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研究成果の概要（和文）：Bacillus sp. OxB-1由来のアルドキシム脱水酵素(Oxd)を用いて、ラセミ体2-(E/Z)フ
ェニルプロピオンアルドキシム(E/Z比99:1)から、2-(S)-フェニルプロピオニトリル (98%ee)を合成した。
Arabidopsis thaliana由来のCYP79A21とOxdを大腸菌で同時に発現し、フェニルアセトニトリルを合成した。
Bacillus sp. OxB-1およびRhodococcus sp.YH3-3の全ゲノム解析を行った。Geobacillus sp.315由来のニトリル
ヒドラターゼ(NHase)を、R. rhodochrous J-1由来のそれと比較した。

研究成果の概要（英文）：The product by aldoxime dehydratase (Oxd, Bacillus sp. OxB-1) reaction 
showed high enantioselectivity to form 2-(S)-phenylpropionitrile (98%ee) from a substrate rac 2-
(E/Z)-phenylpropionaldoxime (E/Z ratio of 99:1). E. coli transformant with the genes encoding Oxd, 
cytochrome P450 (CYP) 79A2 and CYP reductase from Arabidopsis thaliana was constructed. The 
concentration of phenylacetonitrile synthesized from L-Phe was 4.9 mM (662mg/L). The complete genome
 sequences of Bacillus sp. OxB-1 and Rhodococcus sp. YH3-3 were analyzed. Nitrile hydratase (NHase) 
from Geobacillus sp. 315 showed much better heat stability and resistance to acrylamide inhibition 
than those of Rhodococcus rhodochrous J-1 NHase.      

研究分野： 酵素化学工学

キーワード： アルドキシム―ニトリル経路　ニトリルヒドラターゼ　アルドキシム脱水酵素　Rhodococcus sp.　Baci
llus sp.　Geobacillus sp.
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１．研究開始当初の背景 
我々は、微生物酵素を用いて、基礎化学品ア
クリルアミド等の新規工業的製造法を開発
し、企業と共に工業的利用レベルまで研究を
展開して来た。また、アクリルアミド等の工
業的生産菌である Pseudomonas chlororaphis 
B23 および Rhodococcus rhodochrous J-1 を分
離し、アクリルアミドの高濃度蓄積の現象を
発見した。ニトリルヒドラターゼ（NHase）
についての最初の論文を著して以来 30 余年
が経過し、世界で NHase に関して約 2,000 報
もの論文や特許が発表されている。その間、
我々は、NHase の上流にアルドキシムを脱水
して定量的にニトリルを生成するアルドキ
シムデドラターゼ（Oxd）を発見し、酵素化
学的諸性質を明らかにすると共に、世界で初
めてヘム鉄を有する新規な立体構造を解明
した。また、多くの細菌で一般的に nhase や
oxd 遺伝子がクラスターを形成し、連関して
いることを見出し、細菌、植物におけるアミ
ノ酸代謝経路「アルドキシムーニトリル経
路」を提唱して来た。具体的な背景と課題は
次のとおりである。 
(1) Oxd の立体選択性の解明は医薬原料とし
て重要な光学活性ニトリルの酵素的合成法
を開発する上で極めて重要である。 
(2) アクリルアミドは Rhodococcus 属等細菌
菌体の NHase を用いて世界で年間 70 万トン
以上も工業生産されているが、NHase につい
ての研究は限られている。すなわち、アクリ
ルアミド製造に使われる Rhodococcus 属等細
菌は可溶性タンパク質の 50%にも及ぶ著量
の NHase を誘導生産するが、ゲノム解析の視
点からの「アルドキシムーニトリル経路」上
のアルドキシム合成酵素、NHase、Oxd 等の
誘導現象、NHase の著量誘導機構等は、未知
のままである。 
(3) タンパク質としての NHase の熱耐性、基
質アクリロニトリルや生成物アクリルアミ
ドに対する安定化機構についての系統的評
価が全くなされていない。 
 
２．研究の目的 
本研究では、(1) Oxd を用いて、シアンを必要
としない光学活性ニトリルの合成について
検討する。(2) Oxd および NHase を含むアル
ドキシムーニトリル経路のアミノ酸代謝経
路としての意義について、特に未知のアルド
キシム合成酵素を求めてゲノム解析および
多数の微生物のスクリーニング手法を用い
て探索する。また動植物がアルドキシムーニ
トリル経路を有することを明らかにし、その
代謝様式を微生物のそれと比較する。(3) 
Rhodococcus 属等細菌が生産する NHase の熱
耐性およびアクリルアミドの著量蓄積にお
ける NHase の安定化機構を明らかにする。 
 
３．研究の方法 
(1)合成アルドキシムを基質とする Oxd 反応
の立体選択性の解明と光学活性ニトリルの

合成への利用：α あるいは β 置換アルドキシ
ムを基質とする Oxd 反応を開発し光学活性
ニトリルを合成する。新しい耐熱性 Oxd の探
索、およびそれらの構造解析と変異により反
応を最適化する。 
 
(2)アルドキシムーニトリル経路の生理学的
意義の解明：Bacillus sp. OxB-1 および
Rhodococcus sp. YH3-3 の全ゲノム解析を行う。 
 
(3)耐熱性や高アクリルアミド耐性の NHase
産生菌の探索と Rhodococcus 属細菌の NHase
との比較：酵素レベルで NHase の耐熱性およ
びアクリルアミド耐性を論ずる。 
 
４．研究成果 
合成アルドキシムを基質とするアルドキシ
ム脱水酵素(Oxd)反応の立体選択性の解明と
光学活性ニトリルの合成への利用：α 位に置
換があり、R, S の立体と、E, Z のジアステレ
オマーを有し、4 種類の異性体がある 2-フェ
ニルプロピオンアルドキシム（2-PPOx）を基
質として用いた。Bacillus sp. OxB-1由来の oxd
遺伝子を発現する大腸菌形質転換株を用い
て、ラセミ体基質（E/Z 比 99:1）を基質とし
た場合、98%ee の 2-(S)-フェニルプロピオニ
トリルが合成できた。さらに、ラセミ体 2-フ
ェニルプロピオンアルドキシム（E/Z 比 99:1）
を基質とした場合、98%ee の 2-(S)-ニトリル
を得た。一方、ラセミ体基質（E/Z 比 1:11.5）
を反応させたところ、67%ee の 2-(R)-ニトリ
ルを得た。これらはいずれも 8oC で得られ、
30oC では、E, Z 異性化反応によりラセミ体が
合成された。いずれも、E-2-(R) -フェニルプ
ロピオンアルドキシムは、基質とならなかっ
た。また、Arabidopsis thaliana 由来の
CYP79A21をBacillus sp. OxB-1由来のOxdと
共に大腸菌で同時に発現し、L-Phe を原料と
してフェニルアセトニトリルを662mg/Lの濃
度で、代謝工学的に合成した。 
 様々なアルドキシム分解菌由来の Oxd を
用いてアルドキシムのエナンチオ選択性の
検討を行った。Oxd を有する細菌ライブラリ
ーより、十数株の oxd 遺伝子を発現する大腸
菌形質転換株を作成した。それらを用いて、
2-PPOx に対するエナンチオ選択性を検討し
たところ、OxdB と同様の結果である S-選択
性を示した。また、2-(thiophen-2-yl)- 
propionaldoxime（2-TPOx）および 2- 
(cyclohexyl-2-yl)-propionaldoxime（2-CPOx）等
を合成し、OxdB を用いてエナンチオ選択的
反応を行った。その結果、2-TPOx の場合で
は、2-PPOx の場合と同様に、4 つのジアステ
レオマーのうち、3 つはニトリルへ変換され
たが、残り１つのジアステレオマーは変換さ
れなかった。 
 
(2)アルドキシム-ニトリル経路の生理学的意
義の解明を行うために、Bacillus sp. OxB-1 お
よび Rhodococcus sp. YH3-3 の全ゲノム解析



を行った。 
 Bacillus sp. OxB-1 株のゲノムは、 3,594,618 
塩基対であり、GC 含量は 47.85%であった。
3,587 個のタンパク質コーディング領域、 7
個の rRNA オペロン、および 83 tRNA 遺伝子
を含んでいた。3,234 個(90%)のタンパク質コ
ーディング領域は既知タンパク質から類推
できた。アルドキシムーニトリル経路にかか
わる遺伝子は、oxd およびニトリラーゼ遺伝
子（nit）が存在し、arac 様転写調節因子の下
流に位置していた。 

Rhodococcus sp. YH3-3 のゲノムは、 
7,316,908 塩基対であり、GC 含量は 62.15%
であった。7,281 個のタンパク質コーディン
グ領域、5 個の rRNA オペロン、および 54 
tRNA 遺伝子を含んでいた。6,893 個(94.6%)
のタンパク質コーディング領域は既知タン
パク質から類推できた。ゲノム DNA 上に 5’
端より、oxd、ami、nhaseα(Fe)、nhaseβの順
でのクラスターおよびコバルトタイプでは、
ami、nhaseβおよび nhaseα(Co)の順でクラス
ターを形成していた。ここには、oxd 遺伝子
は見いだせなかった。 

 
 (3)耐熱性や高アクリルアミド耐性のNHases
産生菌の探索と R. rhodochrous J-1 の NHase
との比較：新たに土壌より分離した好熱性細
菌 Geobacillus sp. 315 が耐熱性の NHase を産
生することを明らかにし、菌体レベルでの耐
熱性やアクリルアミド耐性を R. rhodochrous 
J-1 のそれらと比較した。本酵素オペロンは
nhaseα(Co)、nhaseβ、および activator gene か
ら構成されていた。大腸菌で発現させると、
野生株の培養当たり、約 6 倍の活性を示し、
比活性は 469U/mg（基質：アクリロニトリル）
であった。Geobacillus sp. 315 由来および、R. 
rhodochrous J-1 由来の精製 NHase の酵素化学
的諸性質を比較した。 
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