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研究者  (6) 生物工学科

担 当 科 目 工学部　生命科学史 / 生化学 3/ 蛋白質工学、大学院　応用生物プロセス学
専 門 分 野 生体触媒化学 / バイオプロセス / 海洋生化学

論文・報告

「Studies on the halogenation reactions catalyzed by the haloperoxidases from Caldariomyces fumago and Corallina pilulifera」（学位論文）
Chracterization of nonheme type bromoperoxidase in Corallina pilulifera, J. Biol. Chem.,（1986）
Cloning and biochemical characterization of Co2＋-activated bromoperoxidase-esterase from Pseudomonas putida, Biochim. Biophys. Acta,（2001）
Chiral alcohol production by NADH-dependent phenylacetaldehyde reductase coupled with in situ regeneration of NADH, Eur. J. 
Biochem.,（2002）
Production of （R）-chiral alcohols by a hydrogen-transfer bioreduction with NADH-dependent Leifsonia alcohol dehydrogenuse, 
Tetrahedron: Asymmetry,（2005）
Laccase-catalyzed conversion of green tea cathechins in the presence of gallic acid to epitheaflagallin and epitheaflagallin 3-O-gallate, Tetrahedron, （2007）
Efficient biocatalysis for the production of enantiopure （S）-epoxides using a styrene monooxygenase （SMO） and Leifsonia alcohol 
dehydrogenase （LSADH） system. Tetrahedron: Asymmetry, （2012）
Protein engineering: development of novel enzymes for the improved reduction of C= O double bonds. In: Brenna E （ed） Synthetic 
methods for biologically active molecules. Wiley, （2013）
PCR-based amplification and heterologous expression of Pseudomonas alcohol dehydrogenase genes from the soil metagenome for 
biocatalysis. Enzyme Microb. Technol., （2014） 
その他論文・報告等約 100 編　特許 30 件

著 書 Metagenomics for improved biocatalysis [Future Directions in Biocatalysis （2nd Ed., Elsevier, 2017）] 他 12 件

特　　　許 「還元酵素遺伝子増幅用プライマーセット、および還元酵素遺伝子取得方法」特許第6064183号
「ラッカーゼ及びそれを用いたエピテアフラガリンの製造方法」特許第6047813号　他30件

所 属 学 会 日本農芸化学会（昭 54 ～）/ 日本生物工学会（昭 58 ～）/ 日本化学会（平 3 ～）/ アメリカ化学会（平 18 ～）/ アメリカ微生物学会（平 26 ～）/ ヨ
ウ素学会（平 20 ～）/ 酵素工学研究会 / 日本バイオインダストリー協会 / 生体触媒化学研究会

学会委員等 農芸化学会評議員・代議員・英文誌編集委員（平 14 ～ 18）/ 生物工学会・代議員・理事・中部支部長（平 27 ～ 29）/Applied. Microbiol. 
Biotechnol. 編集委員（1998 ～ 2000）/ 生体触媒化学研究会会長（平 25 ～ 29）

受 賞 歴 日本農芸化学会奨励賞（平 7）

現在の研究課題
メタゲノム由来新規生体触媒の探索と解析
生体触媒を用いる新規バイオプロセスの開発と工業的応用
海洋生物由来の低沸点ハロゲン化合物の生成機構とハロゲン元素循環システムの解明
機能性食品素材のバイオプロセス変換
共同研究キーワード

生体触媒を用いる新規バイオプロセスの開発と工業的応用

応用生物プロセス学講座

教　授
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　哉
や

（1955生）
農学博士

（京都大学・昭 63）

京都大学工学部工業化学科卒（昭 53.3）/ 京都大学大学院工学研究科工業
化学専攻修士課程修了（昭 55.3）/ 天野製薬㈱研究開発部・同主査（昭
55.4 ～平元 .3）/ 京都大学農学部農芸化学科受託研究員（昭 58.4 ～ 61.9）/
福井大学工学部講師（平元 .4 ～ 3.11）/ 福井大学工学部助教授（平 3.12 ～ 9.3）
/ 富山県立大学工学部教授（平 9.4 ～）

■経   歴

専 門 分 野 応用微生物学 / 酵素化学 / タンパク質工学

論文 ･報告

Rational identification of aggregation hotspots based on secondary structure and amino acid hydrophobicity, 
Scientific Reports, 7, 9558 （2017）.
Development of enzymes to determine amino acids by growth-dependent molecular selection （In Japanese）, Fine 
Chemical, 46 （2）, 26-32 （2017）.
Isolation and characterization of racemase from Ensifer sp. 23-3 that acts on α-aminolactams and α-amino acid 
amides J. Ind. Microbiol. Biotechnol., 44 （11）, 1503-1510 （2017）.
Ligand complex structures of L-amino acid oxidase/monooxygenase from Pseudomonas sp. AIU 813 and its 
conformational change, FEBS Open Bio, 8（3）, 314-324（2018）.

所 属 学 会 日本ビタミン学会（平 17 ～）/ 日本生化学会（平 17 ～）/D-アミノ酸学会（平 17 ～）/ 日本農芸化学会（平 20 ～）/ 酵素
工学研究会（平 24 ～）/ 日本生物工学会（平 25 ～）　

受 賞 歴 日本農芸化学会論文賞（平 28）/ 日本農芸化学会 2017 年度大会トピックス賞（平 29）
現在の研究課題

１．酵素による血中アミノ酸の検出方法の開発
２．酵素の活性分子としての異種発現法の開発
共同研究キーワード

 微生物 / 酵素の産業利用 / アミノ酸定量用酵素 / 異種発現 / 進化分子工学

酵素化学工学講座

助　教
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（1981生）
工学博士

（関西大学・平23）

関西大学工学部生物工学科卒（平 17.3）/ 関西大学大学院工学研究科生物
工学専攻博士課程前期課程修了（平 19.3）/ 関西大学大学院工学研究科総
合工学専攻博士課程後期課程修了（平 23.3）/ 富山県立大学ほくりく健康
創造クラスター博士研究員（平 23.4 ～ 24.3）/ 富山県立大学 ERATO 浅野
酵素活性分子プロジェクト博士研究員（平 24.4 ～平 28.3）/ 富山県立大学
工学部助教（平 28.4 ～）

■経   歴


