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(57)【要約】

（修正有）

【課題】種々のカルボニル化合物に対して、効率よく還元反応を触媒し、対応するアルコ
ールを製造することができるカルボニル還元酵素を提供する。
【解決手段】Ｒｏｓａ

Ｈｏｈ−Ｊｕｎ

の花弁に由来する、特定のアミノ酸配列を有

する２種カルボニル還元酵素およびそのホモログ、前記アミノ酸配列をコードする遺伝子
。前記遺伝子を含むプラスミドで形質転換した大腸菌により産生した前記カルボニル還元
酵素は、ＮＡＤＨの存在下、種々のカルボニル化合物を基質とした還元反応を触媒する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
配列番号１のアミノ酸配列からなるカルボニル還元酵素。
【請求項２】
配列番号１のアミノ酸配列において１若しくは２以上のアミノ酸が置換、欠失、挿入及
び／又は付加したアミノ酸配列からなるカルボニル還元酵素。
【請求項３】
配列番号２のアミノ酸配列からなるカルボニル還元酵素。
【請求項４】
配列番号２のアミノ酸配列において１若しくは２以上のアミノ酸が置換、欠失、挿入及
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び／又は付加したアミノ酸配列からなるカルボニル還元酵素。
【請求項５】
配列番号３の塩基配列からなるカルボニル還元酵素遺伝子。
【請求項６】
配列番号４の塩基配列からなるカルボニル還元酵素遺伝子。
【請求項７】
請求項１〜請求項４のいずれか１項に記載のカルボニル還元酵素とカルボニル化合物と
を接触させる工程を含むアルコールの製造方法。
20
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、カルボニル還元酵素、カルボニル還元酵素遺伝子及びアルコールの製造方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
一般に、アルコールはカルボニル化合物を還元することによって合成できる。カルボニ
ル化合物の還元には、金属触媒を用いた水素化反応や、金属水素化化合物による水素化反
応が用いられるが、このような化学合成による方法は環境への負荷が大きい。これに対し
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て、微生物に由来する酸化還元酵素を用いてカルボニル化合物を還元してアルコールを製
造する方法が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００５−９５０２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
酸化還元酵素を用いてアルコールを製造する方法においては、酸化還元酵素が還元反応
のみならず逆反応の酸化反応をも触媒することが多く、反応効率の点で問題があった。ま
た、酸化還元酵素による還元反応は基質特異性が高く、種々の基質に対して効率よく還元
反応を行うことは困難であった。
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本発明は、種々のカルボニル化合物を基質とすることができ、効率よくカルボニル還元
反応を触媒することができるカルボニル還元酵素を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
本発明の第１の態様は、配列番号１のアミノ酸配列からなるカルボニル還元酵素である
。また、本発明の第２の態様は、配列番号１のアミノ酸配列において１若しくは２以上の
アミノ酸が置換、欠失、挿入及び／又は付加したアミノ酸配列からなるカルボニル還元酵
素である。また、本発明の第３の態様は、配列番号２のアミノ酸配列からなるカルボニル
還元酵素である。また、本発明の第４の態様は、配列番号２のアミノ酸配列において１若
しくは２以上のアミノ酸が置換、欠失、挿入及び／又は付加したアミノ酸配列からなるカ
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ルボニル還元酵素である。
また、本発明の第５の態様は、配列番号３の塩基配列からなるカルボニル還元酵素遺伝
子である。また、本発明の第６の態様は、配列番号４の塩基配列からなるカルボニル還元
酵素遺伝子である。
更に、本発明の第７の態様は、上記カルボニル還元酵素とカルボニル化合物とを接触さ
せる工程を含むアルコールの製造方法である。
【発明の効果】
【０００５】
本発明によれば、種々のカルボニル化合物を基質とすることができ、効率よくカルボニ
ル還元反応を触媒することができるカルボニル還元酵素を提供することができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
本発明のカルボニル還元酵素は、図１及び配列番号１又は図２及び配列番号２のアミノ
酸配列を有することを特徴とする。
本発明のカルボニル還元酵素は、植物、特にバラ（例えば、Rosa damascena Mill.、Ro
sa

Hoh‑Jun

等）の花弁に由来する還元酵素である。本発明のカルボニル還元酵素は、

後述するように種々のカルボニル化合物を基質として、カルボニル還元反応を触媒し、対
応するアルコールを生成することができる。また、本発明のカルボニル還元酵素は、一般
の酸化還元酵素とは異なり、通常の条件では還元反応のみを触媒し、酸化反応を触媒しな
いことを特徴としている。これにより、カルボニル化合物の還元反応をより効率的に行う
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ことができ、対応するアルコールをより効率的に生成することができる。
また、本発明のカルボニル還元酵素は、本来的に光学活性なタンパク質であることから
、カルボニル化合物として、カルボニル基の両側の置換基が互いに異なる非対称ケトン類
を基質とした場合には、キラルな２級アルコールを生成することができる。
【０００７】
また、本発明の配列番号１のアミノ酸配列からなるカルボニル還元酵素は、シロイヌナ
ズナ（Arbidopsis thaliana）に由来するオキシド還元酵素と約６８％の相同性を有する
酵素タンパク質である。一方、本発明の配列番号２に記載のアミノ酸配列からなるカルボ
ニル還元酵素は、シロイヌナズナ（Arbidopsis thaliana）に由来するアルド‑ケト還元酵
素と約７７％の相同性を有する酵素タンパク質である。アミノ酸配列の相同性は、例えば
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、ＮＣＢＩのＢＬＡＳＴ検索などを利用して、各種アミノ酸配列データベース、核酸デー
タベースを対象にして相同性検索を行うことで求めることができる。データベースには、
例えば、DAD、SWISS‑PROT、PIRなどのタンパク質のアミノ酸配列に関するデータベースや
DDBJ、EMBL、あるいはGenebankなどのＤＮＡ配列に関するデータベース、ＤＮＡ配列を元
にした予想アミノ酸配列に関するデータベースなどを用いることができる。
【０００８】
本発明のカルボニル還元酵素は、種々のカルボニル化合物をその反応基質とすることが
できる。これにより、汎用性の高いアルコールの製造方法を提供することができる。
本発明のカルボニル還元酵素は、芳香族及び脂肪族のいずれのカルボニル化合物もその
基質とすることができる。具体的には、例えば、アルキルケトン類、アルケニルケトン類

40

、芳香族ケトン類、アルキルアルデヒド類、アルケニルアルデヒド類、芳香族アルデヒド
類等を基質とすることができる。
【０００９】
本発明のカルボニル還元酵素は、配列番号１又は配列番号２のアミノ酸配列を有するカ
ルボニル還元酵素のホモログを含む。本発明のカルボニル還元酵素のホモログとしては、
配列番号１又は配列番号２のアミノ酸配列において１若しくは２以上のアミノ酸が置換、
欠失、挿入及び／又は付加したアミノ酸配列からなり、配列番号１又は配列番号２のアミ
ノ酸配列を有するカルボニル還元酵素と機能的に同等なカルボニル還元酵素を挙げること
ができる。
例えば、配列番号１又は配列番号２のアミノ酸配列において、好ましくは３０以下、よ
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り好ましくは１５以下、更に好ましくは１０以下、あるいは５以下のアミノ酸残基の変異
は許容される。
【００１０】
一般にタンパク質の機能の維持のためには、置換するアミノ酸は、置換前のアミノ酸と
類似の性質を有するアミノ酸であることが好ましい。このようなアミノ酸残基の置換は、
保存的置換と呼ばれている。例えば、Ａｌａ、Ｖａｌ、Ｌｅｕ、Ｉｌｅ、Ｐｒｏ、Ｍｅｔ
、Ｐｈｅ、Ｔｒｐは、共に非極性アミノ酸に分類されるため、互いに似た性質を有する。
また、非荷電性としては、Ｇｌｙ、Ｓｅｒ、Ｔｈｒ、Ｃｙｓ、Ｔｙｒ、Ａｓｎ、Ｇｌｎが
挙げられる。また、酸性アミノ酸としては、Ａｓｐ及びＧｌｕが挙げられる。また、塩基
性アミノ酸としては、Ｌｙｓ、Ａｒｇ、Ｈｉｓが挙げられる。これらの各グループ内のア
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ミノ酸置換は好ましく許容される。
【００１１】
本発明におけるアミノ酸置換の具体例としては、例えば、配列番号１のアミノ酸配列に
おいて、２７番目のバリン残基をアラニン残基に置換したホモログ、５５番目又は５６番
目のアスパラギン残基をアスパラギン酸残基に置換したホモログ、７９番目のグルタミン
残基をロイシン残基に置換したホモログ、１０４番目のバリン残基をイソロイシン残基に
置換したホモログ、１３５番目のシステイン残基をアルギニン残基に置換したホモログ、
１４６番目のプロリン残基をアラニン残基に置換したホモログ、１５３番目のイソロイシ
ン残基をバリン残基に置換したホモログ、１５７番目のバリン残基をロイシン残基に置換
したホモログ、１６２番目のメチオニン残基をバリン残基に置換したホモログ、１６９番
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目のアラニン残基をスレオニン残基に置換したホモログ、２１８番目のイソロイシン残基
をフェニルアラニン残基に置換したホモログ、２３１番目のグルタミン残基をヒスチジン
残基に置換したホモログ等を挙げることができる。
【００１２】
また本発明のカルボニル還元酵素は、その酵素活性が損なわれない限り、アミノ酸が欠
失、挿入されたものであってもよい。欠失、挿入されたアミノ酸は配列番号１又は配列番
号２のアミノ酸配列中の任意の位置のアミノ酸であることができる。
更に本発明のカルボニル還元酵素は、その酵素活性が損なわれない限り、アミノ酸が付
加したものであってもよい。このような付加可能なアミノ酸としては、発現されたポリペ
プチドを効率よく精製するためのアミノ酸等を挙げることができる。具体的には、例えば
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、複数のヒスチジン残基で構成されたタグ配列等を挙げることができる。
【００１３】
また本発明において、配列番号１又は配列番号２のアミノ酸配列を有するカルボニル還
元酵素と機能的に同等なカルボニル還元酵素とは、カルボニル化合物から対応するアルコ
ールへの還元反応を触媒し、対応するアルコールからカルボニル化合物への酸化反応を触
媒しないカルボニル還元酵素であって、種々のカルボニル化合物の還元反応を触媒するこ
とができるカルボニル還元酵素を意味する。
【００１４】
本発明のカルボニル還元酵素は、バラの花弁から常法によって抽出及び精製した天然物
であることができる。抽出のために用いられるバラとしては特に制限はないが、芳香族ア
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ルデヒドから生成する２−フェニルエタノールを始めとする芳香族アルコールを多量発散
するバラであればよく、例えばRosa damascena Mill.及びR.

Hoh‑Jun

等を挙げること

ができる。また花弁は、新鮮花弁であってもよく、凍結乾燥花弁であってもよい。花弁か
ら抽出及び精製する場合には、常法に従って行えばよく、酵素安定性の観点から低温、好
ましくは１０℃以下、更に好ましくは４℃で迅速に行うことが好ましい。
【００１５】
また本発明のカルボニル還元酵素は、カルボニル還元酵素をコードする遺伝子を含む発
現ベクターを用いて遺伝子工学的に生成したものであることができる。このような発現ベ
クターを用いることは、大量且つ簡便に、また高い純度で本発明のカルボニル還元酵素を
得ることができるため、好ましい。
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カルボニル還元酵素をコードする遺伝子としては、例えば、配列番号３又は配列番号４
の塩基配列からなるポリヌクレオチド等を挙げることができるが、これらの詳細について
は後述する。
【００１６】
本発明における「発現ベクター」は、本発明のカルボニル還元酵素を発現可能な塩基配
列を有する発現カセットをベースベクター内に挿入結合することによって作製することが
できる。したがって、発現カセットは、ベースベクターの任意のクローニングサイトに対
応した制限酵素配列を有することが好ましい。「ベースベクター」は、たとえば動物細胞
用ベクター、昆虫細胞用ベクター、酵母用ベクター、大腸菌用ベクター、また酵母・大腸
菌等といった複数種用のシャトルベクター等の種々のベースベクターがあるが、これらベ
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ースベクターは宿主細胞や目的に応じて適宜に選択することができる。また、適当な宿主
細胞で外来タンパク質を発現させるための既存のベクターＤＮＡを一部改変して使用する
こともできる。たとえば、宿主細胞として大腸菌等の微生物を利用する場合には、複製開
始点（ｏｒｉ）、プロモータ、ターミネータ等を有するｐＢＲ系、ｐＵＣ系、ｐＢｌｕｅ
ｓｃｒｉｐｔ系やｐＥＴ系システム等が使用することができるが、もちろんこれらに限定
されるものではない。
【００１７】
また、この発現ベクターを導入する際に利用する細菌や細胞は、本発明の酵素を安定に
発現することのできるものであれば、特に限定されるものではなく、大腸菌や酵母類、各
20

種植物細胞等を例示することができる。
発現ベクターに本発明のカルボニル還元酵素を発現可能なポリヌクレオチドを挿入する
場合には、１つの発現ベクターに２以上の酵素を発現可能なポリヌクレオチドを挿入して
もよい。また、それぞれ１つの酵素を発現可能な発現ベクターを複数同時に用いてもよい
。
【００１８】
本発明においては、発現効率の点から、配列番号３又は配列番号４の塩基配列からなる
ポリヌクレオチドをｐＥＴ系発現ベクターに組込み、この発現ベクターを用いて大腸菌を
形質転換し、形質転換した大腸菌を培養し、発現したカルボニル還元酵素を回収して、カ
ルボニル還元酵素を得ることが好ましい。
また、酵素活性の点から、得られたカルボニル還元酵素を更に精製することが好ましい
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。カルボニル還元酵素の精製には公知のタンパク質精製方法を特に制限なく用いることが
できる。例えば、ヒスチジンタグカラム、イオン交換カラム、ゲル濾過カラム等を用いて
カルボニル還元酵素を精製することができる。
【００１９】
本発明のカルボニル還元酵素遺伝子は、配列番号３又は配列番号４の塩基配列からなる
ものである。本発明のカルボニル還元酵素遺伝子は、本発明のカルボニル還元酵素が含む
アミノ酸配列をコードすることができる。従って本発明のカルボニル還元酵素遺伝子を用
いて、上述した遺伝子工学的手法により、本発明のカルボニル還元酵素を効率よく製造す
ることができる。
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【００２０】
本発明のカルボニル還元酵素遺伝子は、例えば、バラ花弁の全ＲＮＡから以下のように
して得ることができる。
公知のバラＥＳＴ情報（例えば、Guterman et.al.,The Plant Cell, Vol.14, 2325‑233
8(2002)）から、バラ花弁で発現している脱水素酵素の遺伝子断片情報Ａを得ることがで
きる。その遺伝子断片の情報を基に、第１のＰＣＲプライマーを設計し、３

−ＲＡＣＥ

法によって第１のＰＣＲプライマーの下流に存在する脱水素酵素の遺伝子断片情報Ｂを得
ることができる。この遺伝子断片情報を基に、遺伝子断片中に存在する終止コドンより上
流に位置する第２のＰＣＲプライマーを設計し、５

−ＲＡＣＥ法によって第２のＰＣＲ

プライマーの上流に存在する脱水素酵素の遺伝子断片情報Ｃを得ることができる。上記で
得られた遺伝子断片情報Ｂ及びＣを基に、バラ花弁で発現している脱水素酵素の全遺伝子
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配列を取得することができる。
【００２１】
また本発明のカルボニル還元酵素遺伝子は、以下のようにしても取得することができる
。例えば、バラ花弁のＥＳＴライブラリを構築する。このＥＳＴライブラリから還元酵素
をコードする遺伝子情報を選択する。次に選択した遺伝子情報に対して、上記と同様な手
法を適用することによって、還元酵素をコードする遺伝子の全遺伝子配列を取得すること
ができる。
【００２２】
本発明のカルボニル還元酵素をコードする遺伝子としては、前記配列番号３又は配列番
号４の塩基配列を有するポリヌクレオチドに加えて、その塩基配列がコードするアミノ酸
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配列を有するカルボニル還元酵素の酵素活性を損なわないヌクレオチドの付加、削除及び
／又は置換を有するものであってもよい。
このような付加可能なポリヌクレオチドとしては、発現されたポリペプチドを効率よく
精製するためのアミノ酸配列をコードするポリヌクレオチドを挙げることができる。例え
ば、複数のヒスチジン残基で構成されたタグ配列を発現可能なポリヌクレオチド等を挙げ
ることができる。
また、削除、置換可能なヌクレオチド及びその部位としては、その塩基配列がコードす
るアミノ酸配列を有するカルボニル還元酵素の酵素活性を損なわない限り特に制限はない
。
【００２３】
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本発明のアルコールの製造方法は、上記カルボニル還元酵素とカルボニル化合物とを接
触させる工程を含む。上記カルボニル還元酵素は種々のカルボニル化合物を基質とするこ
とができ、また、逆反応を触媒しないことから、本発明のアルコールの製造方法は汎用性
が高く、また、反応効率の高いものである。
本発明におけるカルボニル還元酵素とカルボニル化合物とを接触させる工程においては
、ＮＡＤＨを更に共存させることが好ましい。これにより還元反応を促進することができ
る。
【００２４】
本発明におけるカルボニル還元酵素としては、上述のカルボニル還元酵素の少なくとも
１種を用いる。カルボニル還元酵素は、例えば、バラの花弁から抽出してものであっても
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、遺伝子工学的手法により調製したものであってもよい。また、カルボニル還元酵素は、
少なくとも１種の精製工程によって精製したものであることが好ましい。カルボニル還元
酵素の精製工程については、既述の精製方法をを好適に適用することができる。
本発明においては、カルボニル還元酵素が、配列番号１及び配列番号２のアミノ酸配列
を有するカルボニル還元酵素の少なくとも一方であることが好ましい。
【００２５】
本発明におけるカルボニル化合物としては、アルデヒド類及びケトン類を用いることが
できる。カルボニル化合物としてアルデヒド類を用いることで１級アルコールを製造する
ことができる。また、カルボニル化合物としてケトン類を用いることで、例えば、キラル
な２級アルコールを製造することができる。
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また、本発明におけるカルボニル化合物としては、芳香族カルボニル化合物及び脂肪族
カルボニル化合物を用いることができる。具体的には、例えば、アルキルケトン類、アル
ケニルケトン類、芳香族ケトン類、アルキルアルデヒド類、アルケニルアルデヒド類、芳
香族アルデヒド類等を用いることができる。
【００２６】
本発明において、カルボニル還元酵素とカルボニル化合物とを接触させる方法には、特
に制限はなく、例えば、適当な溶媒中で、カルボニル還元酵素とカルボニル化合物と混和
させる方法が挙げられる。ここで用いられる溶媒としては、例えば、通常用いられる緩衝
液を挙げることができる。具体的には、例えば、クエン酸緩衝液、リン酸緩衝液、トリス
緩衝液等を挙げることができる。中でも、反応効率の点から、リン酸緩衝液を用いること
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が好ましい。
【００２７】
カルボニル還元酵素とカルボニル化合物の接触温度としては、特に制限はないが、反応
効率の点から、２５〜４０℃であることが好ましく、３０〜３５℃であることがより好ま
しい。また接触時のｐＨとしては、酵素活性が損なわれなければよく、反応効率の点から
、ｐＨ６〜８であることが好ましく、ｐＨ７．０であることがより好ましい。
また、接触時間としては、１分〜６０分とすることができる。
【００２８】
本発明のアルコールの製造方法においては、カルボニル還元酵素の濃度を、例えば、１
０〜３０質量％とし、カルボニル化合物の濃度を、例えば、１〜１０ｍＭとしてカルボニ
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ル還元酵素とカルボニル化合物とを接触させることができる。
また、本発明においてはＮＡＤＨの濃度を、例えば、０．０１〜１０ｍＭとすることが
できる。
【００２９】
本発明の製造方法は、接触工程の後に、得られたアルコールを回収・精製する回収工程
を設けてもよい。回収・精製手段としては、例えば、硫安沈殿、アフィニティークロマト
グラフィー、疎水性クロマトグラフィー、イオン交換クロマトグラフィー、ゲル濾過クロ
マトグラフィー、ハイドロキシアパタイト等のカラムクロマトグラフィー。他には電気泳
動（ネイティブページ、等電点電気泳動）等、通常この目的のために用いられる手段をそ
20

のまま使用することができる。
【００３０】
本発明のアルコールの製造方法は、前記カルボニル還元酵素を用いることによって、種
々のカルボニル化合物を基質として、対応するアルコールを製造することができる汎用性
の高い製造法である。また、前記カルボニル還元酵素は逆反応であるアルコールの酸化反
応を触媒しないため、効率よくアルコールを製造することができる。更に、前記カルボニ
ル還元酵素は光学活性なアミノ酸から構成されるタンパク質であることから、非対称ケト
ン類を基質とすることでキラルな２級アルコールを製造することができる。
【実施例】
【００３１】
以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定され
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るものではない。尚、特に断りのない限り、「％」は質量基準である。また市販のキット
を使用した場合、特記しない限り、メーカー指定の条件、手順に準じて操作を行った。
【００３２】
（実施例１）
・カルボニル還元酵素（ＲＤＨ１）遺伝子の調製
RNeasy Plant Mini Kit（QIAGEN社製）を用いて、Rosa

Hoh‑Jun

の花弁(Ｓｔ.５)よ

り抽出した全ＲＮＡと、プライマーとして下記表１に示すプラマーＲＤＨ１．ｆｕｌｌと
Ｍ１３Ｍ４を用い、TaKaRa RNA PCR Kit (AMV) Ver.3.0 (タカラバイオ社製)を用いて、
ＲＴ−ＰＣＲ（９４℃で３０秒、６０℃で３０秒、７２℃で１分間、を３０サイクル）を
行い、約１０００ｂｐのＰＣＲ産物を得た。
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得られたＰＣＲ産物１μｌと、ｐＣＲ２．１（インビトロジェン社製）２μｌと、10×
ligation buffer １μｌと、T4 DNA Ligase １μｌと、蒸留水５μｌとで１４℃３０分間
インキュベートし、ＴＡクローニングを行った。
【００３３】
【表１】
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【００３４】
上記で得られたプラスミドを用いてヒートショック法により大腸菌ＤＨ５αを形質転換
した。得られた形質転換体をカナマイシン耐性ＬＢ寒天培地にて１晩３７℃で培養し、形
質転換体クローンを得た。
得られたクローンから、GFX Micro plasmid prep kit（ＧＥヘルスケア社製）を用いて
プラスミドを抽出し、制限酵素（ＥＣＯＲ Ｉ）処理後のインサートをシークエンス解析
し、アミノ酸レベルでシロイヌナズナ（Arabiopsis thaliane）のoxidoreductase（NP̲19
33054.1）と約６７％の相同性を示すインサートを有するクローンをスクリーニングした
。尚、シークエンス解析は、Thermo Sequenase Cycle Sequencing Kit （usb社製）を用
い、ＤＮＡシークエンサー（Ｌｉ−ＣＯＲ社モデル4200Ｌシリーズ）によって行った。
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【００３５】
上記により得たクローンが有するプラスミドと、下記表２に示すプライマーＲＤＨ．Ｈ
ｉｎｄ２とＲＤＨ．Ｘｈｏ２と、TaKaRa EX Taq(タカラバイオ社製)とを用いて、ＰＣＲ
（９４℃で３０秒、６５℃で３０秒、７２℃で１分間、を３０サイクル）行い、約７９０
ｂｐのＰＣＲ産物を得た。得られたＰＣＲ産物の開始コドンから終止コドンまでの塩基配
列を、配列番号３に示した。
次いで、得られたＰＣＲ産物１μｌと、ｐＣＲ２．１（インビトロジェン社製）２μｌ
と、10×ligation buffer １μｌと、T4 DNA Ligase １μｌと、蒸留水５μｌとで１４℃
３０分間インキュベートし、ＴＡクローニングを行った。
【００３６】
【表２】
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【００３７】
上記で得られたプラスミドを用いてヒートショック法により大腸菌ＤＨ５αを形質転換
した。得られた形質転換体をカナマイシン耐性ＬＢ寒天培地にて１晩３７℃で培養し、形
質転換体クローンを得た。
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得られたクローンから、GFX Micro plasmid prep kit（ＧＥヘルスケア社製）を用いて
プラスミドを抽出し、制限酵素（ＨｉｎｄIII、ＸｈｏＩ）処理して、常法により、発現
用プラスミド（ｐＥＴ２８ａ）に組換えた。
【００３８】
・ＲＤＨ１の発現
上記で得た発現用プラスミド（ｐＥＴ２８ａ）を用いて、ヒートショック法により発現
用大腸菌ＢＬ２１（ＤＥ３）を形質転換した。
得られた形質転換体をカナマイシン耐性ＬＢ培地５０ｍｌに植菌し、３７℃でＯＤ６０
０＝０．６まで培養してこれを前培養溶液とした。

ＲＤＨ１発現は、まずカナマイシン耐性ＬＢ培地２５０ｍｌに前培養溶液を５ｍｌ (２
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%)植菌し、３７℃、２００ｒｐｍでＯＤ６００＝０．５となるまで培養した。ここに１Ｍ
のＩＰＴＧを２５μｌ添加し、さらに３７℃、２００ｒｐｍでＯＤ６００＝１．５まで培
養した。
培養した大腸菌溶液を遠心分離(６０００ｇ、１０ｍｉｎ．、４℃）して集菌した後、
上清を捨ててＲＤＨ緩衝液（ＥＤＴＡ、グリセロール、ＣＨＡＰＳ、ＤＴＴを含むリン酸
ナトリウム緩衝液、ｐＨ＝７．０）１０ｍｌを加えて懸濁した。これを大腸菌液とし、−
８０℃で凍結保存した。
【００３９】
得られた大腸菌液を水上で融解させ、氷冷しながら超音波破砕して菌体からのタンパク
質抽出をした。これを遠心分離（１５０００ｇ、８ｍｉｎ．、４℃）して、上清をエッペ

50

(9)

JP 2008‑245528 A 2008.10.16

ンドルフチューブに移し、さらに遠心分離（１５０００ｇ、８ｍｉｎ．，４℃）して可溶
化画分を得た。この可溶化画分にプロテアーゼインヒビターカクテル（PIC、calbiochem
社製）５０μｌを添加し、Ｈｉｓタグカラム（ＧＥヘルスケア社製）で精製した。
ＳＤＳ−ＰＡＧＥ、Ｈｉｓタグ抗体を用いたウエスタンブロッティングにより、 ３０
ｋＤａ付近にＲＤＨ１の発現を確認した。
発現したＲＤＨ１のアミノ酸配列を配列番号１に示した。
【００４０】
（実施例２）
・カルボニル還元酵素（ＲＲＤ３４）遺伝子の調製
RNeasy Plant Mini Kit（QIAGEN社製）を用いて、Rosa

Hoh‑Jun

の花弁(Ｓｔ.５)よ

10

り抽出した全ＲＮＡと、プライマーとして下記表３に示すプラマーＲＲＤ．ＮｄｅとＲＲ
Ｄ．Ｓａｌとを用い、TaKaRa RNA PCR Kit (AMV) Ver.3.0(タカラバイオ社製)を用いて、
ＲＴ−ＰＣＲ（９４℃で３０秒、６０℃で３０秒、７２℃で１分間、を３５サイクル）を
行い、約１１００ｂｐのＰＣＲ産物を得た。得られたＰＣＲ産物の開始コドンから終止コ
ドンまでの塩基配列を、配列番号４に示した。
得られたＰＣＲ産物１μｌと、ｐＣＲ２．１（インビトロジェン社製）２μｌと、10×
ligation buffer １μｌと、T4 DNA Ligase １μｌと、蒸留水５μｌとで１４℃３０分間
インキュベートし、ＴＡクローニングを行った。
【００４１】
【表３】
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【００４２】
上記で得られたプラスミドを用いてヒートショック法により大腸菌ｊｍ１０９を形質転
換した。得られた形質転換体をカナマイシン耐性ＬＢ寒天培地にて１晩３７℃で培養し、
形質転換体クローンを得た。
得られたクローンから、GFX Micro plasmid prep kit（ＧＥヘルスケア社製）を用いて
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プラスミドを抽出し、制限酵素（ＥｃｏＲ Ｉ）処理後のインサートをシークエンス解析
し、アミノ酸レベルでシロイヌナズナ（Arabiopsis thaliane）のaldo‑keto reductase（
アルデヒド‐カルボニル還元酵素）と約77％の相同性を示すインサートを有するクローン
をスクリーニングした。
【００４３】
得られたクローンから、GFX Micro plasmid prep kit（ＧＥヘルスケア社製）を用いて
プラスミドを抽出し、制限酵素（ＮｄｅＩ、ＳａｌＩ）処理して、常法により、発現用プ
ラスミド（ｐＥＴ２８ａ）に組換えた。
【００４４】
・ＲＲＤ３４の発現
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上記で得た発現用プラスミド（ｐＥＴ２８ａ）を用いて、ヒートショック法により発現
用大腸菌ＢＬ２１（ＤＥ３）を形質転換した。
得られた形質転換体をカナマイシン耐性ＬＢ培地５０ｍｌに植菌し、３７℃でＯＤ６０
０＝０．６まで培養してこれを前培養溶液とした。

ＲＤＨ１発現は、まずカナマイシン耐性ＬＢ培地２５０ｍｌに前培養溶液を５ｍｌ植菌
し、３７℃、２００ｒｐｍでＯＤ６００＝０．５となるまで培養した。ここに１ＭのＩＰ
ＴＧを２５μｌ添加し、さらに３７℃、２００ｒｐｍでＯＤ６００＝１．５まで培養した
。
培養した大腸菌溶液を遠心分離(６０００ｇ、１０ｍｉｎ．、４℃）して集菌した後、
上清を捨ててＲＤＨ緩衝液（１ｍＭ ＥＤＴＡ、５％グリセロール、１％ＣＨＡＰＳ、１
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ｍＭ ＤＴＴ（PIC set I、calbiochem社製）を含む
０．１Ｍリン酸ナトリウム緩衝液、ｐＨ＝７．０）１０ｍｌを加えて懸濁した。これを大
腸菌液とし、−８０℃で凍結保存した。
【００４５】
得られた大腸菌液を水上で融解させ、氷冷しながら超音波破砕して菌体からのタンパク
質抽出をした。これを遠心分離（１５０００ｇ、８ｍｉｎ．、４℃）して、上清をエッペ
ンドルフチューブに移し、さらに遠心分離（１５０００ｇ、８ｍｉｎ．、４℃）して可溶
化画分を得た。この可溶化画分にプロテアーゼインヒビターカクテル（ＰＩＣ ｓｅｔ Ｉ
、calbiochem社製）５０μｌを添加し、Ｈｉｓタグカラム（ＧＥヘルスケア社製）で精製
10

した。
ＳＤＳ−ＰＡＧＥ、Ｈｉｓタグ抗体を用いたウエスタンブロッティングにより、４０ｋ
Ｄａ付近にＲＲＤ３４の発現を確認した。
発現したＲＲＤ３４のアミノ酸配列を配列番号２に示した。
【００４６】
（実施例３）
上記で得られたカルボニル還元酵素溶液（ＲＤＨ１及びＲＲＤ３４）を用いて、種々の
カルボニル化合物について還元反応を行った。還元反応の進行確認は、反応系に加えたＮ
ＡＤＨの減少率を３４０ｎｍの吸光度変化率として測定することで行った。
カルボニル還元酵素溶液４０μｌ、１ｍＭ
ル化合物溶液

４０μｌ、５０ｍＭ

ＮＡＤＨ

リン酸緩衝液Ａ

２０μｌ、１０ｍＭ

カルボニ

１００μｌとを混合し、３０℃で
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５分間インキュベートした。その後、アセトニトリル３００μｌを加えて遠心分離（１０
０００ｇ、１ｍｉｎ．）した。上清の３４０ｎｍにおける吸光度を測定し、カルボニル還
元酵素溶液を加えなかった場合の吸光度を１００とした場合の相対値を算出した。
カルボニル還元酵素としてＲＤＨ１を用いた場合の結果を図３に、ＲＲＤ３４を用いた
場合の結果を図４に示した。
【００４７】
また、カルボニル化合物溶液の代わりにフェニルエタノール溶液を用い、ＮＡＤＨの代
わりにＮＡＤ＋を用いた場合には、３４０ｎｍにおける吸光度変化は認められなかった。
【００４８】
図３及び図４から、本発明のカルボニル還元酵素は、種々のカルボニル化合物を基質と
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して、還元反応を触媒できることが分かる。
また、基質としてアルコールを用いた場合の結果から、本発明のカルボニル還元酵素は
、逆反応である酸化反応を触媒しないことが分かる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明のカルボニル還元酵素ＲＤＨ１の構造（配列番号１及び配列番号３）を示
す図である。
【図２】本発明のカルボニル還元酵素ＲＲＤ３４の構造（配列番号２及び配列番号４）を
示す図である。
【図３】カルボニル還元酵素ＲＤＨ１の種々のカルボニル化合物に対する還元能を示すグ
ラフである。
【図４】カルボニル還元酵素ＲＲＤ３４の種々のカルボニル化合物に対する還元能を示す
グラフである。
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