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(57)【要約】
【課題】熱安定性及び保存安定性に優れ、高い酸化還元
電位を得ることができる変異型ＭｃｏＰ及びそれをコー
ドする核酸、変異型ＭｃｏＰを含む電極材料、カソード
電極並びに燃料電池を提供すること。
【解決手段】（Ａ）配列番号：２において、４７０位の
メチオニン残基が疎水性アミノ酸残基に置換されたアミ
ノ酸配列、又は（Ｂ）配列番号：２に示されるアミノ酸
配列と少なくとも８０％の配列同一性を有するアミノ酸
配列において、配列番号：２の４７０位に対応する位置
のメチオニン残基が疎水性アミノ酸残基に置換されたア
ミノ酸配列を含有し、マルチ銅オキシダーゼ活性を有す
る変異型マルチ銅オキシダーゼ。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
（Ａ）配列番号：２において、４７０位のメチオニン残基が疎水性アミノ酸残基に置換
されたアミノ酸配列、または
（Ｂ）配列番号：２に示されるアミノ酸配列と少なくとも８０％の配列同一性を有するア
ミノ酸配列において、配列番号：２の４７０位に対応する位置のメチオニン残基が疎水性
アミノ酸残基に置換されたアミノ酸配列
を含有し、マルチ銅オキシダーゼ活性を有することを特徴とする変異型マルチ銅オキシダ
ーゼ。
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【請求項２】
請求項１に記載の変異型マルチ銅オキシダーゼをコードする核酸。
【請求項３】
カソード電極に用いられる電極材料であって、請求項１に記載の変異型マルチ銅オキシ
ダーゼを含有することを特徴とする電極材料。
【請求項４】
燃料電池に用いられるカソード電極であって、電極基材と請求項１に記載の変異型マル
チ銅オキシダーゼとを含み、前記電極基材の表面に前記変異型マルチ銅オキシダーゼを有
することを特徴とするカソード電極。
【請求項５】

20

請求項４に記載のカソード電極を有する燃料電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、変異型マルチ銅オキシダーゼに関する。さらに詳しくは、本発明は、電極材
料、カソード電極、燃料電池などに有用な変異型マルチ銅オキシダーゼ、核酸、電極材料
およびカソード電極、ならびに電子機器の電源などに有用な燃料電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
燃料電池は、電気化学反応によって燃料から電子を取り出すので、発熱によるエネルギ
ー損失を招く従来の熱機関発電装置と比べ、高い発電効率で燃料から電気を得ることがで
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きる。燃料電池のなかでも、電極の表面に酸化還元酵素を有する酵素燃料電池は、燃料と
して、例えば、グルコース、エタノールなどの非化石燃料を用いることができる。したが
って、酵素燃料電池は、環境負荷を低減することができ、しかも高い発電効率で電気を得
ることができることから、近年、注目されている。
【０００３】
ところで、ピュロバクルム・アエロフィラム（Ｐｙｒｏｂａｃｕｌｕｍ

ａｅｒｏｐｈ

ｉｌｕｍ）由来のマルチ銅オキシダーゼは、高い熱安定性を有することが報告されている
（例えば、非特許文献１参照）。しかし、ピュロバクテリウム・アエロフィラム由来のマ
ルチ銅オキシダーゼは、酸化還元電位が非常に低いという欠点がある。
【先行技術文献】
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【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】アンドレ・テー・フェルナンデス（Ａｎｄｒｅ

Ｔ．Ｆｅｒｎａｎｄｅ

ｓ）ら、「古細菌ピュロバクルム・アエロフィラム由来のマルチ銅酸化酵素は亜酸化窒素
還元酵素活性を示す（Ｔｈｅ
ｈｅ

ａｒｃｈａｅｏｎ

ｎｉｔｒｏｕｓ

ｍｕｌｔｉｃｏｐｐｅｒ

Ｐｙｒｏｂａｃｕｌｕｍ

ｏｘｉｄｅ

ｒｅｄｕｃｔａｓｅ

ブス・ジャーナル（Ｔｈｅ

ＦＥＢＳ

サンズ・インク（Ｊｏｈｎ

Ｗｉｌｅｙ

７巻、３１７６−３１８９頁

ｏｘｉｄａｓｅ

ｆｒｏｍ

ａｅｒｏｐｈｉｌｕｍ

ｔ

ｓｈｏｗｓ

ａｃｔｉｖｉｔｙ）」、ザ・フェ

Ｊｏｕｒｎａｌ）、ジョン・ウィリー・アンド・
＆

Ｓｏｎｓ，Ｉｎｃ．）、２０１０年、２７
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明は、前記従来技術に鑑みてなされたものであり、高い酸化還元電位を有し、熱安
定性および保存安定性に優れた変異型マルチ銅オキシダーゼ、当該変異型マルチ銅オキシ
ダーゼを工業的に生産することができる核酸、高い酸化還元電位を有し、熱安定性および
保存安定性に優れた電極材料およびカソード電極、ならびに高い電池電圧を有し、熱安定
性および保存安定性に優れた燃料電池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】
【０００６】
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本発明の要旨は、
（１）（Ａ）配列番号：２において、４７０位のメチオニン残基が疎水性アミノ酸残基に
置換されたアミノ酸配列、または
（Ｂ）配列番号：２に示されるアミノ酸配列と少なくとも８０％の配列同一性を有するア
ミノ酸配列において、配列番号：２の４７０位に対応する位置のメチオニン残基が疎水性
アミノ酸残基に置換されたアミノ酸配列
を含有し、マルチ銅オキシダーゼ活性を有することを特徴とする変異型マルチ銅オキシダ
ーゼ、
（２）前記（１）に記載の変異型マルチ銅オキシダーゼをコードする核酸、
（３）カソード電極に用いられる電極材料であって、前記（１）に記載の変異型マルチ銅
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オキシダーゼを含有することを特徴とする電極材料、
（４）燃料電池に用いられるカソード電極であって、電極基材と前記（１）に記載の変異
型マルチ銅オキシダーゼとを含み、前記電極基材の表面に前記変異型マルチ銅オキシダー
ゼを有することを特徴とするカソード電極、および
（５）前記（４）に記載のカソード電極を有する燃料電池
に関する。
【発明の効果】
【０００７】
本発明によれば、高い酸化還元電位を有し、熱安定性および保存安定性に優れた変異型
マルチ銅オキシダーゼ、当該変異型マルチ銅オキシダーゼを工業的に生産することができ
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る核酸、高い酸化還元電位を有し、熱安定性および保存安定性に優れた電極材料およびカ
ソード電極、ならびに高い電池電圧を有し、熱安定性および保存安定性に優れた燃料電池
を提供される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の燃料電池の一実施態様を示す概略説明図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
１．変異型マルチ銅オキシダーゼおよびそれをコードする核酸
本発明の変異型マルチ銅オキシダーゼは、（Ａ）配列番号：２において、４７０位のメ
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チオニン残基が疎水性アミノ酸残基に置換されたアミノ酸配列〔以下、「アミノ酸配列（
Ａ）」という〕、または
（Ｂ）配列番号：２に示されるアミノ酸配列と少なくとも８０％の配列同一性を有するア
ミノ酸配列において、配列番号：２の４７０位に対応する位置のメチオニン残基が疎水性
アミノ酸残基に置換されたアミノ酸配列〔以下、「アミノ酸配列（Ｂ）」という〕
を含有し、マルチ銅オキシダーゼ活性を有することを特徴とする。
【００１０】
本発明の変異型マルチ銅オキシダーゼは、アミノ酸配列（Ａ）またはアミノ酸配列（Ｂ
）を含有しているので、高い酸化還元電位を有し、熱安定性および保存安定性に優れる。
したがって、本発明の変異型マルチ銅オキシダーゼは、燃料電池のカソード電極の電極材
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料などの用途に好適に使用することができる。
【００１１】
本発明の変異型マルチ銅オキシダーゼは、酸素分子を４電子還元し、２分子の水分子を
生成する活性を有する。また、本発明の変異型マルチ銅オキシダーゼは、電子供与体から
電子を受容する部位と、電子受容体に電子を供与する部位とを異なる位置に有しているの
で、電子供与体からの電子の受容と、電子受容体への電子の供与とを並行することができ
る。したがって、本発明の変異型マルチ銅オキシダーゼによれば、例えば、酸素分子の還
元反応などを高い効率で触媒することができる。
【００１２】
アミノ酸配列（Ａ）は、配列番号：２において、４７０位のメチオニン残基が疎水性ア
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ミノ酸残基に置換されたアミノ酸配列である。アミノ酸配列（Ａ）を含有するポリペプチ
ドは、配列番号：２に示されるアミノ酸配列からなるポリペプチドよりも高い酸化還元電
位を有し、しかも当該ポリペプチドと同等以上の熱安定性および保存安定性を有する。
【００１３】
配列番号：２に示されるアミノ酸配列は、野生型マルチ銅オキシダーゼのアミノ酸配列
である。野生型マルチ銅オキシダーゼは、配列番号：２に示されるアミノ酸配列を有する
ものであれば、いかなる生物種由来の野生型マルチ銅オキシダーゼであってもよい。野生
型マルチ銅オキシダーゼの生物種としては、例えば、ピュロバクルム・アエロフィラムな
どが挙げられるが、本発明は、かかる例示のみに限定されるものではない。
【００１４】
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疎水性アミノ酸残基は、天然アミノ酸残基であってもよく、非天然アミノ酸残基であっ
てもよい。疎水性アミノ酸残基は、酸化還元電位を向上させる観点から、変異型マルチ銅
オキシダーゼの立体構造において、当該疎水性アミノ酸残基の側鎖とＴ１銅との間に水分
子が入り込まない距離をとるアミノ酸残基であることが好ましい。疎水性アミノ酸残基の
側鎖とＴ１銅との間の距離は、酸化還元電位を向上させる観点から、好ましくは０．５ｎ
ｍ以下、より好ましくは０．３５ｎｍ以下、より好ましくは０．３ｎｍ以下である。疎水
性アミノ酸残基の側鎖とＴ１銅との間の距離の下限は、変異型マルチオキシダーゼの用途
などによって異なるので一概には決定することができないことから、変異型マルチオキシ
ダーゼの用途などに応じて決定することが好ましい。
【００１５】
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疎水性アミノ酸残基としては、例えば、式（Ｉ）：
【００１６】
【化１】

40
【００１７】
（式中、Ｒ1およびＲ2はそれぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、炭素数１〜４のアル
キル基または炭素数７〜１２のアラルキル基を示し、Ｒ1およびＲ2の両方が水素原子であ
る場合を除く）
で表わされるアミノ酸残基などが挙げられるが、本発明は、かかる例示のみに限定される
ものではない。
【００１８】
式（Ｉ）で表わされるアミノ酸残基において、Ｒ1およびＲ2は、それぞれ独立して、水
素原子、ハロゲン原子、炭素数１〜４のアルキル基または炭素数７〜１２のアラルキル基
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である。ただし、式（Ｉ）で表わされるアミノ酸残基において、Ｒ1およびＲ2の両方が水
素原子である場合が除かれる。ハロゲン原子としては、例えば、フッ素原子、塩素原子、
臭素原子、ヨウ素原子などが挙げられるが、本発明は、かかる例示のみに限定されるもの
ではない。炭素数１〜４のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、ｎ−プロ
ピル基、イソプロピル基、ｎ−ブチル基、イソブチル基、ｔｅｒｔ−ブチル基などが挙げ
られるが、本発明は、かかる例示のみに限定されるものではない。炭素数７〜１２のアラ
ルキル基としては、例えば、ベンジル基、フェニルエチル基などが挙げられるが、本発明
は、かかる例示のみに限定されるものではない。
【００１９】
式（Ｉ）で表わされるアミノ酸残基のなかでは、高い酸化還元電位を確保するとともに
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変異型マルチ銅オキシダーゼの比活性を向上させる観点から、Ｒ1およびＲ2がそれぞれ独
立して炭素数１〜４のアルキル基であるアミノ酸残基およびＲ1が炭素数１〜４のアルキ
ル基または炭素数７〜１２のアラルキル基であり、Ｒ2が水素原子であるアミノ酸残基が
好ましく、Ｒ1およびＲ2がいずれもメチル基であるバリン残基、Ｒ1がイソプロピル基で
あり、Ｒ2が水素原子であるロイシン残基、Ｒ1がエチル基であり、Ｒ2がメチル基である
イソロイシン残基、Ｒ1がベンジル基であり、Ｒ2が水素原子であるフェニルアラニン残基
がより好ましく、ロイシン残基およびフェニルアラニン残基がさらに好ましい。
【００２０】
アミノ酸配列（Ｂ）は、配列番号：２に示されるアミノ酸配列と少なくとも８０％の配
列同一性を有するアミノ酸配列において、配列番号：２の４７０位に対応する位置のメチ
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オニン残基が疎水性アミノ酸残基に置換されたアミノ酸配列である。アミノ酸配列（Ｂ）
を含有するポリペプチドは、配列番号：２に示されるアミノ酸配列からなるポリペプチド
よりも高い酸化還元電位を有し、しかも当該ポリペプチドと同等以上の熱安定性および保
存安定性を有する。
【００２１】
配列番号：２に示されるアミノ酸配列との間の配列同一性は、高い酸化還元電位および
高い熱安定性を確保する観点から、少なくとも８０％、好ましくは９０％以上、より好ま
しくは９５％以上、さらに好ましくは９８％以上、より一層好ましくは９９％以上であり
、その上限は１００％である。なお、本明細書において、「配列同一性」は、ベーシック
ローカルアラインメントサーチツール（ＢＬＡＳＴ）アルゴリズムに基づくプロテイン−
プロテインブラスト（Ｐｒｏｔｅｉｎ−Ｐｒｏｔｅｉｎ
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ＢＬＡＳＴ）をデフォルト値の

パラメータで用い、配列番号：２に示されるアミノ酸配列（参照配列）に対して、評価対
象のアミノ酸配列（クエリー配列）をアラインメントして算出された値をいう。
【００２２】
配列番号：２の４７０位に対応する位置のメチオニン残基は、配列番号：２に対して、
アルゴリズムに基づくＰｒｏｔｅｉｎ−Ｐｒｏｔｅｉｎ

ＢＬＡＳＴをデフォルト値で用

いてアライメントされたアミノ酸配列において、配列番号：２の４７０位と同じ列に位置
するメチオニン残基である。
【００２３】
アミノ酸配列（Ｂ）に用いられる疎水性アミノ酸残基は、アミノ酸配列（Ａ）に用いら
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れる疎水性アミノ酸残基と同様である。
【００２４】
アミノ酸配列（Ｂ）は、変異型マルチ銅オキシダーゼの工業生産性を高める観点から、
配列番号：２のアミノ末端側の配列の一部が、タグを含むアミノ酸配列（以下、「タグ配
列」ともいう）またはシグナルペプチドのアミノ酸配列（以下、「シグナル配列」という
）と置換されていてもよい。タグとしては、例えば、Ｈｉｓタグ、ＨＡタグ、ｍｙｃタグ
、Ｖ５タグ、ＧＳＴタグ、ＭＢＰタグなどが挙げられるが、本発明は、かかる例示のみに
限定されるものではない。タグ配列は、本発明の目的を妨げない範囲で、他のアミノ酸配
列を含有することができる。タグ配列としては、例えば、配列番号：５に示されるアミノ
酸配列などが挙げられるが、本発明は、かかる例示のみに限定されるものはない。シグナ
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ル配列としては、例えば、ＯｍｐＡシグナル配列などが挙げられるが、本発明は、かかる
例示のみに限定されるものではない。配列番号：２のアミノ末端側の配列の一部は、配列
番号：２に示されるアミノ酸配列からなるポリペプチドよりも高い酸化還元電位を確保す
るとともに当該ポリペプチドと同等以上の熱安定性および保存安定性を確保する観点から
、好ましくは配列番号：２の１〜６０位からなるアミノ酸配列、好ましくは配列番号：２
の１〜５０位からなるアミノ酸配列、より好ましくは配列番号：２の１〜２９位からなる
アミノ酸配列である。
【００２５】
アミノ酸配列（Ｂ）は、配列番号：２に示されるアミノ酸配列からなるポリペプチドと
同等以上の熱安定性を確保する観点から、熱安定性の発現に寄与するアミノ酸残基を有す
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ることが好ましい。熱安定性の発現に寄与するアミノ酸残基としては、例えば、配列番号
：２の２３０位のロイシン残基に対応するアミノ酸残基、配列番号：２の２６５位のフェ
ニルアラニン残基に対応するアミノ酸残基、配列番号：２の２９０位のフェニルアラニン
残基に対応するアミノ酸残基、配列番号：２の３９０位のプロリン残基に対応するアミノ
酸残基、配列番号：２の４０９位のプロリン残基に対応するアミノ酸残基、配列番号：２
の４１２位のバリン残基に対応するアミノ酸残基、配列番号：２の４１５位のロイシン残
基に対応するアミノ酸残基、配列番号：２の４２３位のロイシン残基に対応するアミノ酸
残基、配列番号：２の４３４位のロイシン残基に対応するアミノ酸残基、配列番号：２の
４３６位のトリプトファン残基に対応するアミノ酸残基などが挙げられるが、本発明は、
かかる例示のみに限定されるものではない。これらのアミノ酸残基のなかでは、高い熱安
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定性を発現させる観点から、配列番号：２の２３０位のロイシン残基に対応するアミノ酸
残基、配列番号：２の２６５位のフェニルアラニン残基に対応するアミノ酸残基、配列番
号：２の２９０位のフェニルアラニン残基に対応するアミノ酸残基、配列番号：２の３９
０位のプロリン残基に対応するアミノ酸残基、配列番号：２の４０９位のプロリン残基に
対応するアミノ酸残基、配列番号：２の４１２位のバリン残基に対応するアミノ酸残基、
配列番号：２の４１５位のロイシン残基に対応するアミノ酸残基、配列番号：２の４２３
位のロイシン残基に対応するアミノ酸残基、配列番号：２の４３４位のロイシン残基に対
応するアミノ酸残基および配列番号：２の４３６位のトリプトファン残基に対応するアミ
ノ酸残基が好ましい。
【００２６】
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アミノ酸配列（Ｂ）は、本発明の目的を妨げない範囲で、配列番号：２に示されるアミ
ノ酸配列に対して、アミノ酸残基の保存的置換を有していてもよい。アミノ酸残基の保存
的置換としては、例えば、特定のアミノ酸残基と、親水性、疎水性、電荷、ｐＫａ、立体
構造上における特徴などの点で当該特定のアミノ酸残基に類似した機能を発揮するアミノ
酸残基との置換などが挙げられるが、本発明は、かかる例示のみに限定されるものではな
い。保存的置換の具体例としては、以下のアミノ酸残基群（１）〜（６）のいずれかに属
する１つのアミノ酸残基を同じアミノ酸残基群に属する他のアミノ酸残基に置換すること
などが挙げられるが、本発明は、かかる例示のみに限定されるものではない。
アミノ酸残基群（１）：グリシン残基およびアラニン残基
アミノ酸残基群（２）：バリン残基、イソロイシン残基およびロイシン残基
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アミノ酸残基群（３）：アスパラギン酸残基、グルタミン酸残基、アスパラギン残基お
よびグルタミン残基
アミノ酸残基群（４）：セリン残基およびスレオニン残基
アミノ酸残基群（５）：リジン残基およびアルギニン残基
アミノ酸残基群（６）：フェニルアラニン残基およびチロシン残基
【００２７】
アミノ酸配列（Ｂ）は、本発明の目的を妨げない範囲で、配列番号：２において、１ま
たは数個のアミノ酸残基の置換、欠失、挿入または付加を有することができる。なお、置
換、欠失、挿入または付加される対象のアミノ酸残基は、配列番号：２に示されるアミノ
酸配列と少なくとも８０％の配列同一性を有するアミノ酸配列における配列番号：２の４
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７０位に対応する位置のメチオニン残基および熱安定性の発現に寄与するアミノ酸残基以
外のアミノ酸残基である。
【００２８】
置換、欠失、挿入または付加されるアミノ酸残基の個数は、配列番号：２に示されるア
ミノ酸配列からなるポリペプチドと同等以上の熱安定性および保存安定性を有するポリペ
プチドが得られる範囲の個数である。なお、本明細書において、「１または数個」とは、
１〜２０個、好ましくは１〜１５個、さらに好ましくは１〜１０個、より好ましくは１〜
３個、より一層好ましくは１または２個をいう。
【００２９】
変異型マルチ銅オキシダーゼのマルチ銅オキシダーゼ活性は、２，２

−アジノビス（
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３−エチルベンゾチアゾリン−６−スルホン酸アンモニウム）と変異型マルチ銅オキシダ
ーゼと０．１Ｍ酢酸ナトリウム緩衝液（ｐＨ３）とを含む反応液の波長４２０ｎｍにおけ
る吸光度の変化を測定し、１分間に１μｍｏｌの２，２

−アジノビス（３−エチルベン

ゾチアゾリン−６−スルホン酸アンモニウム）を酸化する変異型マルチ銅オキシダーゼの
量を求めることによって得られる。
【００３０】
本発明の変異型マルチ銅オキシダーゼは、本発明の変異型マルチ銅オキシダーゼをコー
ドする核酸（以下、「本発明の核酸」という）を用いて当該核酸にコードされた変異型マ
ルチ銅オキシダーゼを発現させることなどによって製造することができる。本発明の核酸
は、本発明の変異型マルチ銅オキシダーゼをコードしているので、本発明の変異型マルチ
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銅オキシダーゼの工業的生産に用いることができる。
【００３１】
核酸の種類としては、例えば、ＤＮＡ、ｍＲＮＡなどが挙げられるが、本発明は、かか
る例示のみに限定されるものではない。
【００３２】
本発明の核酸は、例えば、配列番号：２に示されるアミノ酸配列からなるポリペプチド
をコードする核酸に対して、配列番号：２の４７０位のメチオニン残基のコドンを疎水性
アミノ酸残基のコドンに置換する部位特異的変異を導入すること、配列番号：２に示され
るアミノ酸配列と少なくとも８０％の配列同一性を有するアミノ酸配列からなるポリペプ
チドをコードする核酸に対して、配列番号：２の４７０位に対応する位置のメチオニン残
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基のコドンを疎水性アミノ酸残基のコドンに置換する部位特異的変異を導入することなど
によって得ることができる。
【００３３】
核酸への部位特異的変異の導入方法としては、例えば、変異導入用のプライマー対を用
いるＰＣＲ法などが挙げられるが、本発明は、かかる例示のみに限定されるものではない
。
【００３４】
変異導入用のプライマー対としては、例えば、配列番号：１において、配列番号：２の
４７０位のメチオニン残基のコドンが疎水性アミノ酸残基のコドンに置換された塩基配列
を含有するプライマーを含むプライマー対；配列番号：２に示されるアミノ酸配列と少な
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くとも８０％の配列同一性を有するアミノ酸配列からなるポリペプチドをコードする塩基
配列において、配列番号：２の４７０位に対応する位置のメチオニン残基のコドンが疎水
性アミノ酸残基のコドンに置換された塩基配列を含有するプライマーを含むプライマー対
などが挙げられるが、本発明は、かかる例示のみに限定されるものではない。
【００３５】
疎水性アミノ酸残基が天然アミノ酸残基である場合に用いられるプライマー対の具体例
としては、配列番号：１において、配列番号：２の４７０位のメチオニン残基のコドンが
当該天然アミノ酸残基のコドンに置換された塩基配列からなるプライマーを含むプライマ
ー対、より具体的には、配列番号：３に示される塩基配列からなるプライマーと配列番号
：４に示される塩基配列からなるプライマーとを含むプライマー対、配列番号：６に示さ
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れる塩基配列からなるプライマーと配列番号：４に示される塩基配列からなるプライマー
とを含むプライマー対などが挙げられるが、本発明は、かかる例示のみに限定されるもの
ではない。
【００３６】
疎水性アミノ酸残基が非天然アミノ酸残基である場合に用いられるプライマーの具体例
としては、配列番号：１において、配列番号：２の４７０位のメチオニン残基のコドンが
アンバーコドンまたは４塩基コドンに置換された塩基配列からなるプライマーなどが挙げ
られるが、本発明は、かかる例示のみに限定されるものではない。
【００３７】
疎水性アミノ酸残基が天然アミノ酸残基である場合、本発明の変異型マルチ銅オキシダ
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ーゼは、例えば、
（Ｉ）本発明の核酸を宿主細胞に導入して変異型マルチ銅オキシダーゼ発現細胞を得る工
程、
（ＩＩ）工程（Ｉ）で得られた変異型マルチ銅オキシダーゼ発現細胞を培養して培養物を
得る工程、および
（ＩＩＩ）工程（ＩＩ）で得られた培養物から変異型マルチ銅オキシダーゼを単離する工
程
を含む方法などによって製造することができる。
【００３８】
工程（Ｉ）では、本発明の核酸を宿主細胞に導入して変異型マルチ銅オキシダーゼ発現
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細胞を得る。
【００３９】
宿主細胞への本発明の核酸の導入は、例えば、本発明の核酸を含む遺伝子導入用担体を
用いて宿主細胞を形質転換することなどによって行なうことができる。
【００４０】
宿主細胞としては、例えば、大腸菌などの細菌、昆虫細胞、酵母、植物細胞、動物細胞
などが挙げられるが、本発明は、かかる例示のみに限定されるものではない。これらのな
かでは、変異型マルチ銅オキシダーゼの工業生産性を向上させる観点から、好ましくは細
菌、より好ましくは大腸菌である。大腸菌としては、例えば、大腸菌ＢＬ２１−ＲＩＬＰ
などが挙げられるが、本発明は、かかる例示のみに限定されるものではない。
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【００４１】
遺伝子導入用担体は、変異型マルチ銅オキシダーゼを細胞内に蓄積させるものであって
もよく、変異型マルチ銅オキシダーゼを細胞外に分泌させるものであってもよい。遺伝子
導入用担体は、生物担体であってもよく、非生物担体であってもよい。生物担体としては
、例えば、プラスミドベクター、ファージベクター、ウイルスベクターなどのベクターな
どが挙げられるが、本発明は、かかる例示のみに限定されるものではない。また、非生物
担体としては、例えば、金粒子、デキストラン、リポソームなどが挙げられるが、本発明
は、かかる例示のみに限定されるものではない。これらの遺伝子導入用担体は、用いられ
る宿主細胞に応じて、適宜選択することができる。例えば、宿主細胞が大腸菌である場合
、遺伝子導入用担体として、プラスミドベクターまたはファージベクターを用いることが
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できる。宿主細胞が大腸菌ＢＬ２１−ＲＩＬＰである場合、ｐＥＴ系プラスミドベクター
を用いることができる。この場合、変異型マルチ銅オキシダーゼを過剰発現させることが
でき、しかも変異型マルチ銅オキシダーゼを容易に精製することができる。
【００４２】
ベクターは、変異型マルチ銅オキシダーゼの精製を容易にするためのエレメント、例え
ば、タグ配列に対応する塩基配列またはシグナル配列に対応する塩基配列を有していても
よい。
【００４３】
遺伝子導入用担体が、ベクターである場合、当該遺伝子導入用担体は、ベクターのクロ
ーニングサイトに本発明の核酸を挿入し、ベクターが有するプロモーターに作動可能に連
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結させることによって作製することができる。なお、本明細書において、「作動可能に連
結」とは、核酸にコードされたポリペプチドが、プロモーターなどのエレメントによる制
御下に当該ポリペプチドの生物学的活性を示す状態で発現するようにエレメントに連結さ
れていることを意味する。
【００４４】
遺伝子導入用担体が、非生物担体である場合、当該遺伝子導入用担体は、必要に応じて
、本発明の核酸をプロモーターに作動可能に連結させて得られた核酸構築物を、当該非生
物担体に担持させることによって作製することができる。核酸構築物は、複製開始起点、
ターミネーターなどの遺伝子の発現に必要なエレメントを含有していてもよい。
【００４５】
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形質転換法としては、例えば、エレクトロポレーション法、リン酸カルシウム法、酢酸
リチウム法、スフェロプラスト法、ＤＥＡＥ−デキストラン法、パーティクルガン法など
が挙げられるが、本発明は、かかる例示のみに限定されるものではない。形質転換法は、
遺伝子導入用担体の種類、宿主細胞の種類などによって異なるので一概には決定すること
ができないことから、遺伝子導入用担体の種類、宿主細胞の種類などに応じて決定するこ
とが好ましい。
【００４６】
工程（ＩＩ）では、工程（Ｉ）で得られた変異型マルチ銅オキシダーゼ発現細胞を培養
して培養物を得る。
【００４７】
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変異型マルチ銅オキシダーゼ発現細胞の培養条件は、遺伝子導入用担体の種類、宿主細
胞の種類などによって異なるので一概には決定することができないことから、遺伝子導入
用担体の種類、宿主細胞の種類などに応じて決定することが好ましい。遺伝子導入用担体
において、本発明の核酸がプロモーターに作動可能に連結されている場合、変異型マルチ
銅オキシダーゼ発現細胞の培養条件として、プロモーターの種類に応じた発現誘導条件を
用いることができる。
【００４８】
工程（ＩＩＩ）では、工程（ＩＩ）で得られた培養物から変異型マルチ銅オキシダーゼ
を単離する。
【００４９】
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遺伝子導入用担体が変異型マルチ銅オキシダーゼを細胞内に蓄積させるものである場合
、工程（ＩＩＩ）において、培養物を遠心分離などに供して変異型マルチ銅オキシダーゼ
発現細胞を回収し、変異型マルチ銅オキシダーゼ発現細胞から変異型マルチ銅オキシダー
ゼを単離することができる。変異型マルチ銅オキシダーゼ発現細胞からの変異型マルチ銅
オキシダーゼの単離は、例えば、変異型マルチ銅オキシダーゼ発現細胞を超音波破砕法、
溶菌法、凍結破砕法などによって破砕し、得られた細胞抽出液を遠心分離、超遠心分離、
限外濾過、塩析、透析、イオン交換カラムクロマトグラフィー、吸着カラムクロマトグラ
フィー、アフィニティークロマトグラフィー、ゲル濾過カラムクロマトグラフィーなどに
供することなどによって行なうことができる。
【００５０】
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遺伝子導入用担体が変異型マルチ銅オキシダーゼを細胞外に分泌させるものである場合
、培養物を遠心分離、濾過などに供して培養上清を回収し、培養上清から変異型マルチ銅
オキシダーゼを単離することができる。
【００５１】
なお、疎水性アミノ酸残基が非天然アミノ酸残基である場合、本発明の変異型マルチ銅
オキシダーゼの製造方法の具体例としては、配列番号：１に示される塩基配列において、
４７０位のメチオニン残基に対応する部位のコドンがアンバーコドンまたは４塩基コドン
に置換された塩基配列からなるＤＮＡを保持する組換ベクターと、当該非天然アミノ酸残
基を有する非天然アミノ酸−ｔＲＮＡとを用い、無細胞翻訳系でタンパク質合成を行なう
工程を含む方法などが挙げられるが、本発明は、かかる例示のみに限定されるものではな
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い。
【００５２】
以上説明したように、本発明の変異型マルチ銅オキシダーゼは、アミノ酸配列（Ａ）ま
たはアミノ酸配列（Ｂ）を含有し、マルチ銅オキシダーゼ活性を有しているので、高い酸
化還元電位を有し、しかも熱安定性および保存安定性に優れる。また、本発明の核酸によ
れば、本発明のマルチ銅オキシダーゼをコードしているので、本発明の変異型マルチ銅オ
キシダーゼを工業的に生産することができる。したがって、本発明の変異型マルチ銅オキ
シダーゼおよび本発明の核酸は、電極材料、カソード電極、燃料電池などの開発および製
造に用いられることが期待されるものである。
【００５３】

10

２．電極材料
本発明の電極材料は、カソード電極に用いられる電極材料であって、本発明の変異型マ
ルチ銅オキシダーゼを含有することを特徴とする。本発明の電極材料は、本発明の変異型
マルチ銅オキシダーゼを含有しているので、高い酸化還元電位を有し、熱安定性および保
存安定性に優れる。したがって、本発明の電極材料によれば、熱安定性および保存安定性
に優れ、高い電池電圧を有する燃料電池を得ることができる。
【００５４】
本発明の電極材料における変異型マルチ銅オキシダーゼの含有率は、本発明の電極材料
の用途、本発明の変異型マルチ銅オキシダーゼの種類などによって異なるので一概には決
定することができないことから、本発明の電極材料の用途、本発明の変異型マルチ銅オキ
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シダーゼの種類などに応じて決定することが好ましい。本発明の電極材料における変異型
マルチ銅オキシダーゼの含有率の一例として、０．１〜１００質量％などが挙げられるが
、本発明は、かかる例示のみに限定されるものではない。
【００５５】
本発明の電極材料は、本発明の変異型マルチ銅オキシダーゼの他に、必要により、導電
助剤、バインダー、溶媒、分散媒などをさらに含有することができる。
【００５６】
導電助剤としては、例えば、炭素材料、金属材料などが挙げられるが、本発明は、かか
る例示のみに限定されるものではない。炭素材料としては、例えば、単層カーボンナノチ
ューブ、多層カーボンナノチューブなどのカーボンナノチューブ；黒鉛；アセチレンブラ

30

ック、ケッチェンブラックなどのカーボンブラック；炭素繊維；フッ化カーボンなどが挙
げられるが、本発明は、かかる例示のみに限定されるものではない。金属材料としては、
例えば、金属、導電性金属酸化物などの粉末；金属、導電性金属酸化物などの繊維などが
挙げられるが、本発明は、かかる例示のみに限定されるものではない。金属としては、例
えば、ニッケル、パラジウム、金、白金、銀、銅などが挙げられるが、本発明は、かかる
例示のみに限定されるものではない。導電性金属酸化物としては、例えば、酸化亜鉛、酸
化チタンなどが挙げられるが、本発明は、かかる例示のみに限定されるものではない。こ
れらの導電助剤のなかでは、導電効率を向上させる観点から、カーボンナノチューブが好
ましく、多層カーボンナノチューブがより好ましい。導電助剤としてカーボンナノチュー
ブを用いる場合、カーボンナノチューブの表面への本発明の変異型マルチ銅オキシダーゼ

40

の吸着量を向上させ、電流密度を向上させる観点から、カーボンナノチューブは、１−ピ
レン−カルボン酸などの分散媒にカーボンナノチューブを分散させた分散液として用いる
ことが好ましい。カーボンナノチューブの直径の一例として、１〜２００ｎｍなどが挙げ
られるが、本発明は、かかる例示のみに限定されるものではない。カーボンナノチューブ
の長さの一例として、０．００５〜１０００μｍなどが挙げられるが、本発明は、かかる
例示のみに限定されるものではない。
【００５７】
バインダーとしては、例えば、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチ
ルセルロース、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリフッ
化ビニリデン、テトラフルオロエチレン−ヘキサフルオロエチレン共重合体、テトラフル
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オロエチレン−ヘキサフルオロプロピレン共重合体、テトラフルオロエチレン−パーフル
オロアルキルビニルエーテル共重合体、フッ化ビニリデン−ヘキサフルオロプロピレン共
重合体、フッ化ビニリデン−クロロトリフルオロエチレン共重合体、エチレン−テトラフ
ルオロエチレン共重合体、ポリクロロトリフルオロエチレン、フッ化ビニリデン−ペンタ
フルオロプロピレン共重合体、プロピレン−テトラフルオロエチレン共重合体、エチレン
−クロロトリフルオロエチレン共重合体、フッ化ビニリデン−ヘキサフルオロプロピレン
−テトラフルオロエチレン共重合体、フッ化ビニリデン−パーフルオロメチルビニルエー
テル−テトラフルオロエチレン共重合体などが挙げられるが、本発明は、かかる例示のみ
に限定されるものではない。これらのバインダーは、それぞれ単独で用いてもよく、２種
類以上を併用してもよい。

10

【００５８】
本発明の電極材料における導電助剤およびバインダーの各含有率は、本発明の電極材料
の用途などによって異なるので一概には決定することができないことから、本発明の電極
材料の用途などに応じて決定することが好ましい。本発明の電極材料における導電助剤の
含有率の一例として、０〜５０質量％などが挙げられるが、本発明は、かかる例示のみに
限定されるものではない。本発明の電極材料におけるバインダーの含有率の一例として、
０〜２０質量％などが挙げられるが、本発明は、かかる例示のみに限定されるものではな
い。
【００５９】
溶媒としては、例えば、エタノール、Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド、Ｎ−メチルピロ
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リドンなどが挙げられるが、本発明は、かかる例示のみに限定されるものではない。分散
媒としては、例えば、精製水、エタノール、Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド、Ｎ−メチル
ピロリドンなどが挙げられるが、本発明は、かかる例示のみに限定されるものではない。
本発明の電極材料における溶媒または分散媒の含有率は、本発明の電極材料の用途などに
よって異なるので一概には決定することができないことから、本発明の電極材料の用途な
どに応じて決定することが好ましい。本発明の電極材料における溶媒または分散媒の含有
率の一例として、０〜５０質量％などが挙げられるが、本発明は、かかる例示のみに限定
されるものではない。
【００６０】
本発明の電極材料は、例えば、変異型マルチ銅オキシダーゼを、必要により、導電助剤
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、バインダー、溶媒、分散媒などと混合することなどによって製造することができる。本
発明の電極材料においては、変異型マルチ銅オキシダーゼを導電助剤に担持させてもよい
。
【００６１】
以上説明したように、本発明の電極材料は、本発明の変異型マルチ銅オキシダーゼを含
有しているので、高い酸化還元電位を有し、熱安定性および保存安定性に優れる。したが
って、本発明の電気材料は、カソード電極、燃料電池などの開発および製造に用いられる
ことが期待されるものである。
【００６２】
３．カソード電極および燃料電池
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本発明のカソード電極は、燃料電池に用いられるカソード電極であって、電極基材と本
発明の変異型マルチ銅オキシダーゼとを含み、電極基材の表面に変異型マルチ銅オキシダ
ーゼを有することを特徴とする。本発明のカソード電極は、電極基材の表面に本発明の変
異型マルチ銅オキシダーゼを有しているので、高い酸化還元電位を有し、熱安定性および
保存安定性に優れる。したがって、本発明のカソード電極によれば、高い電池電圧を有し
、熱安定性および保存安定性に優れた燃料電池を得ることができる。
【００６３】
また、本発明の燃料電池は、本発明のカソード電極を有する。したがって、本発明の燃
料電池は、高い電池電圧を有し、熱安定性および保存安定性に優れる。本発明の燃料電池
は、メディエータ型燃料電池であってもよく、直接電子移動型燃料電池であってもよい。
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【００６４】
以下、本発明の燃料電池を図面に基づいて説明する。図１は、本発明の燃料電池の一実
施態様を示す概略説明図である。
【００６５】
燃料電池１は、電池ケース２と、カソード電極３と、アノード電極４と、カソード電極
３およびアノード電極４を隔離するセパレータ５とを備えている。
【００６６】
電池ケース２は、カソード電極３と、アノード電極４と、セパレータ５とを収容する。
電池ケース２の内部は、セパレータ５により、カソード側の還元反応槽６と、アノード側
の酸化反応槽９とに区画されている。電池ケース２を構成する材料、電池ケース２の形状
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および大きさは、燃料電池の用途などによって異なるので一概には決定することができな
いことから、燃料電池の用途などに応じて決定することが好ましい。
【００６７】
カソード電極３は、電極基材３ａと、電極基材３ａの表面に形成された酵素層３ｂとを
備えている。カソード電極３では、酸素を還元して水分子を生成する反応が行なわれる。
【００６８】
電極基材３ａに用いられる基材としては、例えば、グラッシーカーボン、カーボンクロ
ス、カーボンフェルト、カーボンペーパー、グラファイトなどの炭素材料からなる電極基
材；アルミニウム、ニッケル、パラジウム、金、白金、銀、銅などの金属からなる電極基
材、酸化スズ、酸化インジウム、酸化タングステン、二酸化チタンなどの導電性金属酸化
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物からなる電極基材など挙げられるが、本発明は、かかる例示のみに限定されるものでは
ない。電極基材３ａの具体例としては、例えば、グラッシーカーボン電極などが挙げられ
るが、本発明は、かかる例示のみに限定されるものではない。
【００６９】
酵素層３ｂは、本発明の変異型マルチ銅オキシダーゼを含有している。酵素層３ｂの厚
さおよび酵素層３ｂにおける変異型マルチ銅オキシダーゼの含有率は、本発明の燃料電池
の用途などによって異なるので一概には決定することができないことから、本発明の燃料
電池の用途などに応じて決定することが好ましい。酵素層３ｂの厚さの一例として、３〜
１００ｎｍなどが挙げられるが、本発明は、かかる例示のみに限定されるものではない。
酵素層３ｂにおける変異型マルチ銅オキシダーゼの含有率の一例として、０．１〜１００
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質量％などが挙げられるが、本発明は、かかる例示のみに限定されるものではない。
【００７０】
カソード電極３は、例えば、電極基材３ａの表面に酵素層３ｂを形成させることなどに
よって製造することができる。電極基材３ａにおける酵素層３ｂの形成方法としては、例
えば、本発明の電極材料を電極基材３ａの表面に塗布し、乾燥させる方法、物理的吸着、
イオン結合、共有結合などによって本発明の変異型マルチ銅オキシダーゼを電極基材３ａ
の表面に固定する方法などが挙げられるが、本発明は、かかる例示のみに限定されるもの
ではない。
【００７１】
アノード電極４は、電極基材４ａと、電極基材４ａの表面に形成された燃料酸化層４ｂ
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とを含む。アノード電極４では、燃料を酸化し、電子とプロトンとを生じる燃料酸化反応
が行なわれる。
【００７２】
燃料を構成する燃料成分としては、例えば、グルコース、ガラクトース、フルクトース
などの単糖；ラクトース、スクロース、マルトース、デンプン、アミロース、アミロペク
チン、グリコーゲンなどの多糖；メタノール、エタノールなどのアルコール；水素ガス
；プロリン、ヒドロキシプロリンなどのアミノ酸などが挙げられるが、本発明は、かかる
例示のみに限定されるものではない。燃料における燃料成分の含有率は、燃料成分の種類
などによって異なるので一概には決定することができないことから、燃料成分の種類など
に応じて決定することが好ましい。燃料における燃料成分の含有率の一例として、０．１
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〜１００質量％などが挙げられるが、本発明は、かかる例示のみに限定されるものではな
い。燃料成分が固体である場合、当該燃料成分は、アノード電極４における反応効率を向
上させる観点から、液体で用いることが好ましい。この場合、燃料として、固体の燃料成
分を溶媒に溶解させた溶液または固体の燃料成分を分散媒に分散させた分散液を用いるこ
とができる。
【００７３】
電極基材４ａに用いられる基材は、カソード電極３の電極基材３ａに用いられる基材と
同様である。
【００７４】
燃料酸化層４ｂは、燃料の酸化反応を触媒する触媒を含有する。触媒としては、例えば

10

、酸化還元酵素、金属触媒などが挙げられるが、本発明は、かかる例示のみに限定される
ものではない。酸化還元酵素としては、例えば、グルコースデヒドロゲナーゼ、フルクト
ースデヒドロゲナーゼ、アルコールデヒドロゲナーゼなどのヒドロゲナーゼなどが挙げら
れるが、本発明は、かかる例示のみに限定されるものではない。触媒は、燃料の種類に応
じて選択することができる。金属触媒としては、例えば、白金触媒、パラジウム触媒など
が挙げられるが、本発明は、かかる例示のみに限定されるものではない。これらの触媒の
なかでは、環境負荷を低減する観点から、酸化還元酵素が好ましい。なお、触媒として金
属触媒を用いる場合、アノード電極４が当該金属触媒からなる電極であってもよい。
【００７５】
燃料酸化層４ｂの厚さは、本発明の燃料電池の用途などによって異なるので一概には決
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定することができないことから、本発明の燃料電池の用途などに応じて決定することが好
ましい。また、燃料酸化層４ｂにおける触媒の含有率は、触媒の種類、本発明の燃料電池
の用途などによって異なるので一概には決定することができないことから、触媒の種類、
本発明の燃料電池の用途などに応じて決定することが好ましい。
【００７６】
アノード電極４は、例えば、電極基材４ａの表面に燃料酸化層４ｂを形成させることな
どによって製造することができる。燃料酸化層４ｂが酸化還元酵素を含有する場合、電極
基材４ａにおける燃料酸化層４ｂの形成方法としては、例えば、物理的吸着、イオン結合
、共有結合などによって酸化還元酵素を電極基材４ａの表面に固定する方法などが挙げら
れるが、本発明は、かかる例示のみに限定されるものではない。
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【００７７】
セパレータ５は、電池ケース２の内部をカソード電極３が配置された還元反応槽６と、
アノード電極４が配置された酸化反応槽９とに区画し、カソード電極３とアノード電極４
と隔離している。セパレータ５は、液体および電子を通過させないがプロトンを通過させ
る材料によって形成されている。セパレータ５を構成する材料としては、例えば、ポリフ
ッ化ビニリデン、パーフルオロスルホン酸などが挙げられるが、本発明は、かかる例示の
みに限定されるものではない。
【００７８】
還元反応槽６は、還元反応に用いられる酸素分子を含む電解液を収容している。還元反
応槽６において、カソード電極３は、酵素層３ｂが酸素分子を含む電解液に接触するよう
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に配置されている。還元反応槽６には、酸素ガス、酸素分子を含む電解液などを矢印Ｂ方
向に流通させて還元反応槽６内に供給するための供給流路７と、還元反応槽６内の反応生
成物、使用後の電解液、余剰の酸素ガスなどを矢印Ｂ方向に流通させて還元反応槽６外に
排出するための排出流路８とが接続されている。
【００７９】
電解液としては、例えば、クエン酸ナトリウム緩衝液、グリシン塩酸緩衝液、酢酸緩衝
液、グッドバッファーなどが挙げられるが、本発明は、かかる例示のみに限定されるもの
ではない。
【００８０】
なお、還元反応槽６は、還元反応槽６の内部を本発明の変異型マルチ銅オキシダーゼの
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マルチ銅オキシダーゼ活性の発現に適した温度に維持するための温度調節部を有していて
もよい。また、本発明においては、還元反応槽６を用いる代わりに、酵素層３ｂに含まれ
る本発明の変異型マルチ銅オキシダーゼを酸素ガスに直接接触させて酸素分子の還元反応
を触媒させるための酸素ガス接触部を用いてもよい。
【００８１】
酸化反応槽９は、酸化反応に用いられる燃料を収容している。酸化反応槽９において、
アノード電極４は、燃料酸化層４ｂが燃料に接触するように配置されている。酸化反応槽
９には、燃料を矢印Ａ方向に流通させて酸化反応槽９内に供給するための供給流路１０と
、酸化反応槽９内の反応生成物を矢印Ａ方向に流通させて排出するための排出流路１１と
10

が接続されている。
【００８２】
燃料電池１において、酸化反応槽９内のアノード電極４では、燃料が酸化され、プロト
ンおよび電子が生じる。酸化反応槽９で生じた酸化反応槽９で生じたプロトンは、セパレ
ータ５を通って還元反応槽６に移動する。また、電子は、アノード電極４の端部に設けら
れた導線１２を通じて燃料電池１外に取り出される。還元反応槽６内のカソード電極３で
は、プロトンと、カソード電極３の端部に設けられた導線１３から取り入れられた電子と
が用いられ、電解液中の酸素分子が還元され、水分子が生じる。燃料電池１では、アノー
ド電極４における燃料の酸化電位とカソード電極３における酸素分子の還元電位との間の
電位差が、変異型マルチ銅オキシダーゼの代わりに野生型マルチ銅オキシダーゼを用いた
ときの電位差と比べて大きいため、大きい起電力を得ることができる。酸化反応に用いら

20

れる燃料は、供給流路１０内を矢印Ａ方向に流通させることにより、酸化反応槽９内に供
給される。酸化反応槽９内で生じた反応生成物は、排出流路１１内を矢印Ａ方向に流通さ
せることにより、酸化反応槽９外に排出される。還元反応に用いられる酸素ガス、酸素分
子を含む電解液などは、供給流路７内を矢印Ｂ方向に流通させることにより、還元反応槽
６内に供給される。還元反応槽６内で生じた反応生成物、使用後の電解液、余剰の酸素ガ
スなどは、排出流路８内を矢印Ｂ方向に流通させることにより、還元反応槽６外に排出さ
れる。
【００８３】
なお、本発明においては、セパレータ５を設けず、還元反応槽６と酸化反応槽９とを兼
30

ねた酸化還元槽を用いてもよい。酸化還元槽は、燃料を収容している。
【００８４】
以上説明したように、本発明の燃料電池およびカソード電極によれば、優れた熱安定性
および保存安定性を発現し、しかも高い電池電圧を得ることができることから、例えば、
電子機器などの電源などに用いられることが期待される。
【実施例】
【００８５】
以下に実施例により本発明をさらに詳しく説明するが、本発明は、かかる実施例のみに
限定されるものではない。以下において、各略語の意味は、以下のとおりである。
【００８６】

40

＜略語の説明＞
ＡＢＴＳ：２，２

−アジノビス（３−エチルベンゾチアゾリン−６−スルホン酸アンモ

ニウム）
ＨＥＰＥＳ：２−［４−（２−ヒドロキシエチル）ピペラジン−１−イル］エタンスルホ
ン酸
ＩＰＴＧ：イソプロピリ−β−Ｄ−チオガラクト−ピラノシド
ＭｃｏＰ：ピュロバクルム・アエロフィラム（Ｐｙｒｏｂａｃｕｌｕｍ

ａｅｒｏｐｈｉ

ｌｕｍ）由来のマルチ銅オキシダーゼ
Ｎｉ−ＮＴＡ：ニッケル−ニトリル三酢酸
ＭＷＣＮＴ：多層カーボンナノチューブ
【００８７】
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実施例１
（１）ＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｌ）をコードするＤＮＡの調製
発現プラスミドｐＥＴ１５ｂに野生型ＭｃｏＰをコードする塩基配列の一部（配列番号
：１の８８〜１４３４位の塩基配列）からなるＤＮＡを組み込み、ＨｉｓタグＭｃｏＰを
発現させるためのＨｉｓタグＭｃｏＰ発現用プラスミドを得た。
【００８８】
得られたＨｉｓタグＭｃｏＰ発現用プラスミドを鋳型とし、フォワードプライマーＭ４
７０Ｌ（配列番号：３）と、リバースプライマー（配列番号：４）、変異導入用キット〔
東洋紡（株）製、商品名：ＫＯＤ−ｐｌｕｓ−Ｍｕｔａｇｅｎｅｓｉｓ

Ｋｉｔ〕とを用

いてＰＣＲを行なった。ＰＣＲのサーマルプロファイルは、９４℃で２分間のインキュベ

10

ーションおよび９８℃で１０秒間のインキュベーションと６８℃で７．５分間のインキュ
ベーションとを１サイクルとする１０サイクルの反応である。
【００８９】
得られた反応液に含まれる鋳型プラスミドを制限酵素ＤｐｎＩで消化し、変異型Ｍｃｏ
Ｐ〔ＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｌ）〕をコードするＤＮＡを含むＰＣＲ産物を得た。
Ｔ４ポリヌクレオチドキナーゼを用いてＰＣＲ産物の両末端をリン酸化し、リン酸化ＰＣ
Ｒ産物を得た。その後、Ｔ４

ＤＮＡリガーゼを用いてリン酸化ＰＣＲ産物のセルフライ

ゲーションを行ない、ＤＮＡ構築物を得た。
【００９０】
得られたＤＮＡ構築物を用い、大腸菌ＤＨ５αを形質転換した。得られた細胞を、５０

20

μｇ／ｍＬアンピシリンを含有するＬＢアンピシリンプレート〔組成：１質量％トリプシ
ン、０．５質量％酵母エキス、１質量％塩化ナトリウム、１．５質量％寒天および残部精
製水〕上に播種し、３７℃で８時間培養して、形質転換体を得た。
【００９１】
得られた形質転換体からプラスミドを抽出し、当該プラスミドに含まれるＭｃｏＰをコ
ードするＤＮＡ領域の配列を解析した。
【００９２】
その結果、プラスミドは、配列番号：２の４７０位のメチオニン残基に対応するアミノ
酸残基がロイシン残基に置換され、配列番号：２の１〜２９位のアミノ酸配列が配列番号
：５に示されるＨｉｓタグ配列に置換された変異型ＭｃｏＰ〔ＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４

30

７０Ｌ）〕をコードするＤＮＡを保持していることがわかった。したがって、以下におい
て、当該プラスミドをＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｌ）発現用プラスミドとして用いた
。
【００９３】
（２）変異型ＭｃｏＰ発現細胞の調製
実施例１（１）において、ＤＮＡ構築物を用いる代わりにＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７
０Ｌ）発現用プラスミドを用いたことおよび大腸菌ＤＨ５αを用いる代わりに大腸菌ＢＬ
２１−ＲＩＬＰを用いたことを除き、実施例１（１）と同様の操作を行ない、Ｈｉｓタグ
ＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｌ）発現細胞を得た。
40

【００９４】
（３）ＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｌ）の製造
実施例１（２）で得られたＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｌ）発現細胞を、５０μｇ／
ｍＬアンピシリンを含有するＬＢ培地〔組成：１質量％トリプシン、０．５質量％酵母エ
キス、１質量％塩化ナトリウムおよび残部精製水〕中、２０℃で培養した。波長６００ｎ
ｍにおける培養液の光学密度が０．６になった時点で、１ｍＭ

ＩＰＴＧ溶液を培養液に

添加した。得られた培養液を振とうさせながら、２０℃で２１時間培養した。その後、４
℃の温度条件下において、培養液を８０００×ｇで１０分間の遠心分離に供し、細胞を回
収した。回収された細胞を緩衝液に懸濁し、細胞懸濁液を得た。
【００９５】
超音波ホモジナイザー〔（株）トミー精工製、品番：ＵＤ−２１０〕を用い、細胞懸濁
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液に２０ＫＨｚの超音波を４．５分間照射して細胞破砕物を得た。４℃の温度条件下にお
いて、細胞破砕物を１５０００×ｇで１０分間遠心分離することにより、上清を得た。上
清を８０℃で１０分間インキュベーションすることにより、アポＭｃｏＰ以外のタンパク
質を熱変性させた。４℃の温度条件下において、上清を１５０００×ｇで１０分間遠心分
離することにより、熱変性した変性タンパク質を当該上清から除去し、アポＭｃｏＰ（Ｍ
４７０Ｌ）を含むアポ酵素液を得た。アポ酵素液を１ｍＭ硫酸銅含有ＨＥＰＥＳ緩衝液に
懸濁し、４℃で８時間静置することにより、アポＭｃｏＰに銅イオンを取り込ませ、ホロ
酵素液を得た。
【００９６】
５０ｍＭ

ＨＥＰＥＳ緩衝液（ｐＨ７．５）を用いてＮｉ−ＮＴＡカラム〔ジー・イー

・ヘルスケア（ＧＥ

Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ）社製、商品名：ＨｉｓＴｒａｐ

ＨＰ

10

ｃ

ｏｌｕｍｎ〕を平衡化した。平衡化したＮｉ−ＮＴＡカラムにホロ酵素液を供した後、当
該カラムを洗浄してＮｉ−ＮＴＡカラムから未吸着の夾雑タンパク質を除去した。その後
、溶出緩衝液〔組成：１００ｍＭ酢酸緩衝液（ｐＨ３．０）〕を用いてＮｉ−ＮＴＡカラ
ムに吸着したタンパク質を溶出し、タンパク質を含む画分を得た。
【００９７】
１Ｍ酢酸緩衝液（ｐＨ３．０）１００μＬと、逆浸透膜濾過水８４０μＬと、タンパク
質を含む画分１０μＬとをこの順に試験管に添加し、混合した。得られた混合物を温浴中
５０℃で２分間加熱した。加熱後の混合物を２０ｍＭ

ＡＢＴＳ水溶液５０μＬが入った

プラスチック製セルに添加し、混合することにより、１ｍＭ

ＡＢＴＳ含有反応液を得た

20

。分光光度計〔（株）日立ハイテクサイエンス製、商品名：ダブルビーム分光光度計Ｕ−
２０１０〕を用い、プラスチック製セル内の反応液の波長４２０ｎｍにおける吸光度の１
分間の変化を測定した。ＭｃｏＰ活性の１ユニットは、１分間に１μｍｏｌのＡＢＴＳを
酸化する量と定義した。タンパク質を含む画分からマルチ銅オキシダーゼ活性を示す画分
を選別することにより、ＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｌ）を含有する酵素液を得た。
【００９８】
実施例２
（１）ＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｆ）をコードするＤＮＡの調製
実施例１（１）において、フォワードプライマーＭ４７０Ｌを用いる代わりにフォワー
ドプライマーＭ４７０Ｆ（配列番号：６）を用いたことを除き、実施例１と同様の操作を

30

行ない、形質転換体を得た。
【００９９】
得られた形質転換体からプラスミドを抽出し、当該プラスミドに含まれるＭｃｏＰをコ
ードするＤＮＡ領域の配列を解析した。
【０１００】
その結果、プラスミドは、配列番号：２の４７０位のメチオニン残基に対応するアミノ
酸残基がフェニルアラニン残基に置換され、配列番号：２の１〜２９位のアミノ酸配列が
配列番号：５に示されるＨｉｓタグ配列に置換された変異型ＭｃｏＰ〔ＨｉｓタグＭｃｏ
Ｐ（Ｍ４７０Ｆ）〕をコードするＤＮＡを保持していることがわかった。したがって、以
下において、当該プラスミドをＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｆ）発現用プラスミドとし

40

て用いた。
【０１０１】
（２）変異型ＭｃｏＰ発現細胞の調製
実施例１（２）において、ＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｌ）発現用プラスミドを用い
る代わりにＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｆ）発現用プラスミドを用いたことを除き、実
施例１（２）と同様の操作を行ない、ＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｆ）発現細胞を得た
。
【０１０２】
（３）Ｈｉｓタグ変異型ＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｆ）の製造
実施例１（３）において、実施例１（２）で得られたＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｌ
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）発現細胞を用いる代わりに実施例２（２）で得られたＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｆ
）発現細胞を用いたことを除き、実施例１（３）と同様の操作を行ない、ＨｉｓタグＭｃ
ｏＰ（Ｍ４７０Ｆ）を含有する酵素液を得た。
【０１０３】
比較例１
（１）ＭｃｏＰ発現細胞の調製
実施例１（２）において、ＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｌ）発現用プラスミドを用い
る代わりにＨｉｓタグＭｃｏＰ発現用プラスミドを用いたことを除き、実施例１（２）と
同様の操作を行ない、ＨｉｓタグＭｃｏＰ発現細胞を得た。
10

【０１０４】
（２）ＨｉｓタグＭｃｏＰの製造
実施例１（３）において、実施例１（２）で得られたＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｌ
）発現細胞を用いる代わりに比較例１（１）で得られたＨｉｓＭｃｏＰ発現細胞を用いた
ことを除き、実施例１（３）と同様の操作を行ない、ＨｉｓタグＭｃｏＰを含有する酵素
液を得た。
【０１０５】
試験例１
５０℃、６０℃、７０℃、８０℃、８５℃、９０℃、９５℃または１００℃に保たれた
温浴中において、実施例１で得られた酵素液１０μＬを１０分間インキュベーションする
ことにより、実施例１で得られた酵素液の熱処理を行なった。熱処理後の酵素液を氷上で

20

冷却した後、４℃の温度条件下において、酵素液を１００００×ｇで１０分間遠心分離す
ることにより、上清を得た。
【０１０６】
１Ｍ酢酸緩衝液（ｐＨ３．０）１００μＬと、逆浸透膜濾過水８４０μＬと、上清（酵
素量：１０μｇ）１０μＬとをこの順に試験管に添加し、混合した。得られた混合物を温
浴中５０℃で２分間加熱した。加熱後の混合物を２０ｍＭ

ＡＢＴＳ水溶液５０μＬが入

ったプラスチック製セルに添加し、混合することにより、１ｍＭ

ＡＢＴＳ含有反応液を

得た。分光光度計〔（株）日立ハイテクサイエンス製、商品名：ダブルビーム分光光度計
Ｕ−２０１０〕を用い、プラスチック製セル内の反応液の波長４２０ｎｍにおける吸光度
の１分間の変化を測定し、ＭｃｏＰ活性を算出した。最大ＭｃｏＰ活性を１００％として

30

、各温度におけるＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｌ）の残存活性を求めた。
【０１０７】
前記において、実施例１で得られた酵素液を用いる代わりに実施例２および比較例１で
得られた各酵素液を用いたことを除き、前記と同様の操作を行ない、各温度におけるＨｉ
ｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｆ）およびＨｉｓタグＭｃｏＰそれぞれの残存活性を求めた。
【０１０８】
その結果、実施例１で得られたＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｌ）および実施例２で得
られたＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｆ）は、５０〜１００℃での熱処理後においても、
７０％以上の残存活性を示したことから、比較例１で得られたＨｉｓタグＭｃｏＰと同様
40

に高い熱安定性を有することがわかった。
【０１０９】
試験例２
実施例１で得られた酵素液を２５℃でインキュベーションし、インキュベーション開始
直後（０日間）、インキュベーション開始時から２日間経過後、４日間経過後、６日間経
過後、８日間経過後、１０日間経過後および３０日間経過後に酵素液を採取した。
【０１１０】
１Ｍ酢酸緩衝液（ｐＨ３．０）１００μＬと、逆浸透膜濾過水８４０μＬと、酵素液１
０μＬとをこの順に試験管に添加し、混合した。得られた混合物を温浴中５０℃で２分間
加熱した。加熱後の混合物を２０ｍＭ

ＡＢＴＳ水溶液５０μＬが入ったプラスチック製

セルに添加し、混合することにより、１ｍＭ

ＡＢＴＳ含有反応液を得た。分光光度計〔
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（株）日立ハイテクサイエンス製、商品名：ダブルビーム分光光度計Ｕ−２０１０〕を用
い、プラスチック製セル内の反応液の波長４２０ｎｍにおける吸光度の１分間の変化を測
定し、ＭｃｏＰ活性を算出した。最大ＭｃｏＰ活性を１００％として、ＨｉｓタグＭｃｏ
Ｐ（Ｍ４７０Ｌ）の残存活性の経時的変化を求めた。
【０１１１】
前記において、実施例１で得られた酵素液を用いる代わりに実施例２および比較例１で
得られた各酵素液を用いたことを除き、前記と同様の操作を行ない、ＨｉｓタグＭｃｏＰ
（Ｍ４７０Ｆ）およびＨｉｓタグＭｃｏＰそれぞれの残存活性の経時的変化を求めた。
【０１１２】
その結果、実施例１で得られたＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｌ）および実施例２で得

10

られたＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｆ）は、インキュベーション開始時から３０日間経
過後においても、８０％以上の残存活性を示したことから、比較例１で得られたＨｉｓタ
グＭｃｏＰと同様に高い保存安定性を有することがわかった。
【０１１３】
試験例３
１Ｍ酢酸緩衝液（ｐＨ３．０）１００μＬと、逆浸透膜濾過水８４０μＬと、実施例１
で得られた酵素液１０μＬとをこの順に試験管に添加し、混合した。得られた混合物を温
浴中５０℃で２分間加熱した。加熱後の混合物をＡＢＴＳ濃度が２００μＭ〜２０ｍＭで
ある各ＡＢＴＳ水溶液５０μＬが入ったプラスチック製セルに添加し、混合することによ
り、ＡＢＴＳ濃度が１０μＭ〜１ｍＭである各ＡＢＴＳ含有反応液を得た。分光光度計〔

20

（株）日立ハイテクサイエンス製、商品名：ダブルビーム分光光度計Ｕ−２０１０〕を用
い、プラスチック製セル内の反応液の波長４２０ｎｍにおける吸光度の１分間の変化を測
定し、ＭｃｏＰ活性を算出した。ＭｃｏＰ活性の１ユニットは、１分間に１μｍｏｌのＡ
ＢＴＳを酸化する量と定義した。算出されたＭｃｏＰ活性を用い、のＫｍ値およびＶｍａ
ｘ値を求めた。
【０１１４】
前記において、実施例１で得られた酵素液を用いる代わりに実施例２および比較例１で
得られた各酵素液を用いたことを除き、前記と同様の操作を行ない、ＡＢＴＳに対するＨ
ｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｆ）およびＨｉｓタグＭｃｏＰそれぞれのＫｍ値およびＶｍ
ａｘ値を求めた。

30

【０１１５】
ＡＢＴＳに対するＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｌ）、ＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０
Ｆ）およびＨｉｓタグＭｃｏＰそれぞれのＫｍ値およびＶｍａｘ値を表１に示す。
【０１１６】
【表１】

40

【０１１７】
表１に示された結果から、実施例１で得られたＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｌ）およ
び実施例２で得られたＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｆ）のＫｍ値は、比較例１で得られ
たＨｉｓタグＭｃｏＰのＫｍ値よりも小さいことがわかる。また、実施例１で得られたＨ
ｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｌ）および実施例２で得られたＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７
０Ｆ）のＶｍａｘ値は、いずれも比較例１で得られたＨｉｓタグＭｃｏＰのＶｍａｘ値よ
りも大きいことがわかる。これらの結果から、実施例１で得られたＨｉｓタグＭｃｏＰ（
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Ｍ４７０Ｌ）および実施例２で得られたＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｆ）は、比較例１
で得られたＨｉｓタグＭｃｏＰよりもＡＢＴＳに対する親和性が高いことがわかる。
【０１１８】
試験例４
実施例１で得られた酵素液と、緩衝液とを酵素液／緩衝液（体積比）が１／１となるよ
うに混合した。得られた混合物を５０℃で３０分間インキュベーションした後、氷上で冷
却した。４℃の温度条件において、各混合物を１００００×ｇで１０分間遠心分離するこ
とにより、上清を得た。なお、緩衝液として、０．５Ｍクエン酸ナトリウム緩衝液（ｐＨ
３）、０．５Ｍクエン酸ナトリウム緩衝液（ｐＨ４）、０．５Ｍ酢酸ナトリウム緩衝液（
ｐＨ４）、０．５Ｍ酢酸ナトリウム緩衝液（ｐＨ５）、０．５Ｍ酢酸ナトリウム緩衝液（
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ｐＨ５．５）、０．５Ｍビス−トリス／塩酸緩衝液（ｐＨ５．５）、０．５Ｍビス−トリ
ス／塩酸緩衝液（ｐＨ６）、０．５Ｍビス−トリス塩酸緩衝液（ｐＨ７）、０．５Ｍ
ＥＰＥＳ／水酸化ナトリウム緩衝液（ｐＨ７）、０．５Ｍ

Ｈ

ＨＥＰＥＳ／水酸化ナトリウ

ム緩衝液（ｐＨ８）、０．５Ｍトリス／塩酸緩衝液（ｐＨ８）、０．５Ｍトリス／塩酸緩
衝液（ｐＨ９）、０．５Ｍグリシン／水酸化ナトリウム（ｐＨ９）、０．５Ｍグリシン／
水酸化ナトリウム（ｐＨ１０）または０．５Ｍグリシン／水酸化ナトリウム（ｐＨ１１）
を用いた。
【０１１９】
１Ｍ酢酸緩衝液（ｐＨ３．０）１００μＬと、逆浸透膜濾過水８４０μＬと、上清（酵
素量：１０μｇ）１０μＬとをこの順に試験管に添加し、混合した。得られた混合物を温
浴中５０℃で２分間加熱した。加熱後の混合物を２０ｍＭ
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ＡＢＴＳ水溶液５０μＬが入

ったプラスチック製セルに添加し、混合することにより、１ｍＭ

ＡＢＴＳ含有反応液を

得た。分光光度計〔（株）日立ハイテクサイエンス製、商品名：ダブルビーム分光光度計
Ｕ−２０１０〕を用い、プラスチック製セル内の反応液の波長４２０ｎｍにおける吸光度
の１分間の変化を測定し、ＭｃｏＰ活性を算出した。最大ＭｃｏＰ活性を１００％として
、各ｐＨの緩衝液でインキュベーション後のＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｌ）の残存活
性を求めた。
【０１２０】
前記において、実施例１で得られた酵素液を用いる代わりに実施例２および比較例１で
得られた各酵素液を用いたことを除き、前記と同様の操作を行ない、各ｐＨの緩衝液でイ
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ンキュベーション後のＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｆ）およびＨｉｓタグＭｃｏＰそれ
ぞれの残存活性を求めた。
【０１２１】
残存活性が８０％以上であるｐＨを安定ＰＨとした。ＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｌ
）、ＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｆ）およびＨｉｓタグＭｃｏＰそれぞれの安定ｐＨを
表２に示す。
【０１２２】
【表２】
40

【０１２３】
表２に示された結果から、実施例１で得られたＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｌ）の安
定ｐＨの範囲は、比較例１で得られたＨｉｓタグＭｃｏＰの安定ｐＨの範囲と同一である
ことがわかる。また、実施例２で得られたＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｆ）の安定ｐＨ
の範囲は、比較例１で得られたＨｉｓタグＭｃｏＰおよび実施例１で得られたＨｉｓタグ
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ＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｌ）の安定ｐＨの範囲よりも広いことがわかる。
【０１２４】
実施例３
超純水１ｍＬにＭＷＣＮＴ（直径：１０〜２０ｎｍ、長さ：５〜１５ｎｍ）１０ｍｇお
よび１−ピレン−カルボン酸１２ｍｇを添加し、混合した。超音波洗浄機中において、混
合物に２８ｋＨｚの超音波を３０分間照射することにより、混合物の超音波処理を行なっ
た。混合物の超音波処理をさらに５回繰り返した。得られた超音波処理物を１００００×
ｇで１０分間遠心分離して沈殿物を回収した。沈殿物を超純水に懸濁し、得られた懸濁液
を１００００×ｇで１０分間遠心分離して沈殿物を回収することにより、沈殿物の洗浄を
行なった。沈殿物の洗浄をさらに２回行なった。洗浄後の沈殿物をその濃度が１０ｍｇ／
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ｍＬとなるように超純水に懸濁してＭＷＣＮＴ分散液を得た。
【０１２５】
ダイヤモンド研磨剤およびアルミナ研磨剤を用いてグラッシーカーボン電極を研磨した
。研磨後のグラッシーカーボン電極を５０μＭ硫酸水溶液中で１０分間超音波洗浄した後
、１〜−１Ｖの範囲で掃引を行なうことによって洗浄した。洗浄後のグラッシーカーボン
電極の表面にＭＷＣＮＴ分散液１０μＬを滴下し、乾燥させ、ＭＷＣＮＴ修飾グラッシー
カーボン電極を得た。
【０１２６】
ＭＷＣＮＴ修飾グラッシーカーボン電極の表面に当該電極の表面７．０６５ｍｍ2あた
り実施例１（３）で得られた酵素液１０μＬを滴下し、乾燥させた。乾燥後の電極の表面
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2

に当該電極の表面７．０６５ｍｍ あたり０．５質量％パーフルオロカーボン化合物分散
液〔シグマアルドリッチ社製、商品名：Ｎａｆｉｏｎ〕１０μＬを滴下し、乾燥させるこ
とにより、ＭＷＣＮＴ／ＭｃｏＰ修飾電極を得た。
【０１２７】
実施例４
実施例３において、実施例１（３）で得られた酵素液を用いる代わりに実施例２（３）
で得られた酵素液を用いたことを除き、実施例３と同様の操作を行ない、ＭＷＣＮＴ／Ｍ
ｃｏＰ修飾電極を得た。
【０１２８】
30

比較例２
実施例３において、実施例１（３）で得られた酵素液を用いる代わりに比較例１（２）
で得られた酵素液を用いたことを除き、実施例３と同様の操作を行ない、ＭＷＣＮＴ／Ｍ
ｃｏＰ修飾電極を得た。
【０１２９】
試験例５
実施例３で得られたＭＷＣＮＴ／ＭｃｏＰ修飾電極と、白金対極と、銀／塩化銀参照電
極と、電解液として０．１ｍＭ

ＨＥＰＥＳ／水酸化ナトリウム緩衝液（ｐＨ７．５）と

を用い、三電極式電気化学セルを作製した。
【０１３０】
得られた三電極式電気化学セルと、電気化学測定装置〔ビー・エー・エス（株）製、商
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品名：Ａｌｓ１２００シリーズ〕とを用い、掃引幅：０〜＋０．８Ｖ、初期電位：＋０．
８Ｖ、掃引速度：１０ｍ／ｓ、電解液の温度：５０℃および窒素飽和雰囲気の条件下にサ
イクリックボルタンメトリを行ない、サイクリックボルタモグラムを得た。
【０１３１】
前記において、実施例３で得られたＭＷＣＮＴ／ＭｃｏＰ修飾電極を用いる代わりに実
施例４で得られたＭＷＣＮＴ／ＭｃｏＰ修飾電極または比較例２で得られたＭＷＣＮＴ／
ＭｃｏＰ修飾電極を用いたことを除き、前記と同様の操作を行ない、サイクリックボルタ
モグラムを得た。
【０１３２】
得られたサイクリックボルタモグラムを用い、酸化電流ピークと還元電流ピークの中点
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における銀／塩化銀電極基準の電位（以下、「中点電位」という）を求めた。その結果を
表３に示す。
【０１３３】
【表３】

10

【０１３４】
表３に示された結果から、実施例３で得られたＭＷＣＮＴ／ＭｃｏＰ修飾電極を用いた
ときの中点電位および実施例４で得られたＭＷＣＮＴ／ＭｃｏＰ修飾電極を用いたときの
中点電位は、比較例２で得られたＭＷＣＮＴ／ＭｃｏＰ修飾電極を用いたときの中点電位
に対し、正側に＋１１８〜＋１２９ｍＶシフトしていることがわかる。これらの結果から
、実施例１で得られたＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｌ）および実施例２で得られたＨｉ
ｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｆ）の各酸化還元電位は、比較例１で得られたＨｉｓタグＭｃ
ｏＰの酸化還元電位と比べて増加していることがわかる。
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【０１３５】
試験例６
試験例５において、電解液として０．１ｍＭ

ＨＥＰＥＳ／水酸化ナトリウム緩衝液（

ｐＨ７．５）〕を用いる代わりに０．１ｍＭクエン酸ナトリウム緩衝液（ｐＨ３）を用い
たことおよび窒素飽和雰囲気の条件を用いる代わりに酸素飽和雰囲気の条件を用いたこと
を除き、試験例５と同様の操作を行ない、サイクリックボルタモグラムを得た。
【０１３６】
得られたサイクリックボルタモグラムを用い、酸素分子の標準電極電位基準の還元開始
電位を求めた。その結果を表４に示す。
【０１３７】

30

【表４】

【０１３８】
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表４に示された結果から、実施例３で得られたＭＷＣＮＴ／ＭｃｏＰ修飾電極を用いた
ときの酸素分子の還元開始電位および実施例４で得られたＭＷＣＮＴ／ＭｃｏＰ修飾電極
を用いたときの酸素分子の還元開始電位は、比較例２で得られたＭＷＣＮＴ／ＭｃｏＰ修
飾電極を用いたときの酸素分子の還元開始電位に対し、正側に＋１１９〜＋１２９ｍＶシ
フトしていることがわかる。また、表４に示された結果から、実施例３で得られたＭＷＣ
ＮＴ／ＭｃｏＰ修飾電極を用いたときの酸素分子の還元開始電位および実施例４で得られ
たＭＷＣＮＴ／ＭｃｏＰ修飾電極を用いたときの酸素分子の還元開始電位は、比較例２で
得られたＭＷＣＮＴ／ＭｃｏＰ修飾電極を用いたときの酸素分子の還元開始電位と比べて
、酸素分子の還元の際の標準電極電位に近いことがわかる。これらの結果から、実施例３
で得られたＭＷＣＮＴ／ＭｃｏＰ修飾電極および実施例４で得られたＭＷＣＮＴ／Ｍｃｏ
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Ｐ修飾電極によれば、比較例２で得られたＭＷＣＮＴ／ＭｃｏＰ修飾電極と比べて、高い
起電力を有する電池を得ることができることがわかる。
【０１３９】
以上の結果から、実施例１で得られたＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｌ）および実施例
２で得られたＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｆ）は、比較例１で得られたＨｉｓタグＭｃ
ｏＰよりも高い酸化還元電位を有していることがわかる。
【０１４０】
なお、配列番号：２に示されるアミノ酸配列と少なくとも８０％の配列同一性を有する
アミノ酸配列において、配列番号：２の４７０位に対応する位置のメチオニン残基が疎水
性アミノ酸残基に置換されたアミノ酸配列からなる変異型ＭｃｏＰを作製し、当該変異型
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ＭｃｏＰを用いて試験例１〜６と同様の操作を行なった場合にも、実施例１で得られたＨ
ｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７０Ｌ）および実施例２で得られたＨｉｓタグＭｃｏＰ（Ｍ４７
０Ｆ）を用いた場合と同様の傾向が見られる。
【０１４１】
以上説明したように、配列番号：２において、４７０位のメチオニン残基が疎水性アミ
ノ酸残基に置換されたアミノ酸配列または配列番号：２に示されるアミノ酸配列と少なく
とも８０％の配列同一性を有するアミノ酸配列において、配列番号：２の４７０位に対応
する位置のメチオニン残基が疎水性アミノ酸残基に置換されたアミノ酸配列を含有し、Ｍ
ｃｏＰ活性を有する変異型ＭｃｏＰによれば、高い熱安定性を得ることができ、しかも野
生型ＭｃｏＰよりも高い酸化還元電位を得ることができることがわかる。したがって、本
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発明の変異型ＭｃｏＰは、燃料電池などのカソード電極の電極材料などに用いられること
が期待されるものである。
【符号の説明】
【０１４２】
１

燃料電池

２

電池ケース

３

カソード電極

３ａ

電極基材

３ｂ

酵素層

４

アノード電極

４ａ

電極基材

４ｂ

燃料酸化層

５

セパレータ

６

還元反応槽

９

酸化反応槽

７，１０

供給流路

８，１１

排出流路

１２，１３

30

導線

【配列表フリーテキスト】
【０１４３】
配列番号：３は、フォワードプライマーＭ４７０Ｌの配列である。
配列番号：４は、リバースプライマーの配列である。
配列番号：５は、発現プラスミドｐＥＴ１５ｂ由来のＨｉｓタグ配列である。
配列番号：６は、フォワードプライマーＭ４７０Ｆの配列である。
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【図１】

【配列表】
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