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第 6回 生体触媒を利用する有機合成の研究会

プ ロ グ ラ ム

1月 20日 (木)

1:00～ 1:05   開催の挨拶 :藤澤 有  (三 重大工)

1:05～ 1:15   挨拶 :三原静夫  (天 野製薬常務取締役)

1:15～ 2:15   特別講演        座長 藤澤 有  (三 重大工)

培養細胞の生体触媒機能    菅 隆幸  (広 島大理)

2:30～ 4:00   シヨー トトーク (2001～2022)

4:00～ 5:30   ポスターセッシヨン (2001～2022)

6:00～ 7:45   夕食 ・懇親会

8:00～ 自由討論会 (Room No。109,110,Hl)

1月 21日 (金)

7:30～ 朝食

8:30～ 9:30   特別講演       座長 阿知波一雄 (静 岡県大薬)

酵素反応を利用した有機合成の基礎的反応 広瀬芳彦 (天野製薬中研)

9:30～ ll:00   シヨー トトーク (2101～2122)

11:00～ 12:30 ポスターセッシヨン (2101～2122)

12:30～       昼食

昼食後定光寺までのバスを用意いたします。



特男1講演 1

培 養 細 胞 の 生 体 触 媒 機 能
(広 島 大 理 )菅  隆 幸

生体機能を利用 したバイオテクノロジーは,医 薬 。農薬などの分野で画期的な先端技

術 として注目されている。特に,微 生物の物質変換機能を利用 した有用物質の合成は産

業界でその基盤を固めている。植物培養細胞を利用 した物質生産に関しては,組 織培養

技術の進歩に伴い,植 物特有の微量化学成分の大量生産や有機合成における重要中間体

の合成などその研究成果には目覚ましいものがある。我々は,生 体触媒としてタバコ培

養細胞を用い,そ の物質変換機能の系統的解明を行なってきた
1ヽ

今回,さ らにその物

質変換機能を酵素レベルで解明したので,そ の研究成果について紹介 したい。また最近,

植物培養細胞による物質変換について新 しい試みが見られる。その一,二 についても紹

介する。

1.培 養細胞によるアルコール類の酸化とケ トン類の還元

我々は,タ バコ培養細胞によるモノテルペンアルコール類の酸化反応における鏡像体

選択性およびモノテルペンケ トン類の還元の立体化学を調べた。PInentllan-2-d類(1,2),

bicyclo[2.2.1]heptan_2-ol類(3)およびbiCyclo[3.1。1]hep●n-3-ol類(4)の酸化では高い鏡像

体選択性を示 したが,Pmenthan-3-ol類(5)やbiCyC10[3.1.1]heptan-4-d類(6)の酸化では

鏡像体選択性がほとんどみられなかつた
2つ

。_方
,7～ 10の 還元は,カ ルボニル基のre

面から立体特異的に生起 していた
2,⊃

。タバコ培養細胞によるこれらアルコールとケ トン

の酸化還元を触媒する酵素系はNAD+依 存性アルコール脱水素酵素であつた。この酵素

系による5～ 8員 環cyC10」kanolとそれに対応するcyclo」kanoneの相互変換においては,

酸化還元速度および平衡定数とcycloalkanoneのカルボニル炭素のBC NMR化
学シフト値

(δ̈ )との間に相関がみられたつ。P―メンタン骨格 (carvOmenthol),ボルナン骨格 (bome01)

およびピナン骨格 (isopinOcamphenol)のモノテルペノイドアルコールにも同様の相関性

がみられたの。
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2.エ ノン化合物の炭素―炭素二重結合の還元

タバコ培養細胞は,(4R)―carVone(11)のs―rrans型エノン基の炭素一炭素二重結合と
(lR)―pulegonc(12)のs_“型エノン基の炭素一炭素二重結合を還元する。これらの還元
は立体特異的で,い ずれの場合も炭素―炭素二重結合にカルボニル基のα位の炭素のsゴ

面から水素が付加する
2,o。これら二種のエノン基の炭素―炭素二重結合の還元は,異 な

るエノン還元酵素,s―rrans enone reductase(TER)とs―枕 en6ne reduc●sc(CER)によって支

配されている⊃。これらエノン還元酵素は表 1の ように,そ れぞれ異なる分子量,サ ブ
ユニット,補 酵素依存性およ

び最適pHを示した。また,

eucarvone(13)やβ―iOnOnc(14)

のようなジエノン化合物は,

TERに よってα,β_炭素一炭素
二重結合のみが還元された。

Table 1. Properties of the enone reduclases from N. tabacum
cellcultures

s-trans Enone reductase s-cis Enone reductase

Mr

Subunits

pH optimum
Coenzyme
requirement

12 13

89000

Mr22000× 4

7.7

NADH,NADPH

132000

Mr22000× 2+

M′45000× 2

6.5

NADPH

固定化タバコ培養細胞を用いてエノン化合物,carvonc(11),pulegone(12)および

β-10nOne(14),を変換すると,懸 濁培養細胞による変換に比べてその変換速度が5～12

倍速 くなった。また,対 応するエノン還元酵素の最適pHに近いpH値の培地を用いるこ

とによって,エ ノン基の炭素一炭素二重結合を効率的かつ選択的還元することが可能で

ぁった
8,9)。

3.炭 素一炭素二重結合およびそのアリル位の水酸化

タバコ培養細胞はα―terpineOl(15)及びそのアセテー トの炭素―炭素二重結合のアリル

位を水酸化する
ЮユD。このアリル位水酸化酵素は培養細胞のミクロソームに局在 し,

NADPHお よび分子状酸素を補因子として要

酵素活性は一酸化炭素,cyЮChrome c,micor

metyraponeなどによって阻害されたが,KCl

阻害されなかった。したがって,こ の水酸イ

cytochrome P-450 dependent rnonooxygenase102

15     16示唆された
12H。



特 別 講 演 2

酵素反応 を利用 した有機合成の基礎的反応

天野製薬 。中研   広瀬 芳彦

最近、有機合成化学における不斉合成に関する研究は最も盛んな分野の一つであり、その手段

の一つとして微生物や酵素を利用する反応が広 く行われている。特に、リパーゼ、エステラーゼや

プロテアーゼは有機化学者にとっても使いやすさの点から多くの反応に利用されている。しかし、

反応生成物の立体を予測するのは多くの場合において困難である。その原因としては、酵素自身の

立体構造が不明確であったり、反応溶媒や反応系における含水率それに酵素に含まれる不純物の影

響など構造変化を伴う多くの要因が存在するためである。そのために、基質となる化合物を分類す

ることで、酵素の活性中心の大きさを類推し、生成物の立体構造を予測する試みがなされている。

物質生産の立場からは、新たに微生物からスクリーニングを行う方法の他、既存の酵素を変化

させること (酵素のスクリーニング)、 基質を変化させること、反応条件 (反応溶媒、温度、含水

率など)を 変化させることなどにより最適条件を見い出し、目的とする立体構造を有する生成物を

得る方法が取られている。

ここでは、我社の酵素を用いて演者らが開発を進めている例を中心にこれらの点についてご紹

介をしたいと思う。

。
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一
方:β―

“
rpinyl acem鯰(16)の炭素―炭素二重結合はタバコ培養細胞によって水酸化さ

れグリコールに変換される。この反応機構は,ま ず炭素―炭素二重結合がepoxidaseに

よってエポキシ化され,つ いで生成されたepoxidcが非酵素的に加水分解されるもので

あった。このepoxidaseは培養細胞の可溶性画分に局在し,NAD(P)Hお よび分子状酸素

を必須因子としている。。

4.新 しい試み

培養細胞を生体触媒として利用した新しい試みがみられる。その一つは,固 定化ニン

ジン培養細胞と固定化クチナシ培養細胞を使い分け,acetophenoneから光学活性

1-phenylethanolの両鏡像体の作り分けに成功したものである(Scheme l)り。もう一つは,

digito�geninに対してラクトン環異性化能をもつStrOPhar2ιus grarus(sg)カルスと酉己糖化

能をもつs,ambOer2蔀(Sのカルスからハイブリッド細胞を得,こ のハイブリッド細胞は

SgとSaの変換能を同時に発現することを見出し,新 規な強心配糖体の生産に成功した

ものであるD。 このような新しい試みが注目され,今 後の研究の進展が期待される。

(S)-1-Phenylethanol Acetophenone (F)-1-Phenylethanol
(>99%ee) (> 99 %ee)

Scheme l. Preparetion of both enantiomers of l‐phenylethanol
frorrl acetophenone by plant ce‖c口ltures.

参考文献

1)T,Suga and T.Hirata,Pり′θελι
“
JS′り,29,2393(1990).

2)T.Suga,T.Hirtta,H.Hamada,and S.Murakami,Pカ ガθε力ι
“

jζ′り,27,1041(1988).

3)To Suga,T.Hirata,H.Halnada,andヽ 1.Futatsugi,P′ακ′Cι〃R`′.,2,186(1983).

4)T.Hirata,H.Hamada,H.Aoki,and To Suga,Pり ′θε力ι
“

jS′
り,21,2209(1982).

5)To Suga,s.Izumi,and T.Hirata,Cん ι
“

.ιι″.,1986,2053.

6)T.Suga,s.Izumi,T.Hirata,and H.Hamada,C力ι
“

.Lα′.,1987,425.

7)Y.X.Tang and T.Suga,Pり ′θιル
“
Jsrィッ,31,2599(1992)

8)To Suga and Y.X.Tang,J.Ⅳα′.Prθグ.,56,1406(1993).

9)唐,菅 ,第 37回TEAC講 論回要旨集,21105,p.297(1993).

10)Yo So Lce,T.Hirata,and T.Suga,J.C力 θ
“

。Sθθ.,Pθrた,4 rrα
“
s.1,1983,2475.

11)Yo S.Lec,J.S6J.〃 jrθsた力ηα υ″Jソ.,Sιr.ス,47,21(1983).

12)唐,菅 ,第 13画キ直物組織若養学会大会要旨集,lA4,p.4(1993).

13)城戸,泉 ,平 田,第 籠陛例 を積ヽ する有機合成の研究会要旨集,Dl(1992).

14)赤壁,直 島,第 θ簿にEAC言す論回要旨集,21113,p.315(1993).

15)川口,広 谷,古 谷,第 J3回植物著養学会大会要旨集,2A5,p.93(1993).
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ポ スター発表 プログラム

1月 20日

座長 浜田 博喜 (岡山理大理)

2001   バン酵母による立体選択的酸化反応

(富山高専 ・京大農)○ 米谷 正、松野隆一

2002   Enantioselective Oxidation of Alcohol by an hmob�zcd Microbe in an Organic

Solvcnt

(京大化研)中 村 薫○井上裕子、大野惇吉

2003   固定化植物培養細胞の生体触媒反応を利用 したキラルアルコールの不斉

合成

(岡山理大理)直 島好伸○高橋未来、赤壁善彦

2∞4   ADI‐ Iによるスピロ骨格をもつケ トン類の立体選択的還元 :軸性不斉3,9‐

ジヒドロキシスピロ[5.5]ウンデカンの絶対配置解明への応用

(阪大基礎工)○ 広瀬良樹、重松 創、苗村浩一郎

2∞5   微生物由来の還元酵素を用ぃた不斉還元

(京大化研)○ 河合 靖、中村 薫、大野惇吉

2006   微生物還元を利用 した光学活性グリシツド酸エステルの製法

(田辺製薬生化研)○ 西田卓生、松前裕昭、町田育子、柴谷武爾

座長 今井 邦雄 (三重大生資)

2007   バン酵母元還元における立体選択性の制御

(京大化研 。岡県大保福)中 村 薫、〇近藤慎一、河合 靖、中島伸佳、

大野惇吉

2008   パン酵母由来1-アセ トキシー2-アルカノン還元酵素の精製と同定

(岡山大工 。岡県大栄養)○ 石原浩二、坪井貞夫、宇高正徳、中島伸佳

2009   1-ア セ トキシー2,4‐アルカンジオンのパン酵母不斉還元

(岡山大工)○ 宇高正徳、水本敏之、坪井貞夫

2010   パン酵母を用いるキラルなトリフルオロメチルベンジルアルコール合成に

おける立体制御

(三重大工)○ 清水 真、杉本哲也、藤澤 有

20H   リパーゼを用いる不斉加水分解による光学活性含フッ素スレオニンの合成

(三重大工)○ 清水 真、横田哲也、藤澤 有

座長 須貝 威 (慶応大理工)

2012   リパーゼによる含フッ素アルコールの鏡像体選択的エステル化
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(岡山理大理 ・岡大教育 。京大化研)○ 浜田博喜、船橋 亮、伊藤敏幸、

中村 薫

2013   Pscudomonas ttaciaリ パーゼにょる加水分解反応のエナンチオ選択性

(岡山理大理 。甲南化工)直 島好伸○楽 隆生、亀沢 誠、橘 芳純、

大谷武彦

2014   キラルな放線菌自己調節因子の調製

(阪大工)水 野江弘、作田庄平○山田靖宙

2015   リパーゼを用いる有用カルボン酸の不斉エステル化反応 :エ ナンチオ選択

性に及ぼすキラル添加物の効果

(神戸大発達科 ・教育 ・甲南大理)上 地真一、○坂本英之、大場利彩、

角谷仁美、宮澤敏文

2016   有機溶媒中リパーゼを用いたシリルケテン類によるアルコールのアシル化

反応

(京大院人間環境 。京都教大)〇 小笹 直、山本行男、沢田誠二

座長 広瀬 良樹 (阪大基礎工)

2017   インプリント手法を用いる脂質修飾リパーゼの不斉選択性の制御

(東工大生命理工)○ 岡畑恵雄、幡野明彦

2018   界面バイオリアクターによる強毒性中鎖アルカン酸の合成

(関西ぺ技研 ・山口大工 ・慶応大理工)〇 小田 忍、加藤昭夫、

松富 直、大田博道

2019   加水分解酵素による糖転移反応

(ユニチカ中研)○ 中島 宏、鈍賓宗彦

2020   酵素を用いる有機合成―立体選択的炭素―炭素結合形成反応の開発―

(理研)○ 嶋垣正之、佐藤浩晃、中田 忠

2021   カルボキシペプチダーゼY(CPaseY)によるペプチ ドの変換

(三重大生資)今 井邦雄○馬場 均、清水恵介、木村徳男、小畑 仁、

小宮孝志

2022   アリールマロン酸脱炭酸酵素の触媒作用 と活性部位

(慶大理工 ・立大理)宮 本憲二、川崎平康、渡辺正勝、宮崎 衛、

須貝 威、○太田博道、長村吉洋

1月 21日

座長 伊藤 敏幸 (岡山大教育)

2101   C07acbactturn spo ST‐10株 に出来する立体選択的スチレンモノオキシゲナ

ーゼの諸性質

(福井大工生化)伊 藤伸哉○廣田利明、由田清士
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2102   ステレン資化性CoTc肋 磁油口 細菌を用いるβ‐フェネテルアルコールの生産

(福井大工生化)伊 藤伸哉○岡田圭策

2103   ラット肝 ミクロソームにおける立体選択的代謝

(東北薬大)○ 竹下光弘、三浦昌朋、岩井幸貴子、佐藤 泉、鵜沼由紀子

21餌   光学活性ビシクロ[3.3.0]オクタン類の不斉合成研究

(京都薬大)井 上武久、○荒木 守、稲垣智泰、萩山育恵、野出 學

2105   生体触媒を用いた不斉識別反応―ゼニゴケ培養細胞によるアセテー ト類の

加水分解における不斉誘起

(広島大理)○ 後藤至誠、青木雅裕、岩枝朋子、泉 俊輔、平田敏文

2106   リパーゼを用いる2、3の光学活性アルコールの合成 と応用

(岡大工)○ 坪井貞夫、鶴海尚也、宇高正徳

座長 佐藤 雅之 (東北大薬)

2107   リパーゼのエナンチオ選択性制御機能を有するホス ト機能性化合物の構造

(岡大教育 ・教養)○ 伊藤敏幸、築部 浩

2108   Lipascア マノPの立体選択性についての検討

(協和発酵東京研)○ 持田顕一

2109   加水分解酵素と選択性発現フアクターによる不斉プロトン化反応

(福井大工 。理研)○ 松本一嗣、北嶋英彦、中田 忠

2110   酵素反応を用いた光学活性1,4-ジヒドロピリジン誘導体の合成

(大正製薬総研)○ 太田陽子、石井真由美、安達 孝、太田知巳、

小川利寿、花田和紀

2111   不斉点から離れた位置に官能基を持つ化合物での酵素触媒不斉反応 ;天然

型 α‐トコフェロールの酵素触媒合成

(静岡県大薬)○ 水口栄作、阿知波一雄

座長 伊藤 伸哉 (福井大工)

2112   微生物による面選択的加水分解を鍵段階とする三官能性キラルシントンの

合成

(慶大理工)○ 加藤 修、須貝 威、大田博道

2113   有機溶媒中での酵素反応を指向したリパーゼの固定化法―有機溶媒中での

高い活性 。安定性を得るにはどうすればよいか―

(京大化研)○ 平竹 潤、中井克巳、小田順一

2114   リバーゼによるプロキラルな1,3-ジオール類への不斉導入 とその合成的

禾J用

(静岡大工)高 部囲彦○中村大介、山田 隆、依田秀実

2115   メソ型化合物の酵素化学的不斉化によるトリシクロ〔5。2.1.02角デヵ_4,8-

ジエン_3-オン両エナンチオマーの合成

(東北大薬)○ 佐藤雅之、服部華絵、村上正行、金子主税
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2116   酵素触媒による光学活性2‐Azabicyclo[2.2.1]hep●5-en-3-one類の合成 とその

応用

(東北薬大)○ 中野博人、岩佐一人、奥山祐子、本郷弘司

座長 平竹 潤 (京大化研)

2117   L‐ スレオニンアルドラーゼを利用 したアル ドール縮合について

(理研国際フロンティア)OVass�  P.Vassilev、梶本哲也t Chi―Huey Wong

2118   酸化還元酵素を用いた有機ケイ素化合物の光学分割

(京大工生化)○ 福井俊昭、辻 嘉久、川本卓男、田中渥夫

2119   β‐メチルアスパルターゼに関する研究―β=メチルァスパルターゼ産生

菌のスクリーニング及び各種L‐アスパラギン酸誘導体の酵素合成―

(富山県大工)○ 加藤康夫、浅野泰久

2120   リパーゼP(ア マノ)や 大豆 リポキシグナーゼを活用する光学活性 トリグ

リセリド過酸化物及び不飽和グリセロリン脂質の合成

(岡山大農)○ 馬場直道、廣田直久、秋山武士

2121   ニチニチソウ培養細胞による水酸基導入反応

(岡山理大理 。九大工)○ 浜田博喜、測上喜弘、池松由佳

2122   微生物による2‐アリールプロピオン酸の光学異性化

(鐘淵化学生化研)○ 八十原良彦、田里嘉子、高橋里美
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2001
バン酵母による立体選択的酸化反応

(富山高専)○ 米谷 正,(京 大 ・農)松 野隆一

バン酵母による不斉還元法では一方の鏡像体は得られるが,も う一方の鏡像異性体は合

成できない。最近になリバン酵母還元法における立体制御について研究が進められてきて

いるが,実 用的な方法という観点からみるとそれが克服されたとは言い難い。筆者らは最

近,1‐ハイドロキシー2‐アルカノンのパン酵母還元により得られる(0-1,2‐アルカンジオー

ルをバン酵母と共に好気的に処理すると容易に元の2‐アルカノンに酸化されることを見い

だした。このことを利用してバン酵母還元法では調製できない(S)-1,2‐アルカンジオール

を簡便に調製する方法を開発した。

(月Sl‐1,2‐A:kaned:o:

o         H  OH

Rノ
メ`レイ9H tt R〕ゝミレ/OH

Baker's Yeast

′
            02

(S)‐1,2‐A:kanod:o:

"S)‐

1,2‐Propanediol(PD,59),パン酵母(56g),水(500mりの混合物を30℃で24時間振

盪した。パン酵母をろ別後,濃 縮,蒸 留を行い(S)‐(+)‐1,2-PD(2.55g,51%)を得た。この

ものは[Q ID+15,1°,32.3%ёeであった:こ の(S)―(十)-1,2‐PD(2.Og)を同様にバン酵母

(22.4g),水(200mりと処理することにより得られた生成物(1,42g,71%)の光学純度は

98.0%eeに向上した。

本反応においてアセトールから(局…PDへの不斉還元を触媒する酸化還元酵素が逆に

(o‐PDか らアセトールヘの酸化を触媒しているものと考えられ,そ の際補酵素NAD十が

NADHに 還元されると考えられる。そのNADHは 呼吸系を通してNAD+に再生され,そ の

結果,酸 化反応が継続的に進行するものと推定される。

このパシ酵母による立体選択的酸化反応を用いた(S)‐1,2‐アルカンジオール類の調製の

実験結果をTable lに示した。

Table l.PrcParatiOn of(o― RCH(OH)C■ 乙9Hby bakers ycastrmediatcdttidation

1,2-Alkancdi01         First trcatncnt

R     [α ]Dβ(O ёe/%
b)

yield/ To ' |:]計
CrtT芳ギyll1/%P

71

86

84

75

80

a) Treatrnent of the product obtained by the first treatment with baker's yeast. b) Isola-tcd_yield. c)
Determined by HPLC analysis of each mono (R)-(+)-MTPA ester [Nomura Develosil ].00-3,
hexane-ether(9 : 1 - L9 : L), 1 ml/min, 254 nml. d) Measured in EtOH. e) Measured i1 C!tCl3_. t)
Determinedby HPLC analysis [Daicel Chiralcel OB, hexane-isopropanol (9: 1,), 0.5 ml/min, 254 nml.
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ENANT10SELECTIVE OXIDAT10N OF ALCOHOL BY AN

I】�pI10BILIZED pIIIcROBE IN AN ORGANIC SOLVENT

Kaoru Nakamura, Yuko Inoue. and Atsuyoshi Ohno

Institute for Chemical Research, Kyoto University,

Uji, Kyoto 6lLlapan

The use of a dehydrogenase in an orgariic medium is expected to have many

advantages; a substrate scarcely soluble to water can be used and undesired side

reactions caused by water or buffer systems are diminished. However, the use

of an enzyme in an organic medium has been restricted to hydrolytic enzyme

such as a lipase" The use of a dehydrogenase has been restricted in aqueous

solutions. In this presentation, we woulcl like to report a novel enzymatic

enantioselective oxidation of 1-phenylethanol by immobilized Geotrichum

candidum in hexane.

When racemic l-phenylethanol (rac-l) was reacted with Geotrichum

candidum in water for 24 h, the alcohol was oxidized to give a mixture of the

alcohol and the conesponding ketone (2). The absolLrte configr.rration and the

ee of the remaining I was determined to be R and l7 o/o, respectively. The

result shows that kinetic resolution proceeds and the microbe oxidizes S-l

selectively. The value of ee, however, is not satisfied and it is improved only

slightly even at prolongecl reaction time. On the contrary, when the microbe

was imm<lbi l ized with a water-adsorbent polymer and the react ion was

conducted in hexane, the oxidation proceeds more rapidly than that in an

aqueous system and R-1 with 86 Vo ee \s obtained. . The use of immobilized

microbe in an organic solvent, thus, enhances the rate of oxidation and the ee

verlue of the remained alcohol.

Ceotrichum candidunt
immobilized with

water-adsorbent polynrerOH

cHメ Ph

rac‐1

hexane

OH

c占メ Ph

R‐1

○

cHメ Ph

2
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固定化植物培養細胞の生体触媒反応を利用した

キラルアルコールの不斉合成

(岡山理大理)直島好伸○高橋未来 ・赤壁善彦

1.植 物培養細胞による生体触媒反応の変換様式や立体選択性を解明する研究の一環

としてt複 数の固定化植物細胞を用いて芳香族ケ トンの不斉還元を行い、対応するキ

ラルアルコールの立体選択的合成を検討 した。

2.ア ルギン酸カルシウムで包括 した4種 (ニンジン、タバコ、クチナシ、サクラ)の

固定化植物細胞を使用 して、芳香族ケ トン1-3および複素環芳香族ケ トン4,6の植物変

換を行つた。ベンゼン環を有するケ トン1,2は、エンジン及びタバコ細胞によつて対

応する(S)―アルコ=ル la,2aに還元された。選択性はニンジンの方が優れており、光

学純度はlaが99%ee、2aが89%eeであつた。一方、同じ反応をクチナシによつて行つた

ところ、上記の2種 の植物細胞とは逆の選択性が認められ、99%eeの(R)-laおよび63%

eeの(R)-2aがそれぞれ生成 した。この結果、複数の植物細胞の使い分けによるキラル

アルコールの両鏡像体の作 り分けが可能となつた。ケ トン3の変換はサクラ細胞によ

つてのみ可能であり、90-95%eeの(S)-3aが得られた。また、タバコによるアセチルビ

リジン類4-6の植物変換は、ビリジン環のアセチル基の位置によつて変換速度に差が

認められるが、何れも(S)―アルコール4a-6五(78-84%ee)が生成 した。

(R)‐2a

1 )直 島、高橋、赤壁、第37回TEAC要旨集、p.313

有機化合物討論会要旨集、p.202(19 9 3 )

(1993);赤 壁、直島、第35回天然

ｏＨ
〈人に）
い

申
。Ｈ

＾．“Ｈリ

OH         OH

鶉 ¨

∠
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ADHに よるスピロ骨格をもつケ トン類の立体選択的還元 :軸性不斉

3,9‐ジヒドロキシスピロ15。51ウンデカンの絶対配置解明への応用

(阪大基礎工)広 瀬良樹 ・重松 創 `苗村浩=郎

ス ピロ15.5]ウンデカン骨格をもつケ トン類 は,ア ルコール脱水素酵素の活性部位の

広い範囲にわたっての立体構造に関する知見を得 る上で格好の基質の一つである。我 々

はこれまでに 3,9‐ジケ トン 1か ら標題化合物 3へ の不斉還元や, 2,9-ジケ トン2か ら

ケ トール 4及 び5へ の還元の位置 および立体選択性について調べてきた。 しか しこれ

らの反応生成物のうち,代 表的な軸性不斉化合物 の一つであ る3の 絶対配置は まだ明

らかにされていない。今回我 々は光学活性エポキシアルコール等価体 7の エポキシ環

を還元的に開裂 して,3,9 二ヽ置換体 9と 2,9‐二置換体 10

の両光学活性体 を同時 に得 ることによ り, 3の 絶対配置

を中心性不斉化合物 4の それに関係づけることができた.

結果の概略 を下の Scheme(R = C O P h )に 示す.

(‐)‐7(anti)              (+)‐ 3(syn)

ll LA＼a ttC∞綺

(+)‐(2S)‐10(anti)

|||

(+)‐(2S)‐10(anti)

0        0

||
(■)‐10

HO‐ H(I]ヌ (13〉 〈:H工  RO‐ H(I〕 X〔三⊃>〈
:R  +

(+)‐(R)‐3                    (_)_(R)‐ 9

1TBADHノ
NAbPH recyC:i,9

ハ

ソ

世  r絣
鍵物質 (―)-7と しては=← )_6のRんθあrrpr〃ra″ル認による鏡像体区別還元により,8

と共に得 られた 7(24%cc)の 光学純度 を!再 結晶により69%ccにまで高めたものを用

いた。 10(す なわち 7)に おける二つの酸素官能基がantiの関係にあ ることは, 2を

Carrソ〃ね″′αル′′lαたにより還元 して得 られた 5(唯
一

の生成物)が ,X線 結晶解析により

antiの配置をもつと判明 したことに基づいている。Schemcに示 した各化合物の絶対配

置は, 2の TBADH還 元により得 られた 4(唯 一の生成物)の 絶対配置が,CDス ペク

トルから←)く2S)と推定されることを基にしているが,現 在 さらに絶対配置既知の化

合物を出発物 として用いる光学活性 4の 別途合成を行 っている。
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微生物由来の還元酵素 を用いた不斉還元

(京 大 化 研 )○ 河 合  靖 ・中 村  薫 ・大 野 惇 吉

数多くのアルコール脱水素酵素が市販され、光学活性アルコールの合成のための

不斉触媒として幅広く研究されている。 しかし、その何れもが単純なカルボニル化

合物の還元反応であり、反応中心に不斉炭素が一つ導入される反応がそのほとんど

である。

我々は以前にバン酵母中より新しい還元酵素を単離 し
1)、

その基質特異性および

立体選択性について系統的に検討してきた。今回、2-アルキル■―オキソプタン酸エ

ステル類の還元反応において、本酵素は反応中心 (3位)の 立体選択性のみならず2

位およびアルコール部位の不斉をも識別し、一段階の反応で3点の不斉中心が導入で

きることを見いだしたので報告する。

3-オキソアルカン酸エチル類(Rl=Me,Et,R2=H,R3=Dの 還元では(39体 のみが選

択的に得られる。2位に種々のアルキル基を導入した、2-アルキルー3-オ キソプタン

酸エチル類(Rl=Me,R2=Me,Et,Pr,A■ yl,Propargyl,R3=Dの 還先では(2R39体 の

みが選択的に得 られる。また、2-ア ルキルー3-オ キソプロバン酸エチル類(Rl=H,

R2=Me,Et,P二 Bu,R3=Dの 還元では(20体 のみが選択的に得られる。更にエステル

のアルコール部位に不斉炭素を導入した、2-メチルー3-オキソプタン酸lLフ ェエル

エチル(Rl=Me,R2=Me,R3=Ph)の 還元では、アルコール部位が不斉収率74%の (D体

で、(2R39体 のヒドロキシエステルが収率45%で 得られた。これらのことより本酵

素は、反応中心である3位のカルボニル基の不斉識別ばかりでなく、ケ ト酸部位の2

位およびアルコール部位の11位の不斉をも認識していることが明かになった。さら

に、種々の基質について検討した結果についてまとめて発表する。

Enzyme

NADPH

1)Ko Nakamtlra,Y.Kawai,N.Nakaimaland A.Ohno,工 Orgo Chern.,56,

4778(1991).
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