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グリシンと二, 三の薬剤の抗菌力併用効果

(昭和59年11月5日 受理)
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 The combined antimicrobial effects of glycine and several reagents were examined to 
evaluate glycine as a food preservative. The following reagents were effective: hexameta-

phosphate and ethylenediaminetetraacetate (which has a chelating action) against Sta-
phylococcus aureus IFO 3060; sodium chloride against Escheyichia coli IFO 3301 and Staphylo-
coccus aureus FUci; lysozyme against Staphylococcus aureus 209P. The combined effects of 

glycine and sodium chloride on Escheyichia coli IFO 3301 were examined. The cells grown 
in sodium chloride-containing medium became sensitive to glycine, whereas those cells 
simply treated with sodium chloride did not. It is suggested that the antimicrobial activ-
ity of glycine was enhanced through the injury to the bacterial surface caused by sodium 
chloride during cell growth. 

 (Received November 5, 1984)

Key words: グ リ シ ン glycine; 抗 菌 力 antimicrobial activity; 抗 菌 力 併 用 効 果 combined anti-

microbial effects

 グリシンは さわやかな甘味を有するア ミノ酸であ るが

細菌 の生育を阻害 する1)～3)ことか ら, 甘味. 旨味料 と し

てだけでな く水産 ね り製 品の “ネト”発 生防止な どの防

腐効果 をね らった製 品 も商品化 されてい る. グ リシンの

抗菌作用 の本質 は, 細 菌のス フェロプラス ト化な どを引

き起す ことに よ り, ペ ニシリンと同様に細胞壁生合成の

阻害4)～7)にあると考 えられ ている. 

 グリシンは動植物 に広 く分布 し, 最 も構造の簡単な ア

ミノ酸 であるので, 安全な食品保存料 として硝い うる物

質の一つで あると考 えられ る. しか し, グリシ ンの抗菌

作用は強い ものでは な く, 生育阻害を引 き起す には通常

1%以 上の濃度を必要 とす る. 従 って グ リシ ンを保存料

と して用い るには, そ の抗菌力を高め る補助手段が必要

となろ う. そ こで本研究 においては5種 の菌株を選 び, 

これ らに対 して グ リシ ンと併用す ることによって抗菌力

を増大 させ る薬剤を検出す ることを 目的 と した. そ の結

果, 相加効果が見出 された大腸菌 におけ る塩化 ナ トリウ

ムとの併用について, 若干の検討を加 えた. 

 実験材料及び方法

 1. 使 用 菌 株

 Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Pseudo-

monas fluorescens, Proteus vulgaris, Escherichia

coli の5種 類の細菌を実験に使用 し た. こ の う ちS. 
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anrns 209P, FUciは 福 岡歯科大学細菌学 教室 か ら, 

これ ら以外の菌株は す べ て 財団法 人発 酵研究所 (IFO)

か ら分譲 を うけた もので ある. 

 2. 供 試 薬 剤

 ヘキサ メタ リン酸塩 (HP) はポ リホス化学(株)製, 食

品添加物用を, コール酸ナ トリウム (CA), グ リシ ン は

半井化学 (株) 製, 特級を, 塩化 ナ トリウムは 半 井 化 学

(株) 製, 一級 を, カ プ リン酸モ ノグ リセ ライ ド (MC10)

は太陽化学 (株) 製, 食品添加物用を, エチ レンジア ミン

四酢 酸ニ ナ トリウム (EDTA) は同仁化学 (株) 製, 特級

を, リゾチ ームは (株) キ ュー ピー製, 純度99.5%の 製

品を用 いた.

3. 培 地

 培養 にはポ リペ プ トン (大五栄養 化学 (株) 製) 1%, エ
ール リッヒ肉エキ ス (極東 化学 (株) 製) 1%, pH7.0の

液 体培地 を用いた. 

 4. 抗菌力 の測定方法

 培地8.5mlを 含む試験 管に, 1夜300で 前培養 した

菌液-OD660値 を0.3に 調整 した もの一を0.5mlと 薬

剤 の終濃度が所定濃度 に なる ように, 20倍 濃厚液0.5

mlを 加 えるか, あ るいは結晶を加え溶解後, 滅菌水 で

10mlに した後, 30°で24時 間振 と う培養を行 った. 培

養 終了時 と開始時 とのOD660値 の差が0.04以 下 を生育

阻止 として最小生育阻止濃度 (MIC) を 求 め た. な お

ODの 測定 には東京光電 (株) 製モデル1型 光度計を用い

た. また グ リシンと各種薬剤の併用時には, それぞれ の

MIC以 下の濃度で同様に実験を行 った.

実 験結果及び考察

1. 供試薬剤 のMIC

 実験に用いた菌株に対す るグ リシ ン及び他 の 薬 剤 の

MICを Table 1に 示 した. グ リシ ン のMICはPs. 

flnonsoens の0.4%を 除け ば, 1%以 上 の高濃度 であ

った. 特にS. annns IFO 3060, P. vugaris IFO 3045

は5%の 濃度 でも生育 は阻止 され なか った.

 2. グ リシンと各種 薬剤 の併用効 果

 グ リシンの抗菌作用を高め る物質 の検索 の た め 最 初

に, 現在 まで 当研究室 で安全性 の高 い食品保存料 として

用い うる薬剤 として抗菌作 用 を 検 討 し て き たHP, 

Table 1. Minimum Inhibitory Concentrations of Glycine and Several Reagents

Abbreviations: Gly, glycine; HP, hexametaphosphate; CA, cholic acid sodium salt; MC10, glycerol 

monocaprate; EDTA, ethylenediaminetetraacetate; Lyso, lysozyme 

 Table 2. Combined Effects of Glycine and Hexametaphosphate

 Growth was graded as following: the increase at OD660; under 0.04, -; 0.05-0.09, +; 0.10-0.19, +;

0.20-0.29, ++; above 0.30,+++

The shadowing areas in Table 2-7 show the minimum inhibitory concentrations or above of glycine 

to the bacteria.
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EDTA, MC10, CA, 塩 化ナ トリウム, リゾチ ームについ

て検討 した. まず グ リシンとHPの 併 用 に お い て は

(Table 2), S. annns IFO 3060 と B. snbtilis IFO

3037で 弱い併用効果が認め られた. HPの 抗菌 力の一要

因はキ レー ト作用 であるが8), HPよ りキ レー ト生成 力

が強いEDTAで は併用 効果が強 くな ることが認め られ

た (Table 3). 

 界面活性作用を持つMC10の 併用 においては (Table

4), B. subtilis IFO 3037とE. coli IFO 3301で 弱い

併用効果が認め られた. 同 じく界面 活性作用を持つCA

はMC10よ りそ の効果 は低 く, わずか にS. anr6ns IFo

3060で 弱い併用効果 が認 め られるにす ぎなか った (Ta-

ble 5). 

 塩 化ナ トリウムの グ リシンの抗菌力に及ぼ す 影 響 は

Table 6に 示 した. 耐塩 性 の 高 いS. annns の中で

FUci 株において グ リシンとの併用効果が 認 め ら れ た

Table 3. Combined Effects of Glycine and Ethylenediaminetetraacetate

Growth was graded as Table 2, 

Table 4. Combined Effects of Glycine and Glycerol Monocaprate

Growth was graded as Table 2, 

Table 5. Combined Effects of Glycine and Cholic Acid Sodium Salt

Growth was graded as Table 2. 



282 食 衛誌. Vol. 26, No. 3

他, E. coli IFO 3301に おい ても併用効果が観察 された. 

E. coli におけ るグ リシンと塩化 ナ トリウム の 併用効果

は, 0.5%グ リシンと3%塩 化 ナ トリウムで菌 の生育が

完全 に阻止 され, 相加効果を示 した. S. anreus FUci

株に おいて も, グ リシ ン2%と 塩化 ナ トリウ ム3%と

の併用に よって生育が阻止 され, そ の効果 は相加的 であ

った. 

 グ リシ ソとリゾチームの併用効果 については Table 7

に示 した. リゾチーム単独 では1%以 上 の濃度 に対 して

も抵抗性 であるS. annns FUci と209Pに おいて グ リ

シ ンとの併用 効果が認め られ, 特に209Pに おいては, 

グリシン1%と リゾチー ム0.005%及 び グ リシン0.8

%と リゾチー ム0.008%で 完全に生育を阻止 した. こ

れ は吉武, 赤 塚の報告9)と 同様の結果であ った. リゾチ

ー ムは細菌のペ プチ ドグ リカンの糖鎖を切断 し溶菌 に導

くが, Staphylococcus 属はN-ア セチル ムラ ミン酸のC6

がO-ア セ チル化 されてい る た め, リゾチ ーム非感受性

で あると考 えられ10), S. annns 209Pに おいて グ リシ

ンの併用 によって顕著 な抗菌力増大が認 められた ことは

興味深い. 

P. vulagaris においては試験 したすべて の 薬剤 で グリ

シ ンとの併用効果が全 く認 め られず, さらに検索す る必

要が ある. Staphylocolccus 属 は 全体 として グリシ ンに

対 して抵抗性 であ ったが, そ の中でEDTA, 塩化 ナ トリ

ウム及び リゾチー ムな どに よ り併用効果 を示 す菌株 がそ

れ ぞれ 見出 されたので, その表層構造 の変 化 と併用 効果

機 作の研究に とって良い材料になる と考 え られる.

 3. E. coli に対するグ りシンと塩化 ナ トリウム の 併

 用効果

 グ リシンまたは塩化 ナ トリウム単独, 及び両者併用時

の生育曲線をFig. 1に 示 した. グリシン0.5%と 塩 化

ナ トリウム3%ま たは グ リシン1%と 塩化 ナ トリウム

Table 6. Combined Effects of Glycine and Sodium Chloride

Growth was graded as Table 2.

Table 7. Combined Effects of Glycine and Lysozyme

Growth was graded as Table 2.
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Fig. 1. Growth curves of Escherichia coli 
 IFO 3301 in the presence of glycine and/or 
 sodium chloride 

 (A), in the presence of only sodium chlo-
 ride: -0-, control; -o-, 1%; -o-, 2%; -0-,
3%; -0-, 4%; -A-, 5%; (B), in the presence 

 of only glycine: -O- 0.5%; -A-, 1%; -V-, 
 1.5%; -Q-, 2%; (C), in the presence of 
 0.5% glycine plus sodium chloride: -O-, 
 only 0.5% glycine; -A-, plus 1% sodium 
 chloride; -V-, plus 2% sodium chloride; 
 -Q-, plus 3% sodium chloride; (D), in the 

 presence of 1% glycine plus sodium chlo-
 ride: -A-, only 1% glycine; -V-, plus 1% 
 sodium chloride; -Q-, plus 2% sodium 
 chloride

(A) (B)

(C) (D)

Fig. 2. Effects of addition of glycine and/or 
 sodium chloride to the culture of log 
 phase 

 (A), addition of glycine: -0-, control; 
 -O-, 0.5%; -A-, 1%; -V-, 2%; (B), addition 

 of sodium chloride: -o-, 0.5%; -v-, 1%; 
 -Q-, 2%; -0-, 3%; (C), addition of 0.5% 

 glycine and 1-3% sodium chloride; (D), 
 addition of 1% glycine and 1-3 sodium 
 chloride: -0- in (C) or (D), only 0.5% or 
 1% glycine; -7-, -I-, -Q- in (C) or (D);
 0.5% or 1% glycine plus 1, 2 or 3% 
 sodium chloride. 

 The arrows in respective figures show 
 the addition time of glycine and/or so-
 dium chloride. 

(A) (B)

(C) (D)

Fig. 3. Effects of addition of glycine to sodium chloride-containing culture of log phase 
 (A), (B) or (C) represent 0.5, 1 or 2% sodium chloride containing culture, respec-

 tively. The arrows in respective figures show the addition of glycine: -0-, control; 
 -i-, -A-, -7-; addition of 0.5, 1, 2% glycine. 

(A) (B) (C)
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2%の 併用 に よ り菌 の生育は完全に阻止 された.

 グ リシンを対数増殖期の菌に添加す ると, 約4時 間後

か らODの 低下 が認め られ, 溶菌が起 ることが 示唆 さ

れた (Fig. 2 (A)). 塩 化ナ トリウム添加では全 く溶菌現

象は認め られず (Fig. 2 (B)), む しろ グ リシンによる溶

菌 を抑制す ることが認め られた (Fig. 2 (C), (D)). なお,

塩 化ナ トリウム添加の際には 必ず 観察 され るODの 一

時 的増加は塩 析に よるもの と思われ る. 

 しか しなが ら, 0.5～2%の 塩化 ナ トリウムを 含む 培

地 で生育 させた菌に グ リシンを添加す ると, 溶菌現象が

観 察 された. 特 に2%塩 化 ナ トリウム含有培地 で生育 し

た菌 は, 通 常は全 く生育に も影響を与えず溶菌 も起 さな

い0.5%グ リシ ンの添加 に よって も溶菌 し (Fig. 3 (C)), 

グ リシン感受性 とな ってい ることを示 した. 

 以上の実験 結果は塩 化ナ トリウム存在下 で菌が生育 し

た場 合にのみ グ リシンの抗菌力が増大 し, 単に処理を行

った場合には, 環境に適応す る菌体の変化はむ しろ グ リ

シンの作用 を抑制す ることを示 してお り, 菌体表層 の変

化 との関連で さらに研究す る必要があ る. 

 対数増殖期 まで生 育 した 菌体を集菌 ・洗浄後, 0.05

M'リ ン酸緩衝液に懸濁 して濁度を観察す る と, グ リシ

ン2%の 添加 でも濁度 の低下 はわずか であ り, 塩化 ナ ト

リウム添加の場合にはほ とんど 認め られ なか った (Fig. 

4 (A), (B)). しか し塩化 ナ トリウム含有培地 で生育 した

菌に グ リシンを添加す ると, 顕著 な濁度低下が認 め られ

るよ うになった (Fig. 4 (C), (D), (E)). この原 因 として

塩化 ナ トリウム存在下 で損傷を受 けた菌 は グリシンに よ

って容易 に溶 菌す る (Fig. 3) ことに加 え, 塩化 ナ トリウ

ム含有培地か ら0.05Mリ ン酸緩衝液へ の浸透圧低下 に

対 して, 表層が耐え得 る構造を持 ってい なか った ことも

その要因 とな ってい ると考 えられ る. 以上 の ように. E. 

coli IFO 3301に 対す るグ リシンと塩化 ナ トリウム の 併

用効果は塩化 ナ トリウム存在下で生育 した菌 におい ての

み観察 され, 生育環境の塩化 ナ トリウムに対す る菌体表

層の変化に よ り, グ リシンの抗菌力が増大す るものと考

え られた. これ らについては菌体表層 の形態及び表層を

構成す る成分の変化な どを通 じて, さらに検討す る必要

があ る. 

 要 約

 1. グ リシ ンと抗菌力併用効果を示す薬剤 と して, S. 

aureus IFO 3060に はキ レー ト作用を持つヘ キサ メタ リ

ン酸塩, EDTAが, E. ooli IFO 3301及 びS. anrns

FUciで は塩化 ナ トリウム, S. annns 209 Pで は リゾ

チ ームが見出 された. 

 2. E. coli IFO 3301に 対す るグ リシンと塩化 ナ トリ

ウムとの併用効果は, 塩化 ナ トリウム存在下で生育 した

菌 においてのみ観察 され, 塩 化 ナ トリウムに よる菌体表

層の損傷に よ り, グ リシンの抗菌力が高め られ るものと

推 察 した. 

Fig. 4. Effects of glycine or sodium chloride 
 on the cells grown in nutrient broth and 
 effects of glycine on the cells grown in 
 sodium chloride containing nutrient 
 broth. 

 (A), addition of glycine; (B), addition 
 of sodium chloride; (C), (D), (E); addition 
 of glycine to the cells from 0.5, 1, 2% 
 sodium chloride containing culture: -0-, 
 control; -Q-, -A-, -O-; 0.5, 1, 2% glycine: 
 -o-, -O-, -0-; 1, 2, 3% sodium chloride

(A) (B)

(C) (D)
(E)
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