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研究報文

みりん加水ニキリへのα-アミラーゼ吸着

馬場敏郎・都築史彦・川崎明子・原田倫夫

(九重味淋株式会社)

平成 25年 4月30日受理

Ads叩or叩ptionof α 一合amy凶laおsetωO 

To叩sh凶1甘iroBABA， Fumihiko TSUZUKI， Akiko KAWASAKI.νfichio HARADA 

(Kokonoe Mirin Co.Ltd， 2-11， H.αmαderamαchi， Hekinan， Aichi， 447-8603， Japan) 

“Nikirj" is one of the proteins in mirin. It forms a haze in mirin by heating or adding water “Kasui-

Nikiri" forms a haze by adding water to mirin，adsorbing some enzymes includingα-amylase from Asρergil 

lus oryzae.We studied the adsorption of α-amylase to Kasui-Nikiri.This adsorption was affected with ionic 

str巴ngthand pH.It became weak with a strong ionic strength.This behavior is similar to rice glutelin目The

optimum pH ofα-amylase adsorption to Kasui-Nikiri was 5 to 6.5 higher than that of ric巴glutelin.Accord-

ing to the two-dimensional electrophoresis of Kasui-Nikiri and rice proteins.the major specific subunit of 
Kasui-Nikiri showed that the isoelectric points wer巴 higherthan for rice glut巴lin.Kasui田Nikiriwas consid 

ered a specific protein derived from rice proteins and to have different charges from that of rice glut巴lin

at the same pH. 

Keywords:みりん，加水ニキリ， αーアミラーゼ，吸着，A~ρergillus oryzae 

緒言

みりん製造では麹酵素によって米タンパク質が分解

され，アミノ酸やペプチドが生成され旨味成分となる。

その他に部分分解または，未分解のタンパク質が存在

する。これらの中には加水や加熱によって混濁を起こ

す「ニキリ」と呼ばれるタンパク質があるト6)。今回，

加水によって混濁を生じるタンパク質「加水ニキリ」

と仕アミラーゼとの吸脱着について検討したので報

告する。

実験方法

1.加水ニキリ試料の調製

加水ニキリ調製用のみりん仕込み方法は Fig.1に

示したように，麹歩合 14.3%，無圧蒸煮，熟成は 30t

30日間とした。加水ニキリの調製は Fig.2に示した

第 108巻 第 12号

ように，透析膜(エーデイア株式会社， UC36-32)で

みりんを一晩流水透析し透析膜内液を遠心分離

(3000rpm， 10分間)にて固形分と上清に分離，この

固形分について蒸留水洗浄と遠心分離を 5回繰り返し

凍結乾燥後，加水ニキリ粉末サンプルとした。

2. 加水ニキリに吸着した酵素活性の測定

みりん 50mlを一晩流水透析後，透析内液を 200ml

にメスアップして吸光度 (0.D. 660nm) を測定し

その 4倍値を透析液濁度とした。さらにこの 50mlを

メンブレンフィルター (0.45μm) ろ過によってろ液

と固形分に分離した。固形分に吸着している酵素は

20mM酢酸バッファー (pH5.0，85mM NaCl) 中で

10分撹搾， 5tで一晩静置して抽出した。ろ液，固形

分の酵素活性を測定し，値の 4倍値をそれぞれの酵素

力価とした。
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Fig.2 

た後， 5tにて一晩放置，メンブレンフィルター (0.45

μm)で減圧ろ過しろ液(遊離αーアミラーゼ画分)

と固形分(吸着αーアミラーゼ画分)に分離した。吸

着率は遊離αーアミラーゼと吸着αーアミラーゼの活性

合計における吸着目ーアミラーゼの活性の占める割合

を%で示した。

4.酵素カ価の測定

αーアミラーゼ，グルコアミラーゼ¥酸性カルボキ

シペプチダーゼはキッコーマンバイオケミファ株式会

社のキットを使用し，単位は国税庁所定分析法に換算

した。また，酸性 (pH3.0)及び中性 (pH6.0)プロテ

アーゼの測定は国税庁所定分析法 7，8)に準じて行った。

5. SDS-PAGE 

麹菌由来αーアミラーゼは酵素剤スミチーム L(新日

本化学株式会社，A~ρergillus oryzae由来)19を蒸留

水 30mlに溶解し，透析したものにエタノールを添加

して低温下で沈殿を生成させ，遠心分離によって回収

した。タンパク質の抽出は SDS-Urea溶液 (4%SDS，

Fig.l 

3.加水ニキリとαーアミラーゼ吸脱着試験

溶液中に遊離したαーアミラーゼはろ液としてメン

ブレンフィルター (0，45μm) を通り抜け，加水ニキ

リに吸着したαーアミラーゼは加水ニキリとともに固

形分としてメンブレンフィルター上部に残る。 αーア

ミラーゼと加水ニキリの吸脱着に影響を与える吸着至

適 pH，有機酸濃度，塩濃度，有機酸の種類について

検討した。吸着至適pHは20mM酢酸バッファー

(pH4 -5，25)， 20mMトリスーリンゴ酸パッファー

(pH5，5 -8.0) を用いて検討した。有機酸濃度は酢酸

バッファー (pH5，0) を用い，濃度 0-100mMの範囲

で検討した。塩濃度は 20mM酢酸バッファー (pH5.0)

を用い，食塩濃度 0-100mMの範囲で検討した。有機

酸種類はギ酸，酢酸，乳酸，フマル酸， リンゴ酸，ク

エン酸，コハク酸，シュウ酸を用い， 20mM， pH5.0 

の条件で検討した。 Fig.3に測定試料の調製方法を示

した。加水ニキリ粉末 10mgに上記条件に調製したバ

ッファー 50mlを添加し，スターラーで 10分撹祥し

協 (2013)醸912 
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Fig. 3 Fractionation of adsorbed and free 

α-amylase of Kasui-Nikiri 

8M Urea. 5%メルカプトエタノール， 125mM Tris-

HCl (pH6.8)， 20%グリセリン)を用い， SDS-PAGE 

は15%のポリアクリルアミドゲルを使用し， Laem-

mli9)の方法に従って行い，泳動後のゲルは CBBR-250 

で染色した。

6. 二次元電気泳動

二次元電気泳動は ATTO株式会社のマニュアルを

一部改変して行った。加水ニキリ 4mg，米粉 25mg

をそれぞれサンプル溶解液 (60mMトリス， 5M尿素，

1Mチオ尿素， 1 %CHAPS， 1 %TritonX-100， 

0.05%DTT) 500μlに溶解し，抽出と還元を行い，溶

解液の 1/10量の 1Mヨードアセトアミド溶液でアル

キル化してサンフ。ル調製を行った。 150μg相当量のサ

ンプルを，一次元日はアトーディスクゲルにアプライ

し，二次元日は 15%ポリアクリルアミドゲルを用い

てそれぞれ泳動を行い， CBB-R250で染色した。

実験結果及び考察

1.加水ニキリと麹酵素の吸着

加水ニキリの少ないみりんや多いみりんを用いて，

加水ニキリに吸着している仕アミラーゼを測定した

(Tabl巴 1)。透析液には加水ニキリが析出するため，

透析液濁度(吸光度 660nm) の高いものは加水ニキ

リが多いサンプルである。加水ニキリの少ないみりん

ではα アミラーゼはほぼろ液に存在し加水ニキリ

の多いみりんでは加水ニキリに吸着しているα アミ

ラーゼが多くなり，ほぼ全てのαーアミラーゼが加水

ニキリに吸着していることが分かつた。その他の酵素

について調べたところ，グルコアミラーゼ，酸性カル

ボキシペプチダーゼ，酸性 (pH3.0) および中性

(pH6.0) プロテアーゼが一部吸着しており (Table2)，

小アミラーゼはほぼ 100% グルコアミラーゼは 21%

酸性カルボキシペプチダーゼは 45%，酸性 (pH3.0)

プロテアーゼは 41%，中↑生 (pH6.0) プロテアーゼは

50%程度吸着していた。

2. Q・アミラーゼの吸着に影響を与える条件

加水ニキリにφ アミラーゼが吸着していることが

判明したため， pH，有機酸濃度，塩濃度，有機酸の

種類について検討した。 Fig.4に示したように pH5-

6.5で、αアミラーゼと加水ニキリの吸着は特に強くな

り， pH4-4.5では非常に弱くなった。また， Fig.5に有

機酸濃度塩濃度の影響を示したが，有機酸濃度，塩

1rable 1 Adsorption of αamylase to Kasui-Nikiri from 50 ml of mirin 

Sample 
O.D.660nm of 

dialyzed solution 

0.14 

2 0.024 

3 3.788 

4 3.592 

a-Amylas巴activities(U) 

free adsorbed 

2766 。
3131 6.4 

7.9 3139 

9.5 2098 

Adsorption rat巴 ofa 
-amylase (%) 

0.0% 。2%

99.7% 

99.5% 

50ml of mirin was dialyzed and filtered by a membran巴五lter(0.45μm).αAmylase activities of the 
filtrate and residue were measured. 

第 1日B巻 第 12号 913 



Adsorption of enzyme to Kasui-Nikiri from 50 ml of mirin 

Enzyme activities (，切 Adsorption
Free Adsorbed rate (%) 

a-Amylase 0.3 4764 100% 
Glucoamylase 793 208 21 % 
Acid carboxypeptidase 6121 5083 45% 
Acid protease (pH3.0) 438 308 41% 
Neutral protease (pH6.0) 390 392 50% 

50 ml of mirin was dialyzed and filtered by a membrane filt巴r(0.45μm).αAm 
ylase， glucoamylase， acid carb口xypeptidase，acid protease and neutral protease 
activities of the filtrate and residu巴wer巴measured.
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Eff，巴ctof pH onα-amylase adsorption. 10mg of Kasui-Nikiri 

powder was added to 50ml of a 10mM Tris-malat巴 buff，巴r

or a 10mM acetate buffer. Activities of free and adsorbed 

α-amylase fractions were measured as shown in Fig.3. 
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pH 

5.5 5 4.5 4 

Fig.4 

ターンが見られ，それに加えて 55.2kDのバンドが確

認された。加水ニキリでは 10.2-12.9，20.9-22.7， 

55.2kDにそれぞれバンドが確認された。加水ニキリ

には特有のバンドが多く見られ，米と共通したバンド

は見られなかったが， 55.2kDは米麹，A. oryzae由来

α アミラーゼ酵素剤と共通しており， αーアミラーゼ

であると考えられた。また， 10.2-12.9， 20.9-22.7kDの

バンドは特に濃くはっきりしており，加水ニキリの主

要サブユニットで，主に米タンパク質の部分分解物と

考えられた。

4.二次元電気泳動

二次元電気泳動の結果，加水ニキリの主要サブユニ

ットのある 10.2-12.9及び20.9-22.7kDでは等電点 10

協 (2013)醸

濃度が高くなるほど吸着が弱くなることが確認された。

有機酸の種類と吸着の関係は，酢酸，乳酸，ギ酸では

吸着が強く，コハク酸， リンゴ酸，クエン酸，フマル

酸，シュウ酸の順に吸着が弱くなった。各バッファー

のイオン強度と吸着の関係をみたところ，これらに強

い負の相関がみられ (Fig.6，r =ー0.9798，P < 0.001)， 

この吸着が静電的結合であることが示唆された。

3. SDS-PAGE 

もち米，うるち米，米麹，加水ニキリ，麹菌由来αー

アミラーゼについて SDS-PAGEによる解析を行った

(Fig.7)。米では 13.5-15.3kDプロラミン， 23.3kDグル

テリン， 24.7kDのグロプリン， 37.2 kDグルテリンの

バンドが確認された。米麹は米と同じようなバンドパ

914 
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Bu仔er司ndNaCI concentration 

Eff巴ctsof the buffer and NaCI concentration onα-amylase ad-

sorption. lOmg of Kasui-Nikiri powder was added to 50ml of 

an ac巴tatebuffer (pH5.0). Activities of free and adsorbed a 

-amylase fractions w巴rem巴asuredas shown in Fig.3 

r=一0.9798本*

0.04 

. . 

0.06 

M a b 

MW(kD) 

97.4一一一
66.2一一一

45 

31 

Ionic strength 

21.5一一** p<O.OOl 

Fig.6 Relationship between the ionic strength of or 

ganic acid and α引 nylaseadsorption 14.5一一一

C d e 

付近に濃いスポットが見られ (Fig.8)，米タンパク質

と比較して等電点が高い傾向が見られた。

5. 米タンパクのα-アミラーゼ吸着との比較

清酒醸造においても，麹菌由来αーアミラーゼと米

タンパク質の吸着が椎木らの研究 lト 17)で確認されて

いる。この椎木らの研究における米タンパク質と加水

Fig.7 SDS-P AGE of waxy rice (a)， non-waxy 

rice (b)， koji (c)， Kasui-Nikiri (d)， a-amy-

lase from Aspergillus oryza巴(e)and mol 

wt markers (M). Numbers in the left 

hand margin rでたrto the mol wt in kD of 

th巴markerpolypeptides 

第 108 巻 第 12号 915 
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MW  pH3 pHl0 

刷

引

師

45 

31 

21，5 

14.5 

MW(kD) 

97，4 

66，2 

45 一一、

31 

21.5 

14.5 

Fig.8 Comparativ巴 two-dimensionalg巴Ianalysis of 

rice (A) and Kasui-Nikiri (B) 

Equivalent amounts (150μg) of proteins coming 

from rice or Kasui-Nikiri were loaded on a two-di 

mensional geL First dimension. agarose gel 3-10 

(ready-made); separation distance. 75mm; running 

conditions， 300 V for 210 minutes， Second dimension 

vertical SDS-P AGE (15% constant); CBB R250 

stained， Numbers in the left hand margin refer to the 

mol wt in kD of the marker polypeptides 

ニキ リのαーアミラーゼ吸着を比較したところ，その

吸着の性質に共通点と相違点が見られた。共通点とし

ては塩濃度，有機首長濃度，有機酸の種類の影響があげ

られ，イオン強度が強くなるほど吸着が弱くなる静電

的結合の性質が見られた。相違点としては. pHと吸

着の強さの関係があげられ，米タンパク質と小アミ

ラーゼの吸着は pH4-5で最大とされているのに対し，

加水ニキリとαーアミラーゼの吸着は pH5-6.5で吸着が

強くなり. pH4-4.5においては吸着が非常に弱くなる

という結果が得られている。また，椎木ら 17)は米タ

ンパク質とローアミラーゼの吸着がpH4-4，5で最大とな

ることについて， αーアミラーゼの等電点 3，7と米グル

テリンの等電点 6.5の中間にあたる pH4，5でそれぞれ

のタンパク質の正荷電と負荷電が大きくなることで吸

916 

着が強くなっていると推察している。加水ニキリは米

タンパク質より高い pHで吸着が強くなることから米

タンパク質より 高い等電点であることが推定され，こ

れは米タンパク質が麹菌酵素によって部分分解されて

できる加水ニキリの生成機構に関係していると考えら

れた。米と加水ニキリの SDS-PAGEによる比較では

加水ニキリの主要なバンドは米グルテリンよりも小さ

い 10，2-12，9及び20，9・22，7kDの位置に検出され，加水

ニキリは米タ ンパク質の部分分解物であることが確認

された。さらに，二次元電気泳動によってこの 10.2・

12，9及び 20，9-22，7kDのタンパク質は，米グルテリン

よりも高い等電点 10付近に存在することが確認され

fこ。

要約

みりんに加水することで生じる加水ニキリと 0・ア

ミラーゼが吸着していることが確認された。この吸着

の強弱は pH，有機酸の種類，塩濃度の影響を受け，

pH5-6，5で最大となった。有機酸や塩の濃度は高いほ

ど吸着が弱くなり，イオン強度の影響と考えられた。

有機酸の種類においても，吸着の強さはイオン強度依

存的であり，静電的結合であることが示唆された。

SDS-PAGEでは米グルテリン，グロプリンよりも小

さい分子量 (10，2・12，9及び 20，9-22，7kDa)の加水ニキ

リ特有の主要なバンドが検出された。二次元電気泳動

ではこの 10，2-12，9及び 20，9-22，7kDのタンパク質のス

ポットは等電点 10付近に検出された。米タンパク質

とαーアミラーゼの吸着の強弱に与える影響を比較す

ると，有機酸 ・塩濃度や有機酸の種類が吸着の強弱に

与える影響などで本研究との共通点が見られた。しか

し吸着が最大となる pHは米タンパク質では pH4-

4.5.加水ニキリでは pH5-6，5と異なっていた。これは

米タンパク質と加水ニキリの等電点の違いによって生

じる，各 pHでのタンパク質の荷電の違いによるもの

だと考えられ，米タンパク質が麹菌酵素によって部分

分解されてできる加水ニキリの生成機構に起因すると

考えられた。
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