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 ①細菌を用いたルミクロムの生産  

 ②R-立体選択的アミン酸化酵素 
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ルミクロムとは？ 

・リボフラビンの光分解産物 

・青色の蛍光を呈する 

・水に対する溶解度が低い 

 ０．０８２５ｍｇ／ｍＬ（２５℃） 
ビタミンB2 

（リボフラビン） 
ルミクロム 

用 途 

 ・光増感剤  

 ・着色剤 

 ・消毒殺菌装置の素子  

 ・半導体素子 

安価な大量生産方法が
確立されていないので 
利用範囲は限定的 
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従来のルミクロム製造法とその問題点 

１．リボフラビンを光分解する方法 

２．有機化学的に合成する方法 

問題点 

 １．スケールアップできない（光分解） 
 ２．低収率（７０％未満 有機合成） 
 ２．煩雑な精製工程 

   （各種クロマトグラフィ―など） 
解決方法 

 微生物を用いた新規製造法の開発 

高コスト 
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微生物を用いた変換によるルミクロムの製造 

リボフラビンを資化する微生物を探索 

微生物変換によるルミクロム製造方法を検討 

微生物菌体を用いた酵素的結晶変換法による高収率、
低環境負荷（有機溶媒等有害な化学物質を使用しない）で
煩雑な精製工程が不要なルミクロム製造法の開発に成功 

リボフラビンをルミクロムに変換する能力の優れた細菌を発見 
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酵素的結晶変換とは？ 

水中で結晶状の基質 

基質が過飽和の状態で 

酵素反応や微生物による変換
を行う。 

結晶状の生成物 

酵素的結晶変換法の利点 

・溶解度の低い物質の反応を高濃度で行える 

・結晶状態で回収されるため精製が容易 

簡便な精製 
（遠心分離、水洗浄、再結晶など） 

高純度の生成物 

水中で結晶状の基質を同じく
結晶状の生成物へ酵素活性

により変換する。 
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リボフラビン分解菌を発見した方法 

ルミクロム高生産菌として 
 

Microbacterium sp. TPU3598 

Microbacterium sp. TPU3599 
 

の発見に成功 

土壌           リボフラビン資化性菌の探索 

分離と
純化 

リボフラビン分解産物の確認 (HPLC) 

ルミクロム標品 

培養産物 



9 

（リボフラビン：3.76 g） 

ルミクロム : 2.4 g  

モル収率 : 98%！ 

不純物なし（HPLC） 

培養法によるルミクロム生産 (500 mL容フラスコ) 

培養前           培養後             DMSOに溶解 

遠心分離 

（洗浄） 

再結晶  回収、乾燥 

培養中に酵素的結晶変換が起こり 

ルミクロムの高収率生産に成功！ 
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リボフラビン： 3.76 g リボフラビン：3.76 g 

追加 

ルミクロム : 4.7 g 

モル収率 : 96%！ 

不純物なし（HPLC） 

培養① 培養② 

遠心分離 

洗浄 

再結晶 

培養液に基質を途中添加する方法で 

 ルミクロム生産量の向上に成功！ 

培養法によるルミクロム生産 (500 mL容フラスコ) 
「基質添加の影響」 
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休止菌体反応によるルミクロムの生産 

30 mM リボフラビン: 5.7 g 

（100 mM リボフラビン） 

培養液500 mL × 3 

 ルミクロム : 3.6 g,  

 モル収率 99%！ 

不純物なし（HPLC） 
休止菌体反応でもルミクロムの 

高収率生産が可能である！ 

培養、洗菌 

反応液へ懸濁 
休止菌体
反応 

遠心分離 

洗浄 

再結晶 
回収、乾燥 
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新技術の特徴・従来技術との比較 

• 微生物を用いる方法で、従来技術の問題点
であった変換率を大幅に改良し、９５％以上
のモル収率を実現した。 

• 酵素的結晶変換法を用いて大量の基質を添
加した反応を可能にした。 

• 遠心分離、再結晶などの簡便な精製のみで
高純度のルミクロム生産を可能にした。 

• 本技術より、大幅なコストの低減が期待され，
さらに低環境負荷の製造が可能になった。 
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実用化に向けた課題 

• ルミクロム生産に関するラボレベルでの基礎的
研究を終了。 

• 反応を触媒する酵素の遺伝子は未取得。 

 

 

・酵素遺伝子を明らかにすることによって遺伝子
組換え技術を利用した改良の可能性がある。 

• 実用化には、工業レベルのプラントに合わせた
技術の確立が必要である。 
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企業への期待 

• ルミクロムの用途や販路を持つ企業への特許
のライセンスまたは譲渡を希望する。 

• ルミクロムの製造を既に行っている企業や大量
のルミクロムを必要とする用途開発を考えてい
る企業は、本技術の導入によるコスト低減が期
待できる。 

• 工業レベルでのプロセス開発は、微生物変換
による物質製造技術を持つ企業であれば容易
であると考えている。 
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本技術に関する知的財産権（未公開） 

• 発明の名称 ：ルミクロムの製造方法 

• 出願番号 ：特願2014-251948 

• 出願人  ：富山県 

• 発明者  ：山本和範、浅野泰久 
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①細菌を用いたルミクロムの生産  

②R-立体選択的アミン酸化酵素 



ブタ腎臓由来 D-アミノ酸酸化酵素から 
 R-選択的アミン酸化酵素を開発 

D-アミノ酸酸化酵素(ブタ腎臓由来） 

R-選択的アミン酸化酵素 

２ヶ所のアミノ酸を置換 

利用法 

1. デラセミ化法による（Ｓ）-α-メチルベンジルアミンの生産 

2. ニトリル化合物の合成 

a-Oxo-b-phenylpropanoic acid 

D-Amino acid oxidase 

(R)-Phenylalanine 

R-specific amine oxidase 

(R)-a-Methylbenzylamine Acetophenone 



Ｒ-選択的アミン酸化酵素 

(R)-Phenylalanine 

(R)-a-Methylbenzylamine 

0 0 0 0 0 0 0 0 

アミノ酸からα-メチルアミンへの完全な
基質特異性の変換に成功 

a Relative activity of wild-type pkDAO. 

Substrate 

(10 mM) 

Relative 

activity 

(%) 

Substrate 

(10 mM) 

Relative 

activity 

(%) 

Substrate 

(10 mM) 

Relative 

activity 

(%) 

100  

(21.5 

U/mg) 

 

   6.83 

 

0 

 

46.7 

 

   0.69 

 

0 

 

  0.39 

 

    0.20 

 

0 

 

22.7 

 

109 

 

  2.28 

 

    0 

R-選択的アミン酸化酵素の基質特異性 

野生型 

２点変異 

Substrate 

(10 mM) 

Relative 

activity 

(%) 

Substrate 

(10 mM) 

Relative 

activity 

(%) 

Substrate 

(10 mM) 

Relative 

activity (%) 

 

100  

(21.5 

U/mg) 

 

 

  0 

 

0 

 

46.7 

 

  2.03 

 

0  

 

 

  2.57 

 

  0 

 

0 

 

49.8 

 

  0 

 

0  

 

  0 

① 

② 

芳香環に隣接する非末端のアミノ基に 

高い活性を有する 



R-選択的アミン酸化酵素を用いた 
S-体アミンの生産 

 

立体選択性 デラセミ化反応 

デラセミ化反応 
 

光学選択的な酸化酵素 
と低分子還元剤を併用 

ラセミ体から一方の光学異性体
に理論上１００％の収率で変換 

R-選択的アミン酸化酵素を用いてデラセミ化反応により高純度の
(S)-a-メチルベンジルアミンを高収率で得ることに成功！ 

光学分割剤 

医薬品等の合成原料 



R-選択的アミン酸化酵素のニトリル合成への応用 

a-Methylphenylglycinonitrile 

Acetophenone 

(R)-a-Methylbenzylamine 

ニトリル基は、他の官能基（アミノ
基、アミド基、カルボキシル基等）
への変換が容易 

酵素反応によるアミノニトリルの
合成反応の開発に初めて成功 

α-メチルアミノ酸などの合成に利用可能 
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当該発明と従来技術の比較 

技術分野 現行技術 新技術 

S-メチルベンジル
アミンのデラセミ化 

光学分割法 

（理論収率５０％） 
デラセミ化法 

（理論収率１００％） 

ニトリル合成反応 前例無し 世界で初めて成功 

タンパク質工学による基質特異性の改変で
多彩な化合物の生産に利用可能 
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想定される用途 

• 光学分割剤である光学活性S-メチルベンジルアミン
の高光学純度生産 

• ニトリル化合物およびその誘導体の生産 

• ニトリル合成反応と他の酵素との組み合わせによる
有用化合物の新規生産法 

 

タンパク質工学による改良により多様な化合物の
生産法に適用可能 
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実用化に向けた課題 

• メチルベンジルアミン以外の有用化合物の
生産に適応できるように基質特異性等の改
変が望まれる。 

• ニトリル合成反応を立体選択的に行う方法
の開発が望まれる。 

• 他の酵素と組み合わせて、より実用的な物
質生産へ発展することが望まれる。 
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企業への期待 

• 酵素を販売、利用する企業に特許をライセンス、
または譲渡することを希望。 

• 有用化合物の合成法の開発や基質特異性の
改変などの実用化を想定した共同研究を希望。 
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本技術に関する知的財産権（国際公開済） 

• 発明の名称 ： 

変異型アミノ酸オキシダーゼおよびアミン化
合物のラセミ体のデラセミ化法 

• 出願番号 ：PCT/JP2014/054016 

• 公開番号  ：WO2014/129537 

• 出願人  ：富山県 

• 発明者  ：浅野泰久、安川和志 

①酵素の開発およびデラセミ化 
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本技術に関する知的財産権（国際公開済） 

②ニトリル化合物の合成 

• 発明の名称 ： 

α-アミノニトリル化合物の製造方法 

• 出願番号 ：PCT/JP2014/054017 

• 公開番号  ：WO2014/129538 

• 出願人  ：富山県 

• 発明者  ：浅野泰久、安川和志 
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お問い合わせ先 

富山県立大学 

ERATO浅野酵素活性分子プロジェクト  

研究推進主任 松田 元規 

 

ＴＥＬ 0766－88 － 2280 

ＦＡＸ 0766－88 － 2422 

e-mail m-matsuda＠pu-toyama.ac.jp 


