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(57)【要約】

（修正有）

【課題】モノエタノールアミンを効率良く酸化する作用を有する蛋白質を提供する。
【解決手段】下記（Ａ）又は（Ｂ）の蛋白質：（Ａ）特定のアミノ酸配列からなる蛋白質
；（Ｂ）特定のアミノ酸配列において、１又は複数個のアミノ酸が欠失、置換若しくは付
加されたアミノ酸配列からなり、式：ＨＯＣＨ2ＣＨ2ＮＨ2＋Ｏ2＋Ｈ2Ｏ→ＨＯＣＨ2ＣＨ
Ｏ＋ＮＨ3＋Ｈ2Ｏ2で表される反応を触媒する蛋白質。前記塩基配列を含む遺伝子。前記
遺伝子を含む組換えベクター。前記組換えベクターを含む形質転換体。前記蛋白質の製造
方法。前記蛋白質を用いるモノエタノールアミンの酸化方法。前記蛋白質を用いてモノエ
タノールアミンからグリコールアルデヒド、アンモニア、又は過酸化水素を製造する方法
。前記蛋白質を含有するモノエタノールアミン酸化剤。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記（Ａ）又は（Ｂ）の蛋白質：
（Ａ）配列番号１に記載のアミノ酸配列からなる蛋白質；
（Ｂ）配列番号１に記載のアミノ酸配列において、１又は複数個のアミノ酸が欠失、置換
若しくは付加されたアミノ酸配列からなり、下記式で表される反応を触媒する蛋白質。
ＨＯＣＨ2ＣＨ2ＮＨ2＋Ｏ2＋Ｈ2Ｏ→ＨＯＣＨ2ＣＨＯ＋ＮＨ3＋Ｈ2Ｏ2
【請求項２】
下記（ａ）〜（ｄ）のいずれかの塩基配列を含む遺伝子：
（ａ）配列番号１に記載のアミノ酸配列からなる蛋白質をコードする塩基配列；
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（ｂ）配列番号１に記載のアミノ酸配列において、１又は複数個のアミノ酸が欠失、置換
若しくは付加されたアミノ酸配列からなり、下記式で表される反応を触媒する蛋白質をコ
ードする塩基配列：
ＨＯＣＨ2ＣＨ2ＮＨ2＋Ｏ2＋Ｈ2Ｏ→ＨＯＣＨ2ＣＨＯ＋ＮＨ3＋Ｈ2Ｏ2；
（ｃ）配列番号２に記載の塩基配列；
（ｄ）配列番号２に記載の塩基配列において１又は複数個の塩基が欠失、置換若しくは付
加された塩基配列であって、下記式で表される反応を触媒する蛋白質をコードする塩基配
列。
ＨＯＣＨ2ＣＨ2ＮＨ2＋Ｏ2＋Ｈ2Ｏ→ＨＯＣＨ2ＣＨＯ＋ＮＨ3＋Ｈ2Ｏ2
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【請求項３】
請求項２に記載の遺伝子を含む組換えベクター。
【請求項４】
請求項３に記載の組換えベクターを含む形質転換体。
【請求項５】
請求項４に記載の微生物を培地で培養し、培養物中に請求項１に記載の蛋白質を生成蓄
積させ、該培養物から該蛋白質を採取することを特徴とする蛋白質の製造方法。
【請求項６】
請求項１に記載の蛋白質を用いるモノエタノールアミンの酸化方法。
【請求項７】
請求項１に記載の蛋白質を用いてモノエタノールアミンからグリコールアルデヒド、ア
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ンモニア、又は過酸化水素を製造する方法。
【請求項８】
請求項１に記載の蛋白質を含有するモノエタノールアミン酸化剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、モノエタノールアミンを効率良く酸化する作用を有する蛋白質に関し、より
詳細には、酸素及び水の存在下でモノエタノールアミンを酸化し、グリコールアルデヒド
、アンモニア、及び過酸化水素となす反応を効率良く触媒する蛋白質に関する。
【背景技術】
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【０００２】
モノエタノールアミン（２−アミノエタノール、エタノールアミンとも言う）の酸化作
用を有する蛋白質としては、モノエタノールアミンオキシダーゼ（ＥＣ
）、モノアミンオキシダーゼ（ＥＣ
ＥＣ

１．４．３．８

１．４．３．４）、及び一級アミンオキシダーゼ（

１．４．３．２１）が公知である。この内モノエタノールアミンを酸化する作用が

具体的に確認されている蛋白質としては以下の４種の酵素がある。
【０００３】
モノエタノールアミンオキシダーゼとしては、Ａｒｔｈｒｏｂａｃｔｅｒ属由来の酵素
（非特許文献１）及びＰｈｏｒｍｉａ

ｒｅｇｉｎａ由来の酵素（非特許文献２）の２種

が公知である。Ａｒｔｈｒｏｂａｃｔｅｒ属由来のモノエタノールアミンオキシダーゼの
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比活性は０．０６２１μｍｏｌ／ｍｉｎ／ｍｇである。Ｐｈｏｒｍｉａ

ｒｅｇｉｎａ由

来のモノエタノールアミンオキシダーゼの比活性は０．０００２６μｍｏｌ／ｍｉｎ／ｍ
ｇである。
【０００４】
一級アミンオキシダーゼの中で、Ａｒｔｈｒｏｂａｃｔｅｒ

ｓｐ．（ＦＥＲＭ

Ｐ−

０６２４０及びＢＰ−０４２１）由来の一級アミンオキシダーゼがモノエタノールアミン
を酸化することが具体的に確認されている（非特許文献３）。該一級アミンオキシダーゼ
のモノエタノールアミンに対する比活性は９μｍｏｌ／ｍｉｎ／ｍｇであるが、触媒効率
（Ｖｍａｘ／Ｋｍ）は０．６μｍｏｌ・ｍｇ‑1・ｍｉｎ‑1・ｍＭ‑1である。その他の一級
アミンオキシダーゼのモノエタノールアミンに対する作用は具体的に確認されていない。
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【０００５】
モノアミンオキシダーゼのモノエタノールアミンに対する作用は具体的に確認されてい
ない。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Ｎａｒｒｏｄ

Ｓ．Ａ．及びＪａｋｏｂｙ

Ｗ．Ｂ．、Ｊ．Ｂｉｏｌ．

Ｃｈｅｍ．、２３９巻、２１８９−２１９３頁、１９６４年
【非特許文献２】Ｋｕｌｋａｒｎｉ

Ａ．Ｐ．及びＨｏｄｇｓｏｎ

Ｅ．、Ｃｏｍｐ．Ｂ

ｉｏｃｈｅｍ．Ｐｈｙｓｉｏｌ．、Ｂ４４巻、４０７−４２２頁、１９７３年
【非特許文献３】Ｏｔａ
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Ｈ．ら、Ｂｉｏｓｃｉ．Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．Ｂｉｏｃｈｅ

ｍ．、７２巻、２７３２−２７３８頁、２００８年
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
以上のとおり、モノエタノールアミンの酸化作用が具体的に確認されている従来の酵素
は、いずれもモノエタノールアミンを効率良く酸化する作用を有するとは言えない。この
ような背景のもと、本発明はモノエタノールアミンを効率良く酸化する作用を有する蛋白
質を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
上記課題を解決する為に本発明者らは鋭意研究を重ねた結果、酸素及び水の存在下でモ
ノエタノールアミンを効率良く酸化する作用を有する、特定の微生物由来の蛋白質を見出
した。そして、該蛋白質の各種理化学的性質を確認し、該蛋白質が一級アミンオキシダー
ゼであり、その比活性及び触媒効率が、いずれも、モノエタノールアミンの酸化作用が具
体的に確認されている従来の酵素よりも高いことを見出した。さらに、該蛋白質の塩基配
列及びアミノ酸配列を見出して本発明を完成した。
【０００９】
すなわち、本発明は以下に関する。
［１］
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下記（Ａ）又は（Ｂ）の蛋白質：
（Ａ）配列番号１に記載のアミノ酸配列からなる蛋白質；
（Ｂ）配列番号１に記載のアミノ酸配列において、１又は複数個のアミノ酸が欠失、置換
若しくは付加されたアミノ酸配列からなり、下記式で表される反応を触媒する蛋白質。
ＨＯＣＨ2ＣＨ2ＮＨ2＋Ｏ2＋Ｈ2Ｏ→ＨＯＣＨ2ＣＨＯ＋ＮＨ3＋Ｈ2Ｏ2
［２］
下記（ａ）〜（ｄ）のいずれかの塩基配列を含む遺伝子：
（ａ）配列番号１に記載のアミノ酸配列からなる蛋白質をコードする塩基配列；
（ｂ）配列番号１に記載のアミノ酸配列において、１又は複数個のアミノ酸が欠失、置換
若しくは付加されたアミノ酸配列からなり、下記式で表される反応を触媒する蛋白質をコ
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ードする塩基配列：
ＨＯＣＨ2ＣＨ2ＮＨ2＋Ｏ2＋Ｈ2Ｏ→ＨＯＣＨ2ＣＨＯ＋ＮＨ3＋Ｈ2Ｏ2；
（ｃ）配列番号２に記載の塩基配列；
（ｄ）配列番号２に記載の塩基配列において１又は複数個の塩基が欠失、置換若しくは付
加された塩基配列であって、下記式で表される反応を触媒する蛋白質をコードする塩基配
列。
ＨＯＣＨ2ＣＨ2ＮＨ2＋Ｏ2＋Ｈ2Ｏ→ＨＯＣＨ2ＣＨＯ＋ＮＨ3＋Ｈ2Ｏ2
［３］
［２］に記載の遺伝子を含む組換えベクター。
［４］
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［３］に記載の組換えベクターを含む形質転換体。
［５］
［４］に記載の微生物を培地で培養し、培養物中に［１］に記載の蛋白質を生成蓄積さ
せ、該培養物から該蛋白質を採取することを特徴とする蛋白質の製造方法。
［６］
［１］に記載の蛋白質を用いるモノエタノールアミンの酸化方法。
［７］
［１］に記載の蛋白質を用いてモノエタノールアミンからグリコールアルデヒド、アン
モニア、又は過酸化水素を製造する方法。
［８］
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［１］に記載の蛋白質を含有するモノエタノールアミン酸化剤。
【００１０】
さらに、本発明は以下に関する。
［９］
下記（１）及び（２）：
（１）作用
下記式で表される反応を触媒する：
ＨＯＣＨ2ＣＨ2ＮＨ2＋Ｏ2＋Ｈ2Ｏ→ＨＯＣＨ2ＣＨＯ＋ＮＨ3＋Ｈ2Ｏ2；及び
（２）比活性
ｐＨ７．５及び３７℃の条件下におけるモノエタノールアミンに対する比活性が、１０
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μｍｏｌ／ｍｇ／ｍｉｎ以上である；
の理化学的性質を有する蛋白質であって、さらに下記（３）〜（５）：
（３）触媒効率（Ｖｍａｘ／Ｋｍ）
モノエタノールアミンに対して１０μｍｏｌ・ｍｇ‑1・ｍｉｎ‑1・ｍＭ‑1以上である；
（４）金属イオン又はキレート剤の影響
Ｚｎ2+（５ｍＭ）で作用が阻害される、及び／又は
ＥＤＴＡ（５ｍＭ）で作用が実質的に阻害されない；及び
（５）基質特異性
アミルアミン及びヘキシルアミンに対し、チラミンに対するよりも高い活性を有する；
から選択されるいずれか１以上の理化学的性質を有する蛋白質。
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［１０］
（１）〜（３）の理化学的性質を有する蛋白質であって、さらに（４）及び（５）から
選択されるいずれか１以上の理化学的性質を有する、［９］に記載の蛋白質。
［１１］
（１）〜（５）の理化学的性質をいずれも有する、［９］に記載の蛋白質。
［１２］
さらに下記（６）〜（１１）：
（６）等電点
ｐＨ５．２〜５．６の範囲である；
（７）至適ｐＨ
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ｐＨ７．２〜７．５の範囲である；
（８）分子量
６７〜８１ｋＤａの範囲である；
（９）ｐＨ安定性
４℃、ｐＨ６．５〜９の範囲で３時間保持後、８０％以上の残存活性を有する；
（１０）熱安定性
２００ｍＭ

Ｂｉｓ−Ｔｒｉｓ／塩酸緩衝液（ｐＨ７．２）中、３７℃、３０分間の熱

処理後、９０％以上の残存活性を有する；及び
（１１）至適温度
10

４３〜４７℃の範囲である；
から選択されるいずれか１以上の理化学的性質を有する［９］〜［１１］のいずれかに記
載の蛋白質。
［１３］
（６）及び（７）の理化学的性質を有する、［１２］に記載の蛋白質。
［１４］
（６）〜（１１）の理化学的性質をいずれも有する、［１２］に記載の蛋白質。
［１５］
下記（１）及び（２）：
（１）作用
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下記式で表される反応を触媒する：
ＨＯＣＨ2ＣＨ2ＮＨ2＋Ｏ2＋Ｈ2Ｏ→ＨＯＣＨ2ＣＨＯ＋ＮＨ3＋Ｈ2Ｏ2；及び
（２）比活性
ｐＨ７．５及び３７℃の条件下におけるモノエタノールアミンに対する比活性が、１０
μｍｏｌ／ｍｇ／ｍｉｎ以上である；
の理化学的性質を有する蛋白質であって、配列番号１２〜１４に記載のアミノ酸配列を含
む蛋白質。
［１６］
Ｓｙｎｃｅｐｈａｌａｓｔｒｕｍ

ｒａｃｅｍｏｓｕｍ（ＮＩＴＥ

Ｐ−０１５９４）

由来である、［９］〜［１５］のいずれかに記載の蛋白質。
［１７］
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下記（Ｃ）〜（Ｅ）のいずれかの蛋白質：
（Ｃ）配列番号２に記載の塩基配列によりコードされる蛋白質；
（Ｄ）配列番号２に記載の塩基配列において、１又は複数個の塩基が欠失、置換若しくは
付加された塩基配列によりコードされる蛋白質であって、下記式で表される反応を触媒す
る蛋白質：
ＨＯＣＨ2ＣＨ2ＮＨ2＋Ｏ2＋Ｈ2Ｏ→ＨＯＣＨ2ＣＨＯ＋ＮＨ3＋Ｈ2Ｏ2；
（Ｅ）配列番号２に記載の塩基配列に相補的な塩基配列とストリンジェントな条件下でハ
イブリダイズする塩基配列によりコードされる蛋白質であって、下記式で表される反応を
触媒する蛋白質。
ＨＯＣＨ2ＣＨ2ＮＨ2＋Ｏ2＋Ｈ2Ｏ→ＨＯＣＨ2ＣＨＯ＋ＮＨ3＋Ｈ2Ｏ2
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［１８］
下記（２）〜（１１）：
（２）比活性
ｐＨ７．５及び３７℃の条件下におけるモノエタノールアミンに対する比活性が、１０
μｍｏｌ／ｍｇ／ｍｉｎ以上である；
（３）触媒効率（Ｖｍａｘ／Ｋｍ）
モノエタノールアミンに対して１０μｍｏｌ・ｍｇ‑1・ｍｉｎ‑1・ｍＭ‑1以上である；
（４）金属イオン又はキレート剤の影響
Ｚｎ2+（５ｍＭ）で作用が阻害される、及び／又は
ＥＤＴＡ（５ｍＭ）で作用が実質的に阻害されない；
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（５）基質特異性
アミルアミン及びヘキシルアミンに対し、チラミンに対するよりも高い活性を有する；
（６）等電点
ｐＨ５．２〜５．６の範囲である；
（７）至適ｐＨ
ｐＨ７．２〜７．５の範囲である；
（８）分子量
６７〜８１ｋＤａの範囲である；
（９）ｐＨ安定性
４℃、ｐＨ６．５〜９の範囲で３時間保持後、８０％以上の残存活性を有する；
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（１０）熱安定性
２００ｍＭ

Ｂｉｓ−Ｔｒｉｓ／塩酸緩衝液（ｐＨ７．２）中、３７℃、３０分間の熱

処理後、９０％以上の残存活性を有する；及び
（１１）至適温度
４３〜４７℃の範囲である；
から選択されるいずれか１以上の理化学的性質を有する［１７］に記載の蛋白質。
［１９］
（ａ）〜（ｄ）のいずれかの塩基配列からなる、［２］に記載の遺伝子。
［２０］
（ｅ）配列番号２に記載の塩基配列に相補的な塩基配列とストリンジェントな条件下で
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ハイブリダイズする塩基配列であって、下記式で表される反応を触媒する蛋白質をコード
する塩基配列
ＨＯＣＨ2ＣＨ2ＮＨ2＋Ｏ2＋Ｈ2Ｏ→ＨＯＣＨ2ＣＨＯ＋ＮＨ3＋Ｈ2Ｏ2；
を含む遺伝子。
［２１］
（ｅ）の塩基配列からなる、［２０］に記載の遺伝子。
［２２］
下記（２）〜（１１）：
（２）比活性
ｐＨ７．５及び３７℃の条件下におけるモノエタノールアミンに対する比活性が、１０

30

μｍｏｌ／ｍｇ／ｍｉｎ以上である；
（３）触媒効率（Ｖｍａｘ／Ｋｍ）
モノエタノールアミンに対して１０μｍｏｌ・ｍｇ‑1・ｍｉｎ‑1・ｍＭ‑1以上である；
（４）金属イオン又はキレート剤の影響
Ｚｎ2+（５ｍＭ）で作用が阻害される、及び／又は
ＥＤＴＡ（５ｍＭ）で作用が実質的に阻害されない；
（５）基質特異性
アミルアミン及びヘキシルアミンに対し、チラミンに対するよりも高い活性を有する；
（６）等電点
ｐＨ５．２〜５．６の範囲である；

40

（７）至適ｐＨ
ｐＨ７．２〜７．５の範囲である；
（８）分子量
６７〜８１ｋＤａの範囲である；
（９）ｐＨ安定性
４℃、ｐＨ６．５〜９の範囲で３時間保持後、８０％以上の残存活性を有する；
（１０）熱安定性
２００ｍＭ

Ｂｉｓ−Ｔｒｉｓ／塩酸緩衝液（ｐＨ７．２）中、３７℃、３０分間の熱

処理後、９０％以上の残存活性を有する；及び
（１１）至適温度
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４３〜４７℃の範囲である；
から選択されるいずれか１以上の理化学的性質を有する蛋白質をコードする、［１９］〜
［２１］のいずれかに記載の遺伝子。
［２３］
［１９］〜［２２］のいずれかに記載の遺伝子を含む組換えベクター。
［２４］
［２３］に記載の組換えベクターを含む形質転換体。
［２５］
［１］及び［９］〜［１８］のいずれかに記載の蛋白質を生産することを特徴とする微
10

生物。
［２６］
Ｓｙｎｃｅｐｈａｌａｓｔｒｕｍ

ｒａｃｅｍｏｓｕｍ（ＮＩＴＥ

Ｐ−０１５９４）

である、［２５］に記載の微生物。
［２７］
下記（１）及び（２）：
（１）作用
下記式で表される反応を触媒する：
ＨＯＣＨ2ＣＨ2ＮＨ2＋Ｏ2＋Ｈ2Ｏ→ＨＯＣＨ2ＣＨＯ＋ＮＨ3＋Ｈ2Ｏ2；及び
（２）比活性
ｐＨ７．５及び３７℃の条件下におけるモノエタノールアミンに対する比活性が、１０

20

μｍｏｌ／ｍｇ／ｍｉｎ以上である；
の理化学的性質を有する蛋白質の製造方法であって：
［２４］〜［２６］のいずれかに記載の微生物を培地で培養し、培養物中に上記（１）
及び（２）の理化学的性質を有する蛋白質を生成蓄積させ、該培養物から該蛋白質を採取
することを特徴とする蛋白質の製造方法。
［２８］
［９］〜［１８］のいずれかに記載の蛋白質を用いるモノエタノールアミンの酸化方法
。
［２９］
［９］〜［１８］のいずれかに記載の蛋白質を用いてモノエタノールアミンからグリコ

30

ールアルデヒド、アンモニア、又は過酸化水素を製造する方法。
［３０］
［９］〜［１８］のいずれかに記載の蛋白質を含有するモノエタノールアミン酸化剤。
［３１］
ホスファチジルエタノールアミン（ＰＥ）の定量方法であって：
ＰＥを加水分解してホスファチジン酸とモノエタノールアミンを得る工程；
得られモノエタノールアミンから、［１］及び［９］〜［１８］のいずれかに記載の蛋
白質を用いて過酸化水素を発生させる工程；及び
発生した過酸化水素を定量する工程；
40

を含む方法。
【発明の効果】
【００１１】
本発明によれば、モノエタノールアミンを効率良く酸化する作用を有する蛋白質を提供
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施例１で得られたＣｅｌｌ−ｆｒｅｅ
ｌ−ｆｒｅｅ

ｅｘｔｒａｃｔ（黒丸）及び該Ｃｅｌ

ｅｘｔｒａｃｔを９８℃２０分間の熱処理したもの（白丸）について、そ

れぞれに含まれる本発明の蛋白質の作用でモノエタノールアミンの酸化により得られる過
酸化水素を発色させ、吸光度を測定した結果を示す図である（実施例２）。
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【図２】本発明の蛋白質のモノエタノールアミン酸化作用に係るＨａｎｅｓ−Ｗｏｏｌｆ
プロットを示す図である（実施例４）。
【図３】ＳＤＳ−ＰＡＧＥ法により本発明の蛋白質の分子量を測定した結果を示す図であ
る（実施例５）。
【図４】本発明の蛋白質の活性に対するｐＨの影響を示す図である（実施例８）。
【図５】本発明の蛋白質の活性のｐＨ安定性を示す図である（実施例９）。
【図６】本発明の蛋白質の活性に対する温度の影響を示す図である（実施例１０）。
【図７】形質転換体ＥＡＯ／ｐＥＴ−２１ａ（＋）を培養して得られた粗蛋白質液のＳＤ
Ｓ−ＰＡＧＥの結果を示す図である（実施例１５）。
【発明を実施するための形態】

10

【００１３】
本発明の蛋白質は、下記（１）の理化学的性質を有する蛋白質である。
なお、本発明の蛋白質は銅イオンの存在下に下記（１）〜（１１）の理化学的性質を有
するものであってもよく、特に２価の銅イオンと錯体を形成して下記（１）〜（１１）の
理化学的性質を有するものであってもよい。
【００１４】
（１）作用
酸素及び水の存在下でモノエタノールアミンを酸化し、グリコールアルデヒド、アンモ
ニア、及び過酸化水素を得る反応を触媒する。
上記（１）の作用で触媒される反応は〔式１〕で表すこともできる。

20

ＨＯＣＨ2ＣＨ2ＮＨ2＋Ｏ2＋Ｈ2Ｏ
→ＨＯＣＨ2ＣＨＯ＋ＮＨ3＋Ｈ2Ｏ2・・・〔式１〕
【００１５】
上記（１）の作用で触媒される反応は、後述の本発明の蛋白質を用いる方法について説
明する条件及び後述の実施例を参照して行うことができる。
【００１６】
上記（１）の作用におけるモノエタノールアミンは下記構造式で表される公知のモノエ
タノールアミンであり、例えば和光純薬工業株式会社製造元コードＡＬＲ−１３６Ｎとし
て購入することができる。
【化１】

30

【００１７】
上記（１）の作用における水は、本発明の蛋白質がモノエタノールアミンに作用する際
に必要な量が存在していればよい。モノエタノールアミンは水溶性であり、上記（１）の
作用で触媒される反応は通常水中で行われる。
【００１８】
上記（１）の作用における酸素（Ｏ2）の量は、モノエタノールアミンの酸化に必要な
量が、水に動的平衡状態で溶解していればよく、その濃度は特に限定されないが、酸化す
るモノエタノールアミンと等モル以上溶解していることが好ましい。酸化するモノエタノ
ールアミンと等モル以下しか水に溶解していない場合は、動的平衡で、及び／又は強制的
に溶解させればよく、水中の酸素濃度により酸化するモノエタノールアミンの量を制御す
ることもできる。
【００１９】
グリコールアルデヒド（ＨＯＣＨ2ＣＨＯ）は公知のグリコールアルデヒドであり、例
えばＳＩＧＭＡ−ＡＬＤＲＩＣＨ製品番号Ｇ６８０５−５Ｇとして購入することができる
。グリコールアルデヒドは常温常圧下、通常下記式で表されるダイマーとして存在する。
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【化２】

【００２０】
上記（１）の作用におけるアンモニアは公知のアンモニア（ＮＨ3）であり、アンモニ
ウム塩を形成する場合もある。
【００２１】

10

上記（１）の作用における過酸化水素は公知の過酸化水素（Ｈ2Ｏ2）である。
【００２２】
本発明の蛋白質は、上記（１）の理化学的性質に加えて、さらに、下記（２）〜（１１
）から選択されるいずれか１以上の理化学的性質を有する蛋白質であり、好ましくは、上
記（１）の理化学的性質に加えて、さらに、下記（２）の理化学的性質を有する蛋白質で
ある。
【００２３】
一態様において、本発明の蛋白質は：上記（１）及び下記（２）の理化学的性質を有し
、さらに下記（３）〜（５）から選択されるいずれか１以上の理化学的性質を有する蛋白
質であり；例えば、（１）〜（３）の理化学的性質を有する蛋白質であって、さらに（４

20

）及び（５）から選択されるいずれか１以上の理化学的性質を有する蛋白質であり；好ま
しくは、（１）〜（５）の理化学的性質をいずれも有する蛋白質である。
【００２４】
一態様において、本発明の蛋白質は、上記の蛋白質であって、さらに、下記（６）〜（
１１）から選択されるいずれか１以上の理化学的性質を有する蛋白質であり；例えば、さ
らに（６）及び（７）の理化学的性質を有する蛋白質であり；好ましくは、（６）〜（１
１）の理化学的性質をいずれも有する蛋白質である。
【００２５】
（２）比活性
ｐＨ７．５及び３７℃の条件下におけるモノエタノールアミンに対する比活性が、１０

30

μｍｏｌ／ｍｇ／ｍｉｎ以上である。
【００２６】
本発明における比活性とは、蛋白質１ｍｇあたりの活性である。蛋白質は、Ｂｒａｄｆ
ｏｒｄ法、Ｌｏｗｒｙ法、ＢＣＡ法、紫外吸収法等の定量方法を用いて、ウシ血清アルブ
ミン、卵アルブミン等の検量線を用いて測定することができる。測定の感度は、試薬の安
定性、存在する還元剤、界面活性剤、アミノ基を有する化合物、リン酸等による干渉の程
度に応じて差があるので、目的、蛋白質量、用いる蛋白質の溶解液等の条件や状況に応じ
て適切な定量方法を選択すればよい。また、これらの方法は蛋白質の絶対値ではなく相対
値を求める方法であり、測定値は変わり得る。
【００２７】

40

上記の比活性は、ｐＨ７．５及び３７℃の条件下において、１分間に酸化されるモノエ
タノールアミンの量と（μｍｏｌ／ｍｉｎ）、酸化に用いた本発明の蛋白質の量から算出
することができる。本発明において、ｐＨ７．５及び３７℃の条件下において、１分間に
１μｍｏｌのモノエタノールアミンを酸化する本発明の蛋白質の量を１ユニット（Ｕ）と
記載する場合があり、具体的には後述する「本発明の蛋白質の活性測定方法」（後述する
［測定方法］において、基質としてモノエタノールアミンを用いた方法）を用いて測定す
ることができる。
【００２８】
（３）触媒効率（Ｖｍａｘ／Ｋｍ）
モノエタノールアミンに対して１０μｍｏｌ・ｍｇ‑1・ｍｉｎ‑1・ｍＭ‑1以上である。
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【００２９】
本発明における触媒効率は、本発明の蛋白質のモノエタノールアミンに対する上記〔式
１〕の反応の最大反応速度をＶｍａｘ、ミカエリス定数をＫｍとして、下記〔式２〕で算
出する。
触媒効率

＝

Ｖｍａｘ／Ｋｍ・・・〔式２〕

【００３０】
〔式２〕中、Ｖｍａｘ及びＫｍはミカエリス・メンテンの式によるＬｉｎｅｗｅａｖｅ
ｒ−Ｂｕｒｋプロット、ミカエリス・メンテンの式を変形したＨａｎｅｓ−Ｗｏｏｌｆプ
ロット、Ｅａｄｉｅ−Ｈｏｆｓｔｅｅプロット等の線形化手法によって求めればよいが、
基質阻害の影響を排除する場合はＨａｎｅｓ−Ｗｏｏｌｆプロットによって求めることが

10

好ましい（蛋白質・酵素の基礎実験法（改訂第２版、堀尾武一、１９９４年南光堂参照）
）。
【００３１】
本発明の蛋白質の触媒効率の下限は、１μｍｏｌ・ｍｇ‑1・ｍｉｎ‑1・ｍＭ‑1以上であ
ればよく、２５μｍｏｌ・ｍｇ‑1・ｍｉｎ‑1・ｍＭ‑1以上であれば好ましく、５０μｍｏ
ｌ・ｍｇ・ｍｉｎ‑1・ｍＭ‑1以上であればさらに好ましく、７５μｍｏｌ・ｍｇ‑1・ｍｉ
ｎ‑1・ｍＭ‑1以上であれば特に好ましいが、従来公知の一級アミンオキシダーゼよりモノ
エタノールアミンを効率良く酸化するという観点からは１０μｍｏｌ・ｍｇ‑1・ｍｉｎ‑1
・ｍＭ‑1以上が最も好ましい。
【００３２】

20

（４）金属イオン又はキレート剤の影響
Ｚｎ2+（５ｍＭ）で作用が阻害される、及び／又は
ＥＤＴＡ（５ｍＭ）で作用が実質的に阻害されない。
【００３３】
一態様において、本発明の蛋白質の作用は、例えば下記［測定方法］において、基質と
してモノエタノールアミンを用い、反応試薬混合液２を混合した際の反応液中に５ｍＭの
Ｚｎ2+が存在する場合、Ｚｎ2+の非存在下と比較して、５０％以上阻害され、例えば７０
％以上阻害され、８０％以上、９０％以上又は９５％以上阻害され得る。
【００３４】
一態様において、本発明の蛋白質の作用は、例えば下記［測定方法］において、基質と

30

してモノエタノールアミンを用い、反応試薬混合液２を混合した際の反応液中に５ｍＭの
ＥＤＴＡが存在する場合、ＥＤＴＡの非存在下と比較して実質的に阻害されない。本明細
書中において、蛋白質の作用が実質的に阻害されないとは、蛋白質の作用が、対象物質の
非存在下と比較して２０％以上、好ましくは１５％以上、より好ましくは１０％以上、阻
害されないことを指す。
【００３５】
また、一態様において、本発明の蛋白質は、上記に加え、以下のいずれか１以上の性質
を有していてもよい：
Ｍｎ2+（５ｍＭ）存在下で作用が５０％以上阻害される；
Ｃａ2+（５ｍＭ）で作用が実質的に阻害されない；及び

40

2+

Ｍｇ

（５ｍＭ）で作用が実質的に阻害されない。

【００３６】
（５）基質特異性
アミルアミン及びヘキシルアミンに対し、チラミンに対するよりも高い活性を有する。
【００３７】
一態様において、本発明の蛋白質は、エタノールアミン以外の基質に対しても上記（１
）の作用を有する。基質特異性は例えば以下の相対活性で表されるがこれに限定されない
。
【００３８】
例えば、ｐＨ７．５及び３７℃の条件下における、モノエタノールアミンを酸化する活
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性を１００％とした場合の、本発明の蛋白質の各基質に対する相対活性は、以下のいずれ
か１以上の範囲である：
＜１＞チラミンに対して１７５〜１９５％；
＜２＞アグマチンに対して４７〜６７％；
＜３＞ヘキシルアミンに対して３５４〜３７４％；
＜４＞アミルアミンに対して３６６〜３８６％；
＜５＞フェニルエチルアミンに対して１８３〜２０３％。
【００３９】
上記の相対活性は、本発明の蛋白質がｐＨ７．５及び３７℃の条件下において、モノエ
タノールアミンを酸化する活性（反応速度、Ｕ／ｍＬ）に対する、チラミン、アグマチン

10

、ヘキシルアミン、アミルアミン、又はフェニルエチルアミンを酸化する活性の比率であ
り、測定値等は測定の条件や使用機器の精度等によりその値は変化し得る。相対活性の好
適な測定方法の一例を下に示した。
【００４０】
［測定方法］
下記〔式３〕に示すように、基質に対する本発明の蛋白質の作用により生成する過酸化
水素と、ペルオキシダーゼとを用いて、Ｎ，Ｎ−ビス（４−スルホブチル）−３−メチル
アニリン（ＴＯＤＢ）と４−アミノアンチピリン（４ＡＡ）の酸化的カップリング反応を
行う。これにより生成するキノン色素を比色定量分析することにより、本発明の蛋白質が
モノエタノールアミンを酸化する活性を測定する。〔式３〕から明らかなように、本発明

20

の蛋白質の作用で製造される過酸化水素２モルに対して、１モルの、５４６ｎｍに吸収波
長をもつＱｕｉｎｏｎｅ

Ｄｙｅが生成する。

【化３】

30

【００４１】
具体的には、以下の手法を用いて測定することができる。
石英製の１．０ｃｍキュベットに反応試薬混合液１をとり、３７℃で５分間予備加温す
る。反応試薬混合液１中の本発明の蛋白質溶液は２００ｍＭ

Ｔｒｉｓ／ＨＣｌ緩衝液（

ｐＨ７．５）で適当な濃度に希釈したものである。反応試薬混合液２を混和して、５４６
ｎｍにおける吸光度を１０分間測定し、求められた吸光変化をＡｓ／ｍｉｎ、本発明の蛋

40

白質溶液の代わりに精製水を用いた盲検をＡｂ／ｍｉｎとして、１分間に１μｍｏｌのエ
タノールアミンを酸化する酵素量を１Ｕとし、酵素活性（Ｕ／ｍＬ）を下記〔式４〕によ
り算出する。
酵素活性（Ｕ／ｍＬ）
＝｛（Ａｓ／ｍｉｎ−Ａｂ／ｍｉｎ）／１８｝×０．３２／０．０５×希釈倍数・・〔式
４〕
【００４２】
［反応試薬混合液１］
２００ｍＭ
５０Ｕ／ｍＬ

Ｔｒｉｓ／ＨＣｌ緩衝液
ペルオキシダーゼ

ｐＨ７．５

１６μＬ

１９０μＬ
50
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５０μＬ

［反応試薬混合液２］
４０ｍＭ

基質

３２μＬ

０．２％

ＴＯＤＢ

０．３％

４ＡＡ

１６μＬ
１６μＬ

【００４３】
ここで、基質としては、上述のモノエタノールアミンのほか、本発明の蛋白質の基質と
なるか調べようとする任意の化合物を用いることができ、例えば、チラミン、アグマチン
、ヘキシルアミン、アミルアミン、フェニルエチルアミン等の各種アミンを用いることが
できる。チラミン（和光純薬工業株式会社、品番：２０７−１７４６１）、アグマチン（

10

ＳＩＧＭＡ、品番：０５０８３）、ヘキシルアミン（ＳＩＧＭＡ、品番：５３１３０）、
アミルアミン（ＳＩＧＭＡ、品番：１５０３１ＭＥ）、及びフェニルエチルアミン（和光
純薬工業株式会社、品番：１６０−００９１２）はそれぞれ以下の化学式で表される。な
お、本発明の蛋白質の活性は、上記の［測定方法］において基質としてモノエタノールア
ミンを使用して測定することができる（［本発明の蛋白質の活性測定方法］）。
【化４】

20

【化５】

【化６】

30

【化７】

【化８】

40

【００４４】
（６）等電点
ｐＨ５．２〜５．６の範囲である。
【００４５】
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本発明における蛋白質の等電点は、例えば等電点カラム、等電点電気泳動法等によって
測定することができる。また、蛋白質のアミノ酸配列を元に、酸性・塩基性アミノ酸の数
とｐＫａから計算することもできる。
【００４６】
等電点を等電点カラムによって測定する方法は、例えば、以下のように行うことができ
る。両性担体（キャリアアンフォライト）とグリセリンを充填したカラムに、密度勾配等
電点電気泳動装置により、例えば４℃で一晩通電し、例えば２ｍＬ／分程度の速度でカラ
ム内容を溶出して通常０．５ｍＬ又は１．０ｍＬずつ分画する。分画後、なるべく即時に
ｐＨの測定、蛋白の検出・定量、酵素の場合酵素活性の測定を実施し等電点を決定する。
なお、両性担体、通電時間、通電時の温度、分画方法等によって測定値は誤差を含み得る

10

。等電点を等電点電気泳動法にて測定する場合の等電点電気泳動法に用いるｐＨ勾配ゲル
の作製には、両性担体をゲルに添加して電場をかけてｐＨ勾配を形成する手法や、様々な
等電点の側鎖を持つアクリルアミド誘導体を用いてゲル作製と同時にｐＨ勾配を形成する
手法（ＩＰＧ法）等があり、用いる両性担体、アクリルアミド誘導体、等電点マーカー、
通電時間、通電時の温度等に応じて適宜選択することができる。
【００４７】
蛋白質のアミノ酸配列を元に、酸性・塩基性アミノ酸の数とｐＫａから等電点を計算す
る場合、計算に用いるアミノ酸のｐＫａや、蛋白質の構造等を考慮していないので誤差を
含み得ることを考慮する。
20

【００４８】
本発明の蛋白質の等電点は、下限が約ｐＨ５．１であり、５．２であれば好ましく、５
．３であればさらに好ましいがこれに限定されない。上限は約ｐＨ５．７であり、５．６
であれば好ましく、５．５であればさらに好ましいがこれに限定されない。
【００４９】
（７）至適ｐＨ
ｐＨ７．２〜７．５の範囲である。
【００５０】
本発明の蛋白質の至適ｐＨは、例えば、上記［測定方法］により活性を測定して確認す
ることができ、ｐＨ７．２〜７．５の範囲である。したがって、本発明の蛋白質を作用さ
せる際のｐＨの下限はｐＨ５．５であり、ｐＨ６であれば好ましく、最大の作用を示すｐ

30

Ｈと比較して９０％以上の作用を示すｐＨ７．２であれば特に好ましい。上限はｐＨ８．
５であり、ｐＨ８であれば好ましく、最大活性と比較して９０％以上の作用を示すｐＨ７
．５であれば特に好ましい。
【００５１】
（８）分子量
６７〜８１ｋＤａの範囲である。
【００５２】
本発明の蛋白質の分子量は、例えばＳＤＳ−ＰＡＧＥ法により求めることができる。Ｓ
ＤＳ−ＰＡＧＥ（Ｐｏｌｙ−Ａｃｒｙｌａｍｉｄｅ

Ｇｅｌ

Ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｏｒｅ

ｓｉｓ）法による分子量測定とは、ドデシル硫酸ナトリウム（Ｓｏｄｉｕｍ
ｙｌ

ｄｏｄｅｃ

40

ｓｕｌｆａｔｅ（ＳＤＳ））によりＳＤＳ−タンパク質複合体を形成させ変性した

タンパク質（ポリペプチド）に、アクリルアミドを重合させたゲル中で電圧を付加し、そ
の移動度によってそれぞれのポリペプチドが分離できることを利用する分子量の測定方法
である。また、本発明の蛋白質の分子量は、例えばアミノ酸配列から計算することにより
求めることもできる。
【００５３】
ＳＤＳ−ＰＡＧＥ法による分子量測定においては：使用する分子量マーカーの種類や数
；ポリアクリルアミドゲルのポリアクリルアミド含有率、ゲルの大きさ、製法等；泳動ｂ
ｕｆｆｅｒの種類、ｐＨ、濃度；電圧を付加する際の温度、電流、時間等；ポリペプチド
の染色方法、脱色方法等；によって測定値が誤差を含み得る。
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【００５４】
また本発明の蛋白質の分子量をアミノ酸配列から計算することにより求める際、アミノ
酸配列において、作用に影響しない１又は複数個のアミノ酸が欠失、置換もしくは付加し
た場合、糖等により翻訳後修飾された場合、及び化学修飾した場合には、分子量変化する
場合があり、例えば、Ｎ末端にＨｉｓタグを付加する場合や翻訳後修飾による糖鎖が付加
されている場合には分子量が約１，０００以上大きくなることがある。
【００５５】
一態様において、本発明の蛋白質のＳＤＳ−ＰＡＧＥ法による分子量は約６７〜８１ｋ
Ｄａの範囲であり、下限は約６６ｋＤａであり、６７ｋＤａであれば好ましく、６８ｋＤ
ａであればさらに好ましい。上限は約８２ｋＤａであり、８１ｋＤａであれば好ましく、

10

８０ｋＤａであればさらに好ましい。
【００５６】
（９）ｐＨ安定性
４℃、ｐＨ６．５〜９の範囲で３時間保持後、８０％以上の残存活性を有する；及び／
又は
４℃、ｐＨ５．５〜９．５の範囲で３時間保持後、６０％以上の残存活性を有する。
【００５７】
本発明の蛋白質のｐＨ安定性は、４℃、特定のｐＨ条件下で３時間保持前後の本発明の
蛋白質の活性を、上記の［本発明の蛋白質の活性測定方法］を用いて測定し、保持前の活
性と比較した保持後の残存活性を調べることで確認することができる。

20

【００５８】
一態様において、本発明の蛋白質のｐＨ安定性は、保持後６０％以上の残存活性を有し
得るｐＨ５．５〜９．５の範囲で表すことができ、好ましくは、保持後８０％以上の残存
活性を有し得るｐＨ６．５〜９の範囲で表すことができる。
【００５９】
（１０）熱安定性
２００ｍＭ

Ｂｉｓ−Ｔｒｉｓ／塩酸緩衝液（ｐＨ７．２）中、３７℃、３０分間の熱

処理後、９０％以上の残存活性を有する；及び／又は
２００ｍＭ

Ｂｉｓ−Ｔｒｉｓ／塩酸緩衝液（ｐＨ７．２）中、４５℃、３０分間の熱
30

処理後、４０％以上の残存活性を有する。
【００６０】
本発明の蛋白質のｐＨ安定性は、２００ｍＭ

Ｂｉｓ−Ｔｒｉｓ／塩酸緩衝液（ｐＨ７

．２）中、特定の温度下で３０分間の熱処理前後の本発明の蛋白質の活性を、上記の［本
発明の蛋白質の活性測定方法］を用いて測定し、処理前の活性と比較した処理後の残存活
性を調べることで確認することができる。
【００６１】
一態様において、本発明の蛋白質は、２００ｍＭ

Ｂｉｓ−Ｔｒｉｓ／塩酸緩衝液（ｐ

Ｈ７．２）中、４５℃、３０分間の熱処理後、４０％以上の残存活性を有し、汎用自動分
析機の測定温度が３７℃であることから、好ましくは、上記緩衝液中、３７℃、３０分間
の熱処理後、９０％以上の残存活性を有する。

40

【００６２】
（１１）至適温度
４３〜４７℃の範囲である。
【００６３】
本発明の蛋白質の至適温度は、例えば上記［測定方法］により様々な温度下で本発明の
蛋白質の活性を測定して確認することができ、特に好ましい至適温度は、最大の活性を示
す温度と比較して９０％以上の作用を示す温度範囲である。
【００６４】
一態様において、本発明の蛋白質の至適温度の下限は２０℃であり、４０℃であれば好
ましく、より好ましくは４３℃である。上限は６０℃であり、５０℃であれば好ましく、

50

(15)

JP 2014‑233219 A 2014.12.15

４７℃であればさらに好ましい。
【００６５】
一態様において、本発明の蛋白質は、上記（１）及び（２）、好ましくは上記（１）〜
（３）の理化学的性質を有する蛋白質であって、配列番号１２〜１４に記載のアミノ酸配
列を含む蛋白質である。配列番号１２及び１３に記載のアミノ酸配列は、銅イオンと複合
体を形成する一級アミンオキシダーゼに特徴的な、銅のキレートに関与するコンセンサス
配列である。配列番号１４に記載のアミノ酸配列は、後述の実施例で得られた本発明の蛋
白質のアミノ酸配列（配列番号１）を、公知の一級アミンオキシダーゼのアミノ酸配列と
アライメントし、本発明の蛋白質に特異的な配列として特定された配列である。
10

【００６６】
本発明の蛋白質が天然の微生物由来である場合、該微生物は、上記理化学的性質を始め
本願明細書に記載されたその他の性質のいずれかを有する蛋白質を生産する微生物であれ
ば特に限定されないが、例えばＳｙｎｃｅｐｈａｌａｓｔｒｕｍ属に属する微生物であり
、好ましくは、Ｓｙｎｃｅｐｈａｌａｓｔｒｕｍ

ｒａｃｅｍｏｓｕｍに属する微生物で

あり、最も好ましくはＳｙｎｃｅｐｈａｌａｓｔｒｕｍ

ｒａｃｅｍｏｓｕｍ（ＮＩＴＥ

Ｐ−０１５９４）である。土壌、湖沼、海、生物の表面や体腔内等から分離した菌株が
、Ｓｙｎｃｅｐｈａｌａｓｔｒｕｍ属に属する微生物であるかどうかは、例えば「Ｂｅｒ
ｇｅｙ

ｓ

Ｍａｎｕａｌ

第２版（２００１年）」、「微生物の分類・同定実験法―分

子遺伝学・分子生物学的手法を中心に（Ｓｐｒｉｎｇｅｒ

Ｌａｂ

Ｍａｎｕａｌ）シュ

プリンガー・フェアラーク東京、２００１年９月」等に記載の方法、市販の同定検査用製

20

品（例えばＢＩＯＭＥＲＩＥＵＸ社）を使用する方法、「株式会社テクノスルガ・ラボ（
静岡県静岡市）」等に委託する方法等により確認すればよい。さらにそれらの菌株が、Ｓ
ｙｎｃｅｐｈａｌａｓｔｒｕｍ
ｂｒａｎｄｔ

ｒａｃｅｍｏｓｕｍであるかどうかは、「Ｓｔａｃｋｅ

Ｅ．、Ｅｂｅｒｓ

ｒｅｖｉｓｉｔｅｄ：
ｃｒｏｂｉｏｌｏｇｙ

Ｊ．：

Ｔａｘｏｎｏｍｉｃ

ｔａｒｎｉｓｈｅｄ
ｔｏｄａｙ，

ｇｏｌｄ

ｎｏｖ，

ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ

ｓｔａｎｄａｒｄｓ，

Ｍｉ

１５２−１５５頁、２００６年」に記

載の方法等により判断すればよい。すなわち、ＤＮＡ−ＤＮＡハイブリダイゼーションで
７０％以上の相同性がある、又は１６ｓ

ｒＲＮＡが９８．５％以上同一であれば同属同

種と判断できる。好ましくはＤＮＡ−ＤＮＡハイブリダイゼーションで７０％以上の相同
性があれば同属同種と判断することができる。２８Ｓ
ＩＴＳ−５．８Ｓ

ｒＤＮＡ−Ｄ１／Ｄ２及び／又は

ｒＤＮＡ塩基配列によりＳｙｎｃｅｐｈａｌａｓｔｒｕｍ

30

ｒａｃｅ

ｍｏｓｕｍであるかどうかを判断する場合も同様である。
【００６７】
天然の微生物の分離は、当業者に公知の手法を用いて行うことができ、例えば、日本生
物工学会編生物工学実験書（２００２年改訂版、培風館）に記載の微生物分離方法を参考
にして行うことができる。Ｓｙｎｃｅｐｈａｌａｓｔｒｕｍ属の微生物は、例えば、土壌
約１ｇを１０ｍＬの滅菌水に入れ、６０℃で約１時間熱処理し、上清を５０ｍｇ／Ｌのク
ロラムフェニコールを含むＹｐＳｓ培地（Ｙｅａｓｔ
ｌｕｂｌｅ

ｓｔａｒｃｈ

５％、Ａｇａｒ

１．５％、Ｋ2ＨＰＯ4

ｅｘｔｒａｃｔ

０．４％、Ｓｏ

０．１％、ＭｇＳＯ4・７Ｈ2Ｏ

０

１．５％）に蒔き、２４℃で５〜６日培養し、得られたカビのコロニー

40

を上記の方法で同定して得ることができる。
【００６８】
Ｓｙｎｃｅｐｈａｌａｓｔｒｕｍ

ｒａｃｅｍｏｓｕｍの典型的な培養性状と形態的特

徴は以下の通りである。Ｓｙｎｃｅｐｈａｌａｓｔｒｕｍ

ｒａｃｅｍｏｓｕｍは、ＰＤ

Ａ、ＭＡ、ＯＡ及びＬｃＡ培地上で生育が速く、１週間培養で約８５ｍｍ、成熟とともに
白色から灰色に着色し、羊毛状のコロニー性状を示す。栄養菌糸は寒天表面上あるいは寒
天内に形成され、無色、無隔壁で分岐する形状を示す。胞子嚢胞子嚢柄は栄養菌糸あるい
は気中菌糸上に形成され、非分岐又は仮軸状に分岐し、無色〜明褐色、先端部に球形〜亜
球形に膨らんだ胞子嚢を形成する。寒天上の栄養菌糸から直生する胞子嚢柄の基部には仮
根の形成が認められる。胞子嚢柄と胞子嚢は隔壁で仕切られ、胞子嚢は球形〜亜球形、無
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色〜明褐色、全面から放射状に円柱形の分節胞子嚢が形成される。成熟した分節胞子嚢で
は内部に仕切りが入り、５〜１０個の分節胞子が連鎖状に並び、分節胞子がバラバラにな
る。分節胞子は卵形〜球形又は不定形、１細胞、無色〜明褐色、平滑〜わずかに粗面であ
る。
【００６９】
後述の実施例に記載のとおり、本発明の蛋白質を生成することが確認されたＳｙｎｃｅ
ｐｈａｌａｓｔｒｕｍ

ｒａｃｅｍｏｓｕｍ（ＮＩＴＥ

ＤＮＡ−Ｄ１／Ｄ２及びＩＴＳ−５．８Ｓ

Ｐ−０１５９４）の２８Ｓ

ｒ

ｒＤＮＡの塩基配列を、それぞれ配列番号１

０及び１１に示した。
10

【００７０】
本発明の蛋白質としては、Ｓｙｎｃｅｐｈａｌａｓｔｒｕｍ
ＩＴＥ

ｒａｃｅｍｏｓｕｍ（Ｎ

Ｐ−０１５９４）由来の配列番号１のアミノ酸配列を有する蛋白質が挙げられる

。また、配列番号１に記載のアミノ酸配列において、１又は複数個のアミノ酸が欠失、置
換若しくは付加されたアミノ酸配列からなり、上記〔式１〕で表される反応を触媒する蛋
白質も挙げられる。
【００７１】
例えば、本発明の蛋白質としては：配列番号１のアミノ酸配列を含み、上記〔式１〕で
表される反応を触媒する蛋白質；配列番号１に記載のアミノ酸配列において、上記〔式１
〕で表される反応の触媒作用に関与しない一部のアミノ酸を変異させたアミノ酸配列から
なる蛋白質；及び配列番号１のアミノ酸配列に各種のアミノ酸残基が付加されたアミノ酸

20

配列からなり、上記〔式１〕で表される反応を触媒する蛋白質が挙げられる。本発明の蛋
白質のＮ末端側及び／又はＣ末端側にチオレドキシン蛋白質等機能性蛋白質やその他のア
ミノ酸配列からなる部分を付加する等により融合蛋白質とすることも好ましい。また、該
付加する部分により精製や確認等をせしめることのできるタグと呼ばれる部分を融合させ
てもよく、場合によっては、融合後、そのタグ部分の全部又は一部を削除してよい。例え
ば、本発明の蛋白質を菌体外やペリプラズムへ輸送する為の約２０個のシグナルペプチド
や、効率的な精製を行う為の５〜１０個のＨｉｓを付加してもよく、それらを直列して付
加してもよい。それらのアミノ酸配列の間等に数個のプロテアーゼ認識アミノ酸配列を配
置して付加してもよい。上述の付加の例と同様に、欠失、又は置換を行うことができ、例
えば、配列番号１のアミノ酸配列において、上記〔式１〕で表される反応を触媒する作用

30

とは無関係の、数個のアミノ酸からなるドメインや、複数個のアミノ酸からなるギャップ
が存在する場合、それらの欠失を組み合わせることもできる。欠失、置換又は付加を適宜
組み合わせてもよい。
【００７２】
また、本発明の蛋白質は、配列番号２に記載の塩基配列に相補的な塩基配列とストリン
ジェントな条件下でハイブリダイズする塩基配列によりコードされる蛋白質であって、〔
式１〕で表される反応を触媒する蛋白質であってもよい。ストリンジェントな条件につい
ては、下記に詳述する。
【００７３】
上記の蛋白質は、上記（１）の理化学的性質に加えて（２）〜（１１）の理化学的性質

40

を有することが好ましい。
【００７４】
本発明はまた：配列番号１のアミノ酸配列からなる蛋白質をコードする塩基配列を含む
遺伝子；及び配列番号１に記載のアミノ酸配列において、１又は複数個のアミノ酸が欠失
、置換若しくは付加されたアミノ酸配列からなり、上記〔式１〕で表される反応を触媒す
る蛋白質をコードする塩基配列を含む遺伝子にも関する。
【００７５】
そのような遺伝子としては、特に限定されないが、例えば：配列番号２に記載の塩基配
列を含む遺伝子；及び配列番号２に記載の塩基配列において１又は複数個の塩基が欠失、
置換若しくは付加された塩基配列からなり、上記〔式１〕で表される反応を触媒する蛋白
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質をコードする塩基配列が挙げられ、具体的には：配列番号２の塩基配列を大腸菌や放線
菌等宿主のコドン使用頻度に合わせて変更した塩基配列を含む遺伝子；及び配列番号１の
アミノ酸配列において、上記〔式１〕で表される反応を触媒する作用に関与しない１又は
複数個のアミノ酸が欠失、置換若しくは付加されたアミノ酸配列をコードする塩基配列を
含む遺伝子が例示される。好ましい遺伝子としては、上記理化学的性質の（１）〜（１１
）又は本明細書に記載の理化学的性質の一つ以上を有する蛋白質をコードする塩基配列を
含む遺伝子が挙げられるが、これに限定されない。
【００７６】
本発明の遺伝子は、また、配列番号２に記載の塩基配列に相補的な塩基配列とストリン
ジェントな条件下でハイブリダイズする塩基配列であって、上記〔式１〕で表される反応

10

を触媒する蛋白質をコードする塩基配列を含む遺伝子であってもよい。
【００７７】
上記のストリンジェントな条件は、通常、完全ハイブリッドの融解温度（Ｔｍ）より約
５℃〜約３０℃、好ましくは約１０℃〜約２５℃低い温度であって、特異的なハイブリッ
ドが形成される条件であり、例えばＪ．Ｓａｍｂｒｏｏｋら，Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ Ｃｌ
ｏｎｉｎｇ，ＡＬａｂｏｒａｔｏｒｙ Ｍａｎｎｕａｌ，Ｓｅｃｏｎｄ Ｅｄｉｔｉｏｎ，
Ｃｏｌｄ Ｓｐｒｉｎｇ Ｈａｒｂｏｒ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ Ｐｒｅｓｓ（１９８９）に
記載されている条件が挙げられる。また、例えば、９０％以上の相同性を有するＤＮＡ同
士がハイブリダイズし、それより相同性が低いＤＮＡ同士がハイブリダイズしない条件で
あってもよい。具体的には、例えば、完全ハイブリッドのＴｍ〜（Ｔｍ−３０）℃、好ま
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しくはＴｍ〜（Ｔｍ−２０）℃の温度範囲で、かつ１×ＳＳＣ（１倍濃度のＳＳＣ溶液の
組成は、１５０ｍＭ塩化ナトリウム、１５ｍＭクエン酸ナトリウム）、好ましくは０．１
×ＳＳＣに相当する塩濃度でハイブリダイズを行う条件が挙げられる。
【００７８】
好ましくは、本発明の遺伝子は、上記のいずれかの塩基配列からなる遺伝子である。
【００７９】
本発明はまた、上記の遺伝子を含む組換えベクターにも関する。遺伝子を組み込むベク
ターは特に限定されないが、宿主微生物体内で自律的に増殖しうるファージ又はプラスミ
ドのうち遺伝子組換用として構築されたものが適しており、ファージベクターとしては、
例えば、大腸菌に属する微生物を宿主とする場合にはλｇｔ・λＣ、λｇｔ・λＢ等が使

30

用できる。プラスミドベクターとしては、例えば、大腸菌を宿主とする場合には、Ｎｏｖ
ａｇｅｎ社のｐＥＴベクター、又はｐＢＲ３２２、ｐＢＲ３２５、ｐＡＣＹＣ１８４、ｐ
ＵＣ１２、ｐＵＣ１３、ｐＵＣ１８、ｐＵＣ１９、ｐＵＣ１１８、ｐＩＮ

Ｉ、Ｂｌｕｅ

ｓｃｒｉｐｔＫＳ＋等、バチラス・サチリスを宿主とする場合にはｐＷＨ１５２０、ｐＵ
Ｂ１１０、ｐＫＨ３００ＰＬＫ等、放線菌を宿主とする場合にはｐＩＪ６８０、ｐＩＪ７
０２等、酵母、特にサッカロマイセス・セレビジアエを宿主とする場合にはＹＲｐ７、ｐ
ＹＣ１、ＹＥｐ１３等が使用できる。本発明の組換えベクターは、安全性が確認されてい
るという観点から、遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって
執るべき拡散防止措置等を定める省令（平成十六年財務省、厚生労働省、農林水産省、経
済産業省、環境省令第一号）別表第一号の規定に基づき経済産業大臣が定めるＧＩＬＳＰ
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遺伝子組換え微生物の、別表第一に掲げられたベクターに、上記の本発明の遺伝子が挿入
された組換えベクターが好ましい。プロモーターは宿主中で発現できるものであれば特に
限定されない。本発明の組換えベクターは、例えば本発明の遺伝子及び上記のベクターを
用いて、当業者に公知の手法で作成することができる。
【００８０】
本発明はまた、上記の組換えベクターを含む形質転換体にも関する。本発明の形質転換
体は、上記組換えベクターで形質転換された形質転換体であれば限定されず、宿主として
は、大腸菌、バチラス・サチリス、ストレプトマイセス属やロドコッカス属に属する放線
菌、サッカロマイセス・セレビジアエ、ピキア・パストリス、麹カビ等が挙げられる。本
発明の形質転換体は、安全性が確認されているという観点から、遺伝子組換え生物等の第
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二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令（平成
十六年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第一号）別表第一号の規
定に基づき経済産業大臣が定めるＧＩＬＳＰ遺伝子組換え微生物の、別表第一に掲げられ
た宿主に形質転換したものが好ましい。本発明の形質転換体は、例えば本発明の組換えベ
クター及び上記の宿主を用いて、当業者に公知の手法で作成することができる。
【００８１】
本発明はまた、本発明の蛋白質を生成する微生物を培地で培養し、培養物中に本発明の
蛋白質を生成蓄積させ、該培養物から該蛋白質を採取することを特徴とする、本発明の蛋
白質の製造方法にも関する。
【００８２】

10

微生物の培養工程及び生成蓄積工程における培養条件はその栄養生理的性質を考慮して
適宜選択すればよく、通常液体培養で行うが、工業的には深部通気撹拌培養を行うのが有
利であり得る。培地の栄養源としては、上記のＰＤＡ、ＭＡ、ＯＡ又はＬｃＡ培地等微生
物の培養に通常用いられるものが広く使用され得る。培養温度は本発明の蛋白質が生成さ
れる範囲で適宜変更し得るが、天然の微生物の場合、下限が５℃以上、好ましくは１５℃
以上、更に好ましくは２０℃以上、上限は、好熱性の古細菌やバクテリアの場合の約１０
０℃となるが、通常は５５℃以下、好ましくは４５℃以下、更に好ましくは４０℃以下で
ある。特に真菌の場合は、下限が４℃以上、好ましくは１０℃以上、更に好ましくは２０
℃以上、上限が５０℃以下、好ましくは４２℃以下、更に好ましくは３７℃以下である。
培養時間は、培養条件によって変動し得るが、本発明の蛋白質の生成が最高量に達する時
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期を見計らって適当な時期に培養を終了すればよく、通常は下限が１７時間以上、好まし
くは２０時間以上、更に好ましくは２４時間以上、上限が８０時間以下、好ましくは７２
時間以下、更に好ましくは４８時間以下である。特に真菌の場合は、下限が１日以上、好
ましくは２日以上、上限は約１０日、好ましくは４日以下、更に好ましくは３日以下であ
る。培地ｐＨは微生物が発育し、本発明の蛋白質を生成する範囲で適宜変更し得るが、下
限が好ましくはｐＨ４以上、更に好ましくはｐＨ５以上、上限が好ましくはｐＨ８．５以
下、より好ましくはｐＨ７．５以下である。特に真菌の場合は、低いｐＨが好ましい。
【００８３】
本発明はまた、上記の本発明の形質転換体を培地で培養し、培養物中に本発明の蛋白質
を生成蓄積させ、該培養物から該蛋白質を採取することを特徴とする、本発明の蛋白質の
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製造方法にも関する。
【００８４】
形質転換体の培養工程及び生成蓄積工程における培養条件は、上記微生物の場合と同様
であり、形質転換体の種類に応じて適宜選択することができる。例えば、形質転換体が大
腸菌の場合、培養温度は、下限が１０℃以上、好ましくは２０℃以上、更に好ましくは２
５℃以上、上限が４５℃以下、好ましくは４２℃以下、更に好ましくは３７℃以下である
。形質転換体が放線菌の場合、下限が４℃以上、好ましくは１０℃以上、更に好ましくは
２０℃以上、上限が５０℃以下、好ましくは４２℃以下、更に好ましくは３７℃以下であ
る。培養時間は、条件によって変動し得るが、本発明の蛋白質の生成が最高量に達する時
期を見計らって適当な時期に培養を終了すればよく、形質転換体が大腸菌の場合、通常は
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下限が１０時間以上、好ましくは１２時間以上、更に好ましくは１７時間以上、上限が６
０時間以下、好ましくは４８時間以下、更に好ましくは３０時間以下である。形質転換体
が放線菌の場合、通常は下限が１７時間以上、好ましくは２０時間以上、更に好ましくは
２４時間以上、上限が８０時間以下、好ましくは７２時間以下、更に好ましくは４８時間
以下である。培地ｐＨは、形質転換体が発育し、本発明の蛋白質を生成する範囲で適宜変
更し得るが、大腸菌や放線菌の場合、下限が好ましくはｐＨ５．８以上、更に好ましくは
ｐＨ６．２以上、上限が好ましくはｐＨ８．５以下、更に好ましくはｐＨ７．５以下であ
る。
【００８５】
上記の培養物中に生成蓄積された本発明の蛋白質を採取する方法は特に限定されないが
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、簡便には殺菌、非殺菌を問わず菌体を含む細胞等のまま本発明の蛋白質を採取してもよ
い。培養不純物や細胞破砕物等を軽く除き、不純物が残存したまま、本発明の蛋白質を採
取することも好ましい。目的や用途等によっては実質的に不純物を包含しない本発明の蛋
白質を採取することも好ましい。例えば５０％以上、７０％以上又は９５％以上の純度で
本発明の蛋白質を採取することが例示される。純度はＳＤＳ−ＰＡＧＥやＨＰＬＣ等の公
知の方法を用いて確認することができる。
【００８６】
本発明の蛋白質を精製する方法を以下に説明する。が本発明の蛋白質が、菌体内に形成
される場合には、培養終了後、得られた培養物から、濾過又は遠心分離等の手段により菌
体を採集する。次いで、この菌体を機械的方法又はリゾチーム等の酵素的方法で破壊し、
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必要に応じてＥＤＴＡ、及び／又は適当な界面活性剤等を添加して該蛋白質を濃縮し、ア
セトン、メタノール、エタノール等の有機溶媒による分別沈殿法、硫酸アンモニウム、食
塩等による塩析法等を適用して本発明の蛋白質を沈殿させ回収することができる。この沈
殿物について、必要に応じて透析、等電点沈殿を行った後、ゲル濾過、アフィニティーク
ロマトグラフィー等の吸着クロマトグラフィー、イオン交換クロマトグラフィーや疎水的
クロマトグラフィーにより処理して、精製された本発明の蛋白質を得ることができる。上
記の方法は適宜組み合わせて行うことができる。また、本発明の蛋白質が培養液中に形成
される場合には、培養物から濾過又は遠心分離等の手段により菌体を除去して培養液を得
て、前記菌体内に形成される場合と同様の処理を行うことにより、精製された本発明の蛋
20

白質を得ることができる。
【００８７】
本発明の蛋白質が上記の理化学的性質（特に（１）の作用）を有するためには、銅イオ
ンの存在が必要な場合があるため、上記の本発明の蛋白質の製造方法における各工程、例
えば、培養工程、生成蓄積工程及び採取工程のいずれか１以上において、銅イオンを存在
させてもよい。遺伝子組換え微生物で本発明の蛋白質を大量に製造する場合は、本発明の
蛋白質の製造方法におけるいずれか１以上の工程において、銅イオンを存在させることが
望ましい。また、銅イオンを存在させない方法で本発明の蛋白質を製造した場合は、例え
ば後述する本発明の蛋白質を含有するモノエタノールアミン酸化剤等の組成物に、銅イオ
ンを含有させてもよい。
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【００８８】
一態様において、銅イオンを存在させない条件下で製造した本発明の蛋白質が銅イオン
の存在により上記の（１）の理化学的性質を発揮する特徴を利用して、本発明の蛋白質を
用いた銅イオンの測定方法や本発明の蛋白質を含む銅イオン測定組成物を提供することも
できる。
【００８９】
上記の本発明の蛋白質の製造方法によって得られる蛋白質は、必要に応じて安定化剤と
して、各種の塩類、糖類、蛋白質、脂質、界面活性剤等を加え、限外濾過濃縮、凍結乾燥
等の方法により、液状又は固形とすることができる。凍結乾燥を行う場合、安定化剤とし
てサッカロース、マンニトール、食塩、アルブミン、硫安等を０．５〜１０％程度添加し

40

てもよい。
【００９０】
本発明の蛋白質は、従来公知のエタノールアミンオキシダーゼ、モノアミンオキシダー
ゼ、及び一級アミンオキシダーゼである下記酵素とは上記の理化学的性質及びアミノ酸配
列において区別できる。例えば、配列番号１に記載のアミノ酸配列と相同性を有する公知
のアミノ酸配列を、ＮＣＢＩ
ｔ

Ｓｅａｒｃｈ

ＢＬＡＳＴ（Ｂａｓｉｃ

Ｌｏｃａｌ

Ａｌｉｇｎｍｅｎ

Ｔｏｏｌ（ｈｔｔｐ：／／ｂｌａｓｔ．ｎｃｂｉ．ｎｌｍ．ｎｉｈ．

ｇｏｖ／Ｂｌａｓｔ．ｃｇｉ））でＰｒｏｔｅｉｎ
５月２９日時点で、Ｒｈｉｚｏｐｕｓ
ｙｐｏｔｈｅｔｉｃａｌ

ＢＬＡＳＴ検索すると、平成２５年

ｄｅｌｅｍａｒ

ｐｒｏｔｅｉｎ

ＲＡ

９９−８８０株由来のｈ

ＲＯ３Ｇ＿０５１６６が最上位で検索できる

ものの、配列番号１に記載のアミノ酸配列との同一性は５６％であり、全く異なることが
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明らかである。
【００９１】
本発明はまた、本発明の蛋白質を用いるモノエタノールアミンの酸化方法及び本発明の
蛋白質を用いてモノエタノールアミンからグリコールアルデヒド、アンモニア、又は過酸
化水素を製造する方法にも関し、これらの本発明の蛋白質を用いる方法は、酸素及び水の
存在下、モノエタノールアミンをグリコールアルデヒド、アンモニア、及び過酸化水素と
なす方法であれば好ましい。
【００９２】
本発明の蛋白質を用いる方法は、液相、気相若しくは固相又はこれらの臨界面等で実施
すればよく、液相で実施することが好ましい。液相としては、水相、有機溶媒相等が想定

10

され、水相としては、例えば水及び適当な水溶液が例示され、さらにメタノールやエタノ
ール等の適当な有機溶媒これらを含有した水性媒体が例示され。水相には、適当なｐＨ緩
衝剤を用いることが好ましい。ｐＨ緩衝剤は目的のｐＨを保つことができ、モノエタノー
ルアミンが酸化できる限り特に限定されないが、グッドの緩衝剤、Ｔｒｉｓ／ＨＣｌ緩衝
液、リン酸カリウム緩衝液、酢酸／ＮａＯＨ緩衝液、クエン酸／ＮａＯＨ緩衝液等が例示
できる。上記の本発明の蛋白質を用いる方法を実施するｐＨは、モノエタノールアミンが
酸化できる限り特に限定されないが、上記理化学的性質の「（９）ｐＨ安定性」において
言及した範囲が例示され、好ましくは上記理化学的性質のうち「（７）の至適ｐＨ」にお
いて言及した範囲である。ｐＨ緩衝剤の濃度は、目的のｐＨを保つことができ、酸化反応
が進行する限り特に限定されないが、下限として１ｍＭ以上、好ましくは５ｍＭ以上、更

20

に好ましくは１０ｍＭ以上が例示され、上限としては５００ｍＭ以下、好ましくは３００
ｍＭ以下、更に好ましくは２００ｍＭ以下が例示される。
【００９３】
本発明の蛋白質を用いる方法を実施するその他の好ましい液相としては、例えばゾル・
ゲル又は乳濁液を挙げることができる。ゾル・ゲルを得るためには、例えば、寒天等の多
糖類を利用することができる。乳濁液を得るためには、例えば、有機溶媒等を利用するこ
ともできるし、両親媒性物質を利用してミセルとすることもできる。いずれの場合も、緩
衝液を用いる場合には上述と同様に行うことができる。
【００９４】
本発明の蛋白質を用いる方法を実施する温度は、モノエタノールアミンが酸化される温

30

度であれば特に限定されないが、図６を参照して設定することができ、上記理化学的性質
の「（１１）至適温度」において言及した範囲が好ましい。
【００９５】
本発明の蛋白質を用いる方法において使用する本発明の蛋白質の量及び反応時間等は、
モノエタノールアミンが酸化される、及び／又はモノエタノールアミンからグリコールア
ルデヒド、アンモニア、及び過酸化水素が得られる限り特に限定されず、原料や試料に含
まれるモノエタノールアミンの存在量、使用する装置、及び／又は経済的な事情等に応じ
て望ましい結果が得られるように決定し得る。本発明の蛋白質を用いる方法において使用
する本発明の蛋白質の量は、例えば、原料や試料に含まれるモノエタノールアミンの存在
量が１ｍＭ以下で、その全てを酸化する場合、下限が１ｍＵ／ｍｌ以上、好ましくは５ｍ

40

Ｕ／ｍｌ以上、更に好ましくは５０ｍＵ／ｍｌ以上、上限が１０Ｕ／ｍｌ以下、好ましく
は３Ｕ／ｍｌ以下、更に好ましくは１Ｕ／ｍｌ以下である。同条件下における反応時間は
、下限が１５秒以上、好ましくは１分以上、更に好ましくは３分以上である。上限は特に
設けないが、好ましくは３０分以下、更に好ましくは１５分以下、特に好ましくは１０分
以下である。
【００９６】
本発明の蛋白質を用いる方法において製造されたグリコールアルデヒド、アンモニア、
又は過酸化水素は、原料や他の製造物等が混在したままであってもよいが、目的や用途等
場合によっては実質的に不純物を包含しないようにすることも好ましく、通常は、例えば
５０％以上、７０％以上、９５％以上の各種の純度にすることができる。グリコールアル
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デヒドの精製は、公知の手法で行うことができ、例えば、溶剤等を用いた抽出、シリカゲ
ル、アルミナ、及び／又はセライト等を用いたクロマトグラフィー、及び／又は再結晶等
による精製方法が例示できる。
【００９７】
本発明はまた、本発明の蛋白質を含有するモノエタノールアミン酸化剤に関する。本発
明の酸化剤は、上記の本発明の蛋白質を用いた方法に用いることができ、組成物やキット
として提供することができる。本発明の酸化剤は、本発明の蛋白質のほか、ｐＨ緩衝剤、
や試薬等を含んでもよい。本発明の蛋白質の添加量や試薬等の種類は上述の記載を参照す
ることができる。
10

【００９８】
本発明の酸化剤は、液状物、液状物の凍結物、液状物の凍結乾燥物又は液状物の乾燥物
（加熱乾燥及び／又は風乾及び／又は減圧乾燥等による）等として提供することができる
。一態様において、液状物、液状物の凍結物又は液状物の凍結乾燥物が好ましく、液状物
又は液状物の凍結乾燥物が更に好ましく、液状物が最も好ましい。別の態様として、液状
物の凍結物が好ましい場合もある。更に別の態様としては、液状物の凍結乾燥物が好まし
い場合もある。
【００９９】
本発明の酸化剤は、一試薬からなる酸化剤としてもよいが、試薬の安定性向上や測定精
度向上等を目的とする等の必要に応じて、二試薬以上に分離してもよい。試薬の品質向上
等を目的として界面活性剤や防腐剤等を混合してもよい。例えば、ＰＯＣのキャピラリー

20

への使用、又は酵素センサーとしての使用の場合、各成分の濃度は通常よりも高いことが
好ましく、例えば、固定化したり、紙や膜に染み込ませたり、ゲル・ゾル状組成物とした
りして使用することが好ましい。本発明の酸化剤を二試薬以上に分離して提供する場合の
例として、例えば試薬の測定精度向上を目的とする場合は、試料中に測定値へ影響を与え
る干渉物質が存在する場合を想定し、干渉物質の影響回避の為の試薬を第一の試薬とし、
本発明の蛋白質等を含む試薬を第二の試薬とする例が挙げられる。
【０１００】
本発明はまた、ホスファチジルエタノールアミン（ＰＥ）の定量方法であって：ＰＥを
加水分解してホスファチジン酸とモノエタノールアミンを得る工程；得られたモノエタノ
ールアミンから、本発明の蛋白質を用いて過酸化水素を発生させる工程；及び発生した過

30

酸化水素を定量する工程；を含む方法にも関する。
【０１０１】
ＰＥの加水分解は、ホスファチジン酸とモノエタノールアミンを得ることができる方法
であれば特に限定されないが、簡便には、加水分解酵素であるホスホリパーゼＤ又はホス
ホリパーゼＣとフォスファターゼを用いて当業者に公知の手法で行うことができる。得ら
れたモノエタノールアミンから、本発明の蛋白質を用いて過酸化水素を発生させる工程；
及び発生した過酸化水素を定量する工程は、上記の［本発明の測定方法］等を参照して行
うことができる。
【実施例】
40

【０１０２】
以下、本発明を実施例及び比較例（実施例等）に基づいて説明するが、本発明の範囲は
以下の実施例等に限定して解釈されるものではない。尚、本実施例等に使用した技術は、
例えば本明細書に記載の先行技術文献、マニアティスらの方法（Ｍａｎｉａｔｉｓ，Ｔ．
ら、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ

Ｃｌｏｎｉｎｇ、Ｃｏｌｄ

Ｓｐｒｉｎｇ

Ｈａｒｂｏｒ

Ｌ

ａｂｏｒａｔｏｒｙ、１９８２年及び１９８９年）、及び市販の各種酵素又はキット類に
添付された手順に従って、当業者であれば実施することができるものである。試薬は、特
に断らない限り、和光純薬工業株式会社製（特級）のものを使用した。酵素活性（Ｕ／ｍ
Ｌ）は上述した本発明の蛋白質の活性測定方法により測定した。
【０１０３】
［実施例１：Ｓｙｎｃｅｐｈａｌａｓｔｒｕｍ

ｒａｃｅｍｏｓｕｍ由来のモノエタノー
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ルアミンオキシダーゼ（本発明の蛋白質）の製造］
本実施例では、Ｓｙｎｃｅｐｈａｌａｓｔｒｕｍ

ｒａｃｅｍｏｓｕｍ由来のモノエタ

ノールアミンオキシダーゼ（本発明の蛋白質）の製造方法を示す。なお、蛋白質濃度はＢ
ＣＡ法でウシ血清アルブミンを標準蛋白として、Ｐｒｏｔｅｉｎ
ｅｎｔ

Ｋｉｔ（Ｔｈｅｒｍｏ

Ａｓｓａｙ

ＳＣＩＥＮＴＩＦＩＣ、Ｐｒｏｄｕｃｔ

＃

Ｒｅａｇ
２３２２

５）を用いて測定した。また、活性は、上記［本発明の蛋白質の活性測定方法］の通りに
測定した。
【０１０４】
Ｓｙｎｃｅｐｈａｌａｓｔｒｕｍ

ｒａｃｅｍｏｓｕｍ（ＮＩＴＥ

Ｐ−０１５９４と

して独立行政法人製品評価技術基盤機構、特許微生物寄託センターに寄託）を、ポテトデ

10

キストロース寒天培地（日本ベクトン・ディッキンソン株式会社、カタログ番号ｓ２１３
２００）へ常法に従い植菌し、２４℃で培養した。培地上で菌の生育を確認後、培地から
菌を白金耳で切り出し、１．９５％ポテトデキストロース培地約４０ｍＬが入った三角フ
ラスコに植菌し、２５℃、１６０ｒｐｍで４８ｈ振とう培養した。
【０１０５】
培養後、遠心分離にて集菌した菌体を超音波破砕し、さらに遠心分離して得られた上清
をＣｅｌｌ−ｆｒｅｅ

ｅｘｔｒａｃｔとし、終濃度が１．０Ｍとなるように飽和硫安溶

液を加えた。これを、１．０Ｍ硫酸アンモニウムを含む２０ｍＭ

Ｔｒｉｓ／ＨＣｌ緩衝

液（ｐＨ８）で平衡化したＰｈｅｎｙｌ−６５０Ｍ（東ソー株式会社）を使用した疎水性
相互作用カラムクロマトグラフィーに供し、１．０Ｍ硫酸アンモニウムを含む２０ｍＭ
Ｔｒｉｓ／ＨＣｌ緩衝液（ｐＨ８．０）と２０ｍＭ
０）を用いた１０ＣＶ（ｃｏｌｕｍｎ

20

Ｔｒｉｓ／ＨＣｌ緩衝液（ｐＨ８．

ｖｏｌｕｍｅ）のリニアグラジェントにより活性

画分を分画した。
【０１０６】
活性画分を回収し、脱塩・濃縮後、Ｔｒｉｓ／ＨＣｌ緩衝液（ｐＨ８．０）で平衡化し
たＨｉＴｒａｐ

Ｑ

Ｈｉｇｈ

Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ（ＧＥ

）を使用したカラムクロマトグラフィーに供し、２０ｍＭ
Ｈ８．０）と１．０Ｍ

ＮａＣｌを含む２０ｍＭ

Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ

Ｔｒｉｓ／ＨＣｌ緩衝液（ｐ

Ｔｒｉｓ／ＨＣｌ緩衝液（ｐＨ８．０

）を用いた１０ＣＶのリニアグラジェントにより活性画分をさらに分画した。なお、この
精製段階までで部分的に精製した本発明の蛋白質のうち、中心活性画分ではない画分を実

30

施例９〜１１で使用した。
【０１０７】
活性画分を回収し、終濃度が１．０Ｍとなるように飽和硫安溶液を加えて、１．０Ｍ硫
酸アンモニウムを含む２０ｍＭ
ｈｅｎｙｌ

ＨＰ（ＧＥ

Ｔｒｉｓ／ＨＣｌ緩衝液（ｐＨ８．０）で平衡化したＰ

Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ）を使用したカラムクロマトグラフィー

に供し、１．０Ｍ硫酸アンモニウムを含む２０ｍＭ
０）と２０ｍＭ

Ｔｒｉｓ／ＨＣｌ緩衝液（ｐＨ８．

Ｔｒｉｓ／ＨＣｌ緩衝液（ｐＨ８．０）を用いた１０ＣＶのリニアグラ

ジェントにより活性画分を分画した。
【０１０８】
本実施例により、Ｓｙｎｃｅｐｈａｌａｓｔｒｕｍ

ｒａｃｅｍｏｓｕｍを培養し、精

製収率約１９％で本発明の蛋白質を製造することができた。本実施例による本発明の蛋白
質の製造におけるカラムクロマトグラフィーの結果を表１にまとめて示した。
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【表１】

10
【０１０９】
本実施例により得られた、本発明の蛋白質は、ｐＨ７．５及び３７℃の条件下における
モノエタノールアミンに対する比活性が、２０．５Ｕ／ｍｇ、すなわち２０．５μｍｏｌ
／ｍｇ／ｍｉｎであり、１０μｍｏｌ／ｍｇ／ｍｉｎ以上であることが示された。
【０１１０】
［比較例１：他の蛋白質のモノエタノールアミンに対する比活性］
非特許文献１に記載の、Ａｒｔｈｒｏｂａｃｔｅｒ属由来のエタノールアミンオキシダ
ーゼの比活性を計算すると０．０６２１μｍｏｌ／ｍｉｎ／ｍｇとなる。
非特許文献２に記載の、Ｐｈｏｒｍｉａ

ｒｅｇｉｎａ由来のエタノールアミンオキシ

20

ダーゼの比活性を計算すると０．０００２６μｍｏｌ／ｍｉｎ／ｍｇとなる。
非特許文献３に記載の、Ａｒｔｈｒｏｂａｃｔｅｒ

ｓｐ．（ＦＥＲＭ

Ｐ−０６２４

０、ＢＰ−０４２１）由来の一級アミンオキシダーゼの比活性を計算すると９μｍｏｌ／
ｍｉｎ／ｍｇとなる。
【０１１１】
［実施例２：本発明の蛋白質の作用］
本実施例では本発明の蛋白質の作用を確認した。本発明の蛋白質の活性測定方法は上記
の通りであり、本発明の蛋白質の作用で製造される過酸化水素２モルに対して１モルの、
５４６ｎｍに吸収波長をもつＱｕｉｎｏｎｅ
ｌｌ−ｆｒｅｅ

Ｄｙｅが生成する。図１は実施例１のＣｅ

ｅｘｔｒａｃｔ（黒丸）と該Ｃｅｌｌ−ｆｒｅｅ

ｅｘｔｒａｃｔを９

30

８℃２０分間の熱処理したもの（白丸）について、上記の活性測定方法に供し、５４６ｎ
ｍの吸光変化を測定した結果を示す。図１から明らかなように、５４６ｎｍ吸光が経時的
に増加していることから、実施例１のＣｅｌｌ−ｆｒｅｅ

ｅｘｔｒａｃｔに含まれる本

発明の蛋白質の作用により過酸化水素が製造され、その作用は９８℃２０分間の熱処理で
認められなくなることが確認された。
【０１１２】
［実施例３：本発明の蛋白質の基質特異性］
表２に、各種基質に対する本発明の蛋白質の作用を、実施例２に記載の手法に準じて測
定した結果を示す。結果は、エタノールを基質とした場合の測定値を１００として、相対
活性で示した。表２から、本発明の蛋白質は、ヘキシルアミン及びアミルアミンに対して
高い活性を有することが明らかになった。
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【表２】

10

【０１１３】
［比較例２：Ａｒｔｈｒｏｂａｃｔｅｒ

ｓｐ．（ＦＥＲＭ

Ｐ−０６２４０、ＢＰ−０

４２１）由来の一級アミンオキシダーゼのチラミンに対する活性］
非特許文献３に記載のＡｒｔｈｒｏｂａｃｔｅｒ

ｓｐ．（ＦＥＲＭ

Ｐ−０６２４０

、ＢＰ−０４２１）由来の一級アミンオキシダーゼの、モノエタノールアミンを酸化する
活性を１００％とした場合のチラミンに対する相対活性は約２４４％である（非特許文献
３、Ｔａｂｌｅ３。

20

【表３】

30

【０１１４】
［実施例４：本発明の蛋白質の触媒効率］
本実施例では、実施例１で製造した本発明の蛋白質の〔式１〕の反応に係る触媒効率を
Ｈａｎｅｓ−Ｗｏｏｌｆプロットにより求めた。図２に示したＨａｎｅｓ−Ｗｏｏｌｆプ
ロットによる本発明の蛋白質のモノエタノールアミンに対する最大反応速度Ｖｍａｘとミ
カエリス定数Ｋｍは２６μｍｏｌ／ｍｉｎ／ｍｇと０．２６ｍＭであった。これらの値か

40

ら〔式２〕により算出した本発明の触媒効率（Ｖｍａｘ／Ｋｍ）は１００μｍｏｌ・ｍｇ
‑1

・ｍｉｎ‑1・ｍＭ‑1であり、１０μｍｏｌ・ｍｇ‑1・ｍｉｎ‑1・ｍＭ‑1以上であった。

【０１１５】
［比較例３：Ａｒｔｈｒｏｂａｃｔｅｒ

ｓｐ．（ＦＥＲＭ

Ｐ−０６２４０、ＢＰ−０

４２１）由来の一級アミンオキシダーゼの触媒効率］
非特許文献３に記載のＡｒｔｈｒｏｂａｃｔｅｒ

ｓｐ．（ＦＥＲＭ

Ｐ−０６２４０

、ＢＰ−０４２１）由来の一級アミンオキシダーゼのモノエタノールアミンに対する触媒
効率（Ｖｍａｘ／Ｋｍ）は、０．６μｍｏｌ・ｍｇ‑1・ｍｉｎ‑1・ｍＭ‑1である（非特許
文献３、Ｔａｂｌｅ３）。
【０１１６】
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［実施例５：本発明の蛋白質の分子量］
本実施例では、本発明の蛋白質の分子量をＳＤＳ−ＰＡＧＥ法と配列番号１のアミノ酸
配列から計算することにより求めた。実施例１で製造した本発明の蛋白質のＳＤＳ−ＰＡ
ＧＥ分析結果を図３に示した。ＳＤＳ−ＰＡＧＥのゲルは１２％で、レーン１の分子量マ
ーカーはＢｉｏ―Ｒａｄ社のＢｒｏａｄ

ｒａｎｇｅ（カタログナンバー１６１−０３１

１）である。図３に示したように、ＳＤＳ−ＰＡＧＥ法により求めた本発明の蛋白質の分
子量は約７０ｋＤａであった。また、本発明の蛋白質は、下記実施例１２に記載のとおり
、配列番号１のアミノ酸配列を有する。本発明の蛋白質の分子量を配列番号１のアミノ酸
配列から計算すると７７１４３．１である。測定値の誤差等を考慮し、本実施例により、
本発明の蛋白質の分子量は６７〜８１ｋＤａの範囲であると考えられた。

10

【０１１７】
［実施例６：本発明の蛋白質の等電点］
本実施例では、本発明の蛋白質の等電点を配列番号１のアミノ酸配列をもとに、酸性／
塩基性アミノ酸の数とｐＫａから計算した。本発明の蛋白質は配列番号１のアミノ酸配列
から明らかなように、Ａｒｇ、Ｈｉｓ、Ｌｙｓ、Ａｓｐ、Ｃｙｓ、Ｇｌｕ、及びＴｙｒの
数がそれぞれ３３、２５、３２、４５、１１、４５、及び２９であり、それぞれのｐＫａ
を１２．５、６．０、１０．５、３．９、８．３、４．３、及び１０．１とすると、本発
明の蛋白質の等電点は５．３８と計算できる。この計算値は、蛋白質の構造等を考慮して
いないため、本実施例により、本発明の蛋白質の等電点がｐＨ５．２〜５．６の範囲であ
ると考えられた。

20

【０１１８】
［実施例７：金属イオン又はキレート剤の影響］
本実施例では、実施例１で製造した本発明の蛋白質の作用に対する金属イオン又はキレ
ート剤（金属イオン等）（５ｍＭ）の影響を測定した。実施例２の方法を用いて、本発明
の蛋白質の作用を、それぞれ５ｍＭのＣａ2+、Ｍｇ2+、ＥＤＴＡ、Ｍｎ2+、又はＺｎ2+の
存在下或いはそれらの非存在下で測定した。金属イオン等の非存在下における本発明の蛋
白質の活性を１００とし、各金属イオン等の存在下における活性を相対活性として表４に
示した。
【表４】
30

40
【０１１９】
表４より、実施例１で得られた本発明の蛋白質の作用は、５ｍＭのＣａ2+、Ｍｇ2+、又
はＥＤＴＡの存在下では、金属イオン等の非存在下と比較して１０％以上阻害されず、本
発明の蛋白質の作用はＣａ2+、Ｍｇ2+、又はＥＤＴＡで実質的に阻害されないことが示さ
れた。一方、５ｍＭのＭｎ2+又はＺｎ2+の存在下では５０％以上阻害された。
【０１２０】
［実施例８：本発明の蛋白質の至適ｐＨ］
本実施例では、実施例１で製造した本発明の蛋白質の至適ｐＨを測定した。緩衝液とし
て、グリシン−ＮａＯＨ緩衝液（ｐＨ９〜１０．５）、ＨＥＰＥＳ／ＮａＯＨ緩衝液（ｐ
Ｈ７．５〜９）、Ｔｒｉｓ／ＨＣｌ緩衝液（ｐＨ７．２〜８．８）、ＢｉｓＴｒｉｓ／Ｈ
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Ｃｌ緩衝液（ｐＨ５．６〜７．２）又はクエン酸／ＮａＯＨ緩衝液（ｐＨ４．１〜５．６
）を用いて、実施例２に記載の方法に準じて活性を測定した結果を、図４に示す。活性は
、ｐＨ７．２における測定値を１００とする相対活性で示した。図４から明らかなように
、本発明の蛋白質は、ｐＨ５．５〜８．５の範囲で活性を有し、特にｐＨ７．２で最大の
活性を示した。本実施例により、本発明の蛋白質の至適ｐＨは、９０％以上の相対活性を
示すｐＨ７．２〜７．５の範囲にあると考えられた。
【０１２１】
［実施例９：本発明の蛋白質のｐＨ安定性］
本実施例では、本発明の蛋白質のｐＨ安定性を測定した。実施例１において、ＨｉＴｒ
ａｐ

Ｑを使用したクロマトグラフィーで得られた、本発明の蛋白質を含む画分（２０．

10

５Ｕ／ｍｇ、５４８ｍＵ／ｍＬ）を、実施例８と同様各種ｐＨの５０ｍＭ緩衝液で５倍希
釈し、各緩衝液に置換し、４℃で３時間保持した後、実施例２と同様の手法により残存活
性を測定した。結果を図５に示す。図５中、４本の折れ線は、左から：クエン酸／ＮａＯ
Ｈ緩衝液（ｐＨ４．０〜５．６）；ＢｉｓＴｒｉｓ／ＨＣｌ緩衝液（ｐＨ５．６〜７．０
）；ＨＥＰＥＳ／ＮａＯＨ緩衝液（ｐＨ７．０〜８．４）及びグリシン−ＮａＯＨ緩衝液
（ｐＨ８．８〜１０．５）を示す。図５から明らかなように、本発明の蛋白質は、４℃で
３時間保持後、ｐＨ６．５〜９の範囲で８０％以上の活性を保持し、ｐＨ５．５〜９．５
の範囲で６０％以上の活性を保持した。本実施例により、本発明の蛋白質のｐＨ安定性に
ついて、４℃、ｐＨ６．５〜９の範囲で３時間保持後、８０％以上の残存活性を有するこ
とが示された。

20

【０１２２】
［実施例１０：本発明の蛋白質の熱安定性］
本実施例では、本発明の蛋白質の熱安定性を測定した。実施例１において、ＨｉＴｒａ
ｐ

Ｑを使用したクロマトグラフィーで得られた、本発明の蛋白質を含む画分（２０．５

Ｕ／ｍｇ、５４８ｍＵ／ｍＬ）を、表５に記載の各温度でｐＨ７．２になるよう調製した
０．２Ｍ

Ｂｉｓ−Ｔｒｉｓ／塩酸緩衝液で５倍希釈し、表５に記載の各温度で３０分間

熱処理した後、実施例２に記載の手法を用いて残存活性を測定した。各温度について３回
の測定を行い、得られた最大の残存活性を表５に示した。
【表５】
30

40

【０１２３】
本実施例により、本発明の蛋白質は４５℃、３０分間の熱処理後、４０％以上の残存活
性を有し、３７℃、３０分間の熱処理後、９０％以上の残存活性を有することが示された
。
【０１２４】
［実施例１１：本発明の蛋白質の反応至適温度］
本実施例では、本発明の蛋白質の反応至適温度を測定した。実施例１において、ＨｉＴ
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Ｑを使用したクロマトグラフィーで得られた、本発明の蛋白質を含む画分（２０

．５Ｕ／ｍｇ、５４８ｍＵ／ｍＬ）の活性を、測定温度を２０〜６０℃に変化させ、実施
例２に記載の手法に準じて測定した。最大の活性を示した温度である４５℃の結果を１０
０とし、各温度における測定値を相対活性として図６に示した。本実施例により、本発明
の蛋白質は少なくとも２０〜６０℃の範囲で作用し、最大の活性を示す４５℃と比較して
、４３〜４７℃の範囲で９０％以上の活性を示すことが示された。
【０１２５】
［実施例１２：本発明の蛋白質をコードする遺伝子の塩基配列及び本発明の蛋白質のアミ
ノ酸配列］
実施例１で用いたＳｙｎｃｅｐｈａｌａｓｔｒｕｍ

10

ｒａｃｅｍｏｓｕｍ（ＮＩＴＥ

Ｐ−０１５９４）のゲノムＤＮＡを、ＮｕｃｌｅｏＳｐｉｎ

Ｐｌａｎｔ

ＩＩ（タカラ

バイオ株式会社、製品コード７４０７７０．１０）を用いて精製した。精製した該ゲノム
ＤＮＡをテンプレートにし、配列番号３に記載の塩基配列をセンスプライマー、配列番号
４に記載の塩基配列をアンチセンスプライマーとして、ＫＯＤ
、Ｃｏｄｅ

ＦＸ（東洋紡績株式会社

Ｎｏ．ＫＦＸ−１０１）を用いてＰＣＲし、ＰＣＲ産物１を得た。ＰＣＲ産

物１の塩基配列は配列番号５の通りであり、イントロンを含む配列であることが予想され
た。
【０１２６】
実施例１で用いたＳｙｎｃｅｐｈａｌａｓｔｒｕｍ

ｒａｃｅｍｏｓｕｍ（ＮＩＴＥ

Ｐ−０１５９４）のトータルＲＮＡを、ＮｕｃｌｅｏＳｐｉｎ

ＲＮＡ

Ｐｌａｎｔ（タ

20

カラバイオ株式会社、製品コード７４０９４９．１０）を用いて精製した。精製したトー
タルＲＮＡのｃＤＮＡを、ＰｒｉｍｅＳｃｒｉｐｔ
Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ

１ｓｔ

ｓｔｒａｎｄ

ｃＤＮＡ

Ｋｉｔ（タカラバイオ株式会社、製品コード６１１０Ａ）を用いて

合成した。該ｃＤＮＡをテンプレートにし、配列番号６に記載の塩基配列をセンスプライ
マー、配列番号７に記載の塩基配列をアンチセンスプライマーとして、ＫＯＤ

ＦＸを用

いてＰＣＲし、ＰＣＲ産物２を得た。ＰＣＲ産物２の塩基配列は配列番号２の通りであり
、本発明の蛋白質をコードする遺伝子を得て、さらに配列番号１の本発明の蛋白質のアミ
ノ酸配列を得た。
【０１２７】
［実施例１３：本発明の蛋白質をコードする塩基配列からなる遺伝子を含む組換えベクタ

30

ー］
実施例１２で得られたＰＣＲ産物２をテンプレートにし、配列番号８に記載の塩基配列
をセンスプライマー、配列番号９に記載の塩基配列をアンチセンスプライマーとして、Ｋ
ＯＤ

ＦＸを用いてＰＣＲし、ＰＣＲ産物３を得た。得られたＰＣＲ産物３をＺｅｒｏ

Ｂｌｕｎｔ

ＰＣＲ

Ｃｌｏｎｉｎｇ

Ｋｉｔ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ、製品番号Ｋ２７

００−２０）を用いてｐＣＲ−Ｂｌｕｎｔにクローニングして、本発明の蛋白質をコード
する塩基配列からなるポリヌクレオチドを含む組換えベクターＥＡＯ／ｐＣＲ−Ｂｌｕｎ
ｔを得た。
【０１２８】
ｐＥＴ−２１ａ（＋）ベクター（Ｎｏｖａｇｅｎ、Ｃａｔ．Ｎｏ
ＮｄｅＩとＨｉｎｄ

６９７４０−３）を

40

ＩＩＩで切断して約５．４ｋｂｐのＤＮＡを精製した。ＥＡＯ／ｐ

ＣＲ−Ｂｌｕｎｔを制限酵素ＮｄｅＩとＨｉｎｄ

ＩＩＩで切断し、約２ｋｂｐのＤＮＡ

を精製した。得られたそれぞれの精製ＤＮＡを、ＤＮＡ

Ｌｉｇａｔｉｏｎ

Ｋｉｔ

Ｖ

ｅｒ．２．１（タカラバイオ株式会社、製品コード６０２２）でライゲーションして本発
明の蛋白質をコードする塩基配列からなるポリヌクレオチドを含む組換えベクターＥＡＯ
／ｐＥＴ−２１ａ（＋）を得た。
【０１２９】
［実施例１４：本発明の蛋白質をコードする塩基配列からなる遺伝子を含む組換えベクタ
ーを有する形質転換体］
実施例１３で得た組換えベクターＥＡＯ／ｐＣＲ−Ｂｌｕｎｔを、Ｏｎｅ

Ｓｈｏｔ
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Ｃｏｍｐｅｔｅｎｔ

Ｅ．ｃｏｌｉ（Ｉｎｖｉｔｒ

ｏｇｅｎ、製品番号Ｃ４０４０−１０）に形質転換して本発明の蛋白質をコードする塩基
配列からなるポリヌクレオチドを含む組換えベクターを有する形質転換体ＥＡＯ／ｐＣＲ
−Ｂｌｕｎｔ／Ｔｏｐ１０を得た。
【０１３０】
実施例１３で得た組換えベクターＥＡＯ／ｐＥＴ−２１ａ（＋）を、Ｏｎｅ
ＴＯＰ１０

Ｃｈｅｍｉｃａｌｌｙ

Ｃｏｍｐｅｔｅｎｔ

Ｓｈｏｔ

Ｅ．ｃｏｌｉに形質転換し

て本発明の蛋白質をコードする塩基配列からなるポリヌクレオチドを含む組換えベクター
を有する形質転換体ＥＡＯ／ｐＥＴ−２１ａ（＋）／Ｔｏｐ１０を得た。
10

【０１３１】
実施例１３で得た組換えベクターＥＡＯ／ｐＥＴ−２１ａ（＋）を、Ｏｎｅ
ＢＬ２１（ＤＥ３）

Ｃｈｅｍｉｃａｌｌｙ

Ｃｏｍｐｅｔｅｎｔ

Ｓｈｏｔ

Ｅ．ｃｏｌｉ（Ｉ

ｎｖｉｔｒｏｇｅｎ、製品番号Ｃ６０００−０３）に形質転換して本発明の蛋白質をコー
ドする塩基配列からなるポリヌクレオチドを含む組換えベクターを有する形質転換体ＥＡ
Ｏ／ｐＥＴ−２１ａ（＋）／ＢＬ２１（ＤＥ３）を得た。
【０１３２】
［実施例１５：本発明の蛋白質をコードする塩基配列からなる遺伝子を含む組換えベクタ
ーを有する形質転換体を用いた組換蛋白質発現］
実施例１４で得た形質転換体ＥＡＯ／ｐＥＴ−２１ａ（＋）を、５０μｇ／ｍｌのアン
ピシリンを含む、１００ｍＬ（５００ｍＬ三角フラスコ）のＯｖｅｒｎｉｇｈｔ
ｒｅｓｓ

Ｉｎｓｔａｎｔ

ＴＢ

Ｅｘｐ
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Ｍｅｄｉｕｍ（メルク、注文番号７１７５７−５）に

植菌した。２０℃で４日間振とう培養して培養液を遠心分離して集菌し、２０ｍＬの１０
μＭ硫酸銅を含む２０ｍＭ

Ｔｒｉｓ／ＨＣｌ緩衝液（ｐＨ８．５）に懸濁し超音波破砕

して、遠心分離し、得られた上清を粗蛋白質液とした。粗蛋白質液について、実施例２に
記載の手法に準じて測定した、上記〔式１〕で表される反応を触媒する総活性は約１００
Ｕであった。
【０１３３】
粗蛋白質液のＳＤＳ−ＰＡＧＥを図７に示す。図中矢印が本発明の蛋白質であり、その
分子量は、６７〜８１ｋＤａの範囲であった。
30

【０１３４】
［実施例１６：本発明の蛋白質のアミノ酸配列の解析］
実施例１２で得られた本発明の蛋白質のアミノ酸配列（配列番号１）の配列解析の結果
、銅イオンと複合体を形成する一級アミンオキシダーゼに特徴的な、銅のキレートに関与
するコンセンサス配列である、配列番号１２及び１３の２つのアミノ酸配列が存在するこ
とが明らかになった。
【０１３５】
また、実施例１２で得られた本発明の蛋白質のアミノ酸配列（配列番号１）を、公知の
一級アミンオキシダーゼ（Ａｒｔｈｒｏｂａｃｔｅｒ

ｓｐ．由来（非特許文献３））の

アミノ酸配列とアライメントしたところ、本発明の蛋白質に特異的な配列として配列番号
１４に記載のアミノ酸配列が見出された。
【産業上の利用可能性】
【０１３６】
本発明により、モノエタノールアミンを効率良く酸化し、グリコールアルデヒド、アン
モニア、及び過酸化水素とする反応を触媒する蛋白質とその製造方法が提供される。本発
明の蛋白質はモノエタノールアミンの酸化方法、グリコールアルデヒド、アンモニア、又
は過酸化水素の製造方法、及びモノエタノールアミン酸化剤に利用できる。さらに本発明
の蛋白質を用いればモノエタノールアミン及びホスファチジルエタノールアミンを測定す
ることもできる。

40

(29)
【図１】

【図２】

JP 2014‑233219 A 2014.12.15

(30)
【図３】

【図４】

【図５】

JP 2014‑233219 A 2014.12.15

(31)
【図６】

【図７】

【配列表】
2014233219000001.app

JP 2014‑233219 A 2014.12.15

(32)

JP 2014‑233219 A 2014.12.15

フロントページの続き
(51)Int.Cl.

ＦＩ

テーマコード（参考）

Ｃ１２Ｎ

5/10

(2006.01)

Ｃ１２Ｎ

5/00

Ｃ１２Ｐ

3/00

(2006.01)

Ｃ１２Ｐ

3/00

Ｃ１２Ｐ

7/24

(2006.01)

Ｃ１２Ｐ

7/24

１０１
Ｚ

(72)発明者 杉森 大助
福島県福島市金谷川１番地 国立大学法人福島大学内
(72)発明者 酒瀬川 信一
静岡県伊豆の国市三福６３２番地の１ 旭化成ファーマ株式会社内
(72)発明者 松本 英之
静岡県伊豆の国市三福６３２番地の１ 旭化成ファーマ株式会社内
Ｆターム(参考) 4B024 AA03 BA08 CA04 CA20 DA06 EA04 GA11
4B050 CC01 CC03 DD03 FF01 FF04E LL05
4B064 AA01 AC23 CA21 CB11 CC24 DA20
4B065 AA26X AA57Y AB01 AC14 BA02 BB26 BD01 BD15 CA28

10

