学部l箆裟化学科

琉球大学股学古J)学術級生告 31 : 51～ 55 (1984) 
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スヅァターゼについての研究はほとんどは~＇ o 本研究Ii, Ill＼）：主主における絞れ：ホスファタ…ゼと側代謝

とのi立Jj生与を女IIる子がかりをmるζとを1111がjとしているの今fiij(土NPP"iモ ~1~1l1l とする険性ホスツァタ…ゼ、

のニ，三の官l:'i'lについて検討したc

実験 方法

1. 酵紫材料

IJltl：芸の…l;"i'.il'i:-ミルでJ均三十した。 Wil-1伎をui行i し，／； ii｛：主 ~~.i去心分；~Ii ( 8,000×ダ， 20分）して卜.irli1主

任wた。これを，併認さの部分:fi'H”のためのm解説毛液としてIllL、fこ（Table l.) 

2. 費量投＊スファターゼ活性の測定

法伎のあJPP JmM, t詐限緩衝J佼， PH 5.5, 0.2 Mおよび悦ぶi伎を合む 3mlの両手持；反応t伎を， 35° c 
で30分IHJJx』t~2: せたのち， 0.1N7/<I可変化ナトリウム l1nlを ））／］えて反応をf•}JI二した0 1点目のNPPより遊

出i；すみパラニト iヨフエノール（NP）与を 4JOnmlζおいて測定した。

実験結巣および考察

1. 富費性ホスファターゼの活性画分

Table L （ζ示したように，組員手；~；彼の｛流公邸析およびその丹空処rtnを千j った。。～35%f18tll続安ltlll分

Table L Preparation of acid phosphatase 

Enzyme preparation: Sugar caηe crusher juice was obtained from 

mature stalks It was passed through four layers of cheesecloth 

and centrifuged at 8,0(0 g x 20 min. Solid ammonium sulfate was 

added to th巴 sup巴matan t (crude extr日ct）丘nd a fraction which 

precipi lated between日5and 60 96 saturation W社s collected by cen-

七rifugaiion. The was dissolved in JO mM phosphate buffer pH 

6. 8. 'l、o this solution, solid ammonium .sulfate was added up lo 

35 96 saturation and then the pH of th巴 solution W品目 lowered 

to pH 3. 8. 'I、he pellet was removed by centrifugation. The 

supernatant was adjusted lo pH G.O 乱nd solid ammonium 

sulfate was 品dded up to 80 筋日aturati on. ’fhe pel l巴t

wa日 collected by centrifugation and 日us pended in phos胴

phate buff巴r, pH 6.8 • 

Enzyme assay: The reaction containing 0. 2M of acetate buff-

er, pH 5.5, 1 mM  of NPP and enzyme fractio11 in a fi n品1

volume of 3. o m I was incubated 呂t35°C for 30 min The solu輔

t ion was s to pp日d by the addition of 1 ml of O.lN N<tOH. The 

amounts of r巴leased NP were 巴stimatecl from increases in 

社bsorbance at 410 nm. The enzyme unit was defined as an ine-

r巴ase in the absorbance of 1.0 per min. under the above con-

di tions. Protein was determined by the Lowry method. 
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{1j1;j~制限： IJ"Itl;J去の NPP ホスブァターゼ、の性担［

1、oLal Total Specific 
Fraction protein activity activity Yield 

(mg) (unit) (unit/mg) （タl))

Crude extract 350 297 0.8 100 

35 -60 9ぢ
86 142 1. 6 48 Ammonium sulfate 

Acid treatment 。fammonium 14 84 6.0 28 
sulfate fraction 

の比活性およびJi文平は，それぞれ 0,3 .96' 4 絡を示し， Mi~交紛，＋fr後の火部分のM主較的性は， Tぬlei lの

&ii1<1出l分iこff詰：｛:f日した。この35～60.96fi＠干II続安i沈澱ITIii分は，滋析後，沈澱物を生ずるが，このあ～605ぢ飽

和統］（tl；級制分は，透析後，沈澱物を生ずるが， ζの；沼分には法二｜二の活性が残っていた。 ζ こでは透析

後のよ滋被そ水市.:;W；倒分として次の際処Ilj]Iこ仰いた。その純然， 1俊処！］ill磁分のよ仁活性は犯両手議液の 7伐

に上昇した。な:ta，ここには示さなかったが，本初；井ミlまrim安のかわりに有機溶剤アセトンによって分11lli

品目製が可能で、ぬった。以下の災験では， ~!".I<::, Table! 1の絞虫！！Jlllill)j分を喜子衆僚がJとして月1い，その悦質

そしらベた。

2. 務索反応の至適pHと酵素のpH安定性

本語字殺のifi'f!tl土器手滋濃度がWIすにつれて，

JOmg/mlの際業濃度まではiな線がJIζ ！~1JJll し

た。このζとは俄；式会j又FむによってNPが生

成されているζとを示した。また， tW索活

性は少なくとも反応時刻30分までは比例関

係にあった。

Fig. l -A  iζ示したように隊員さ反応の

長越p況は 5.5にあった。 pHが 7以上に

なると活性は急激iζ低下した。また，緩衝

液の綴員m乙よって:ii滋pHが変動する乙と

はなかった。 ζれらのことから，討m；、裟l乙

lま，アノレカリホスファターゼではなしに際

世I:ホスファターゼが:{'j,：在するぷとが191らか

になった。

pH Jζ対する併設さの安定性については，

隣殺をおpHの緩衝液中lζ35° cで20分間

保持したのら，残存する解禁活性を測定し

た。乙の条件下では， iコH5～8の狭い純

関内で笈a定であった（Fig,1-B)

3. ~適反応j怠皮と醇繁のi昼夜安定性

20° cから70°cまでの各出伎において，

丹下限緩衝液， PH 5.5, tl•30分間際索反応を
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Fig.1. Jαfacts of pll on acid phosphatase 

乱ctivity（人） and the sta bili t.y of the 

enzyme (B) 

(A) The reaction mixture (3 ml) con-

taining 1 mM of NPP, 0.2M of buff-

er of given pHs and enzyme solu-

tion (3.2μg) wa日 incubated at 35'C 

for :)O min. （お） The enzyme solutions 

were preincubntcd in 0.02 M buffer of 

given plls at ~15' C for 20 min. and 

the rern a ining・ 乱ctivitieswere as日ayecl

日sdescribed in legend t.o Table 1. 

。；入cetato，仁］；’l'ris山 maloato.



54 

lJ,if.求N¥:gi "J: f.fl学術科l~l~. 努33 l 0・ ( J 984 ) 

4. 際索活性におよぽす各様化合物の彩饗

Table 2.のお化合物のイi'i'.Eドiζおいて，

pH fi.5で35°C,30分｜！日反応それし、防索活

性会測定した。本的訟の話料1:1ま， EDTA,

水銀イオンおよびカノレシウムイオンによっ

てi誌も強く，ブッオ；イオンによってけ1f!111Jt

1ζ11[}'.;IJされた。しかしながら， 0.1 mlvl i:Jl 

伎のEDTAおよび＊銀イオンでは，いず

~· Lも100:?6前後の相対話Hを;ijミした。 ま

た0.1m.M水銀イオンの院議i.1it!:~ζ およは‘

す彩燃は，話予栄のfJIJ製法によって認はったo

Hll iう，イぅ1幾総斉IHζ より，＼｝，＇；jll\~ した的議 jlili 分

（相対活性， 4396）が’i、ab！日 2I乙 ;ij~ した設立

処JlV.fl.￥：主主総品（92.96）よりも，；J<JHイオン

の彩翌年｛立大きかっfと。カノレシウム，－7グネ

シウムおよびマン力、ンイオン0)2制Iiイオン

とEDTAとl土純物の誌を鉛：ホフファタ…ゼ

の活性lζ対して何ら彩幣そ；およぼさない，
2品7) 

と報告されている。しかし， ,.ji:~手議の活性は lmMのカルシウムイオンおよびEDTAによって手干しく

日!111よされた。 EDTAとマグネシウム，マンガンの 2{11liイオンとに関するこのTable2のt占拠は一見

じった（Fig.2 -A）。本語字決のえ5.iffiHえ
よと；i/,i¥／交は50° c にあった。／ぷお、｛出の再宇品；
i;r;·t生は， ＇.｝ミ！jy（の行110 上、：c;s0cの反応 11~＼伎

で行った。。くlζ託手京そのものの必皮lこえ·1~1

6'ZどまE:'i'!:そしらべるために， f~》r；たけそ20° 

Cから70°じまでのおi/ulJ父lこ10分!i¥J{jj対！jした

のら，校イ了ゆする隊J制作｜：そ恨lj)jょした（Fi符．

2 -B)o 1W''C lどでは安i.Eであふカ5S0°Cで

は8096のi1li'i!I：とむり，それ以後の泌伎では

隣家は~l，激な熱タミ活をポした。

Tnbl日 2守 Effect of several 

〆）己“負＼ 

:--, 50 
寸4

・:::: 
吋

rに~

~ 100 I 

＼ （日）
世

｛ 氏j

& 
50 

＼ 。
20 30 40 50 60 70 

Temperature ( °C ) 

Fiに.2 . Effεcts of tempι・rature on acid phos鴨

phatasc activi ly(A) and the stability 

of th記巴nzyrn日(B)

(A) The activity was 品ssaycd with 

acetate buffer, pH S.5, at given 

temperatures for 30 min (Bl ’l'he 

enzyrre solutions in acetate buffer , 

pH5.5, wcr℃ preincubalcd at given 

temperatures for 10 min 0 t日id the 

remaining activities were assayed 

as describ日d in legend to Table 1. 

compounds on acid phosphatase activity 
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Eac11 compound was us日d al 1.16 

mlvl except EDTA and HgC!2 , 

shown with asterisk（判， whos巴

concentrations were adjustεd to 

0.11 mM. 
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i<11;iHH: It i口、来日）Npp ホスブァタ…ゼ、のfl:'l'l

矛隠するようであるが，本両手j仏1i'i'i：におけるこれらの金J1J！，イオンの必奴'I'!：の有11!れま今後の研究によりi切

らかに（＇.；れるであろう。布 1＇（物の i渡性ホスブァターゼば、一般に，ブッ;tgイオンによって間引をうり、 l>ti
2,6,7,8) 

：さのFil.伎は 9～5596の範｜且Hζあ＇,i$o本語宇治lζ対してもこの範II討にあった。紡物の隙ド｜：ホスファタ…ぜに
3 ) 2 ) 7 ) 

は、イ三時子会のように制イオンによってI'll将与をうけはい似合と米機やサツマイモのrt干潟のようにlll1存在う

ける切合とがある。

5. 2器質！こ対する毅和性

Li new日aver-Burkブ口ットより求めた， /j;:t1手；｝.（のNpp lζ対する Kmは 0.7 7 mMであったのこ
1 ) 6 ） ’ 

れは Hollander および Ro日si らの卒~1l；と同じレベルにあった。

要 約

予ま；ぬH1派系には，パラニトロヅェニニルリン般を加水分解する絞↑11：ホスファタ…ゼがイぷ狂する ζ とを線

認した。

HEYiゅより，続安i主，＼f)j－したのーらに誌を処JIHした解ぷタンパク桝分；；＇，：.，ホスツァターゼ併索以品として J!J＇、
その性質をしらベfこ。本1男子議はうさj溺pl-lそ5.5＇こもっ燃性ホスファターゼ、であった。｛自の紅｛物恕 iVJiの際

t1t ホスブァターゼと ζ となって， /j~fj手主主ーは 1 mMのEDTAやカルシウムイオンによりほとんど活性を

！）とはった。本隊，f~i土 JmMの7)<~Uイオンおよびツッ索イオンのllJ['.;J；をうけたが，制イオンによっては全

くIUl；りされなかった。また，うそ鎖反応ifo＼伎は50°Cにあって， 10分/f¥H浪持の40°Cまでは安定であった。

本研究lζ｛広1（＇.；れた織 f十l{f,'i], Ill ぬU；のfihj氏iζ謝必を表します。
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