
2006

(田辺製薬 ・生化研)○ 西田卓生、松前裕明、町田育子ヽ柴谷武爾

冠血管拡張剤として広 く用いられているジルチアゼム等の基本骨格である光学活

性なベンゾチアゼピンを簡便に合成するため、その鍵合成中間体である光学活性な

t r a n s - 3 - ( 4 -メトキシフエニル)グリシッド酸メチルエステル(o)の微生物還元を利

用 した合成法 を検討 した。

Me          :Me

2-クロロー3-(4-メトキシフェニル)-3-オキソプロピオン酸メチルエステル(1)の

カルボニル基を不斉還元してアルコール体磁)を生成する微生物をスクリーニング

したところ、Mu6or ambiguus IF06742をはじめ多くの微生物からは、3位が1の配置

を持つアルコールが得られたが、TrichOderma vride OUT4642は、S体のアルコール

を与えることが分かつた。得られた2は、NaOMeで処理することにより、対応する光

学活性な§へと導くことができた。

一

Me

00Me 00Mo

(2■,3S):2

Meい

:。。Me e          。。Me

OH              OH
(2月,3月)i    (2■ 3月)t

synaЛ′′

00Me

anti I sYn ・/.e.e.

丁″Jc力οder171a  ViriJθ  OUT 4642

νυcor a177bむυυS :F0 6742

44ノ56 :∫層:if:I::
1 ノ99  sy17(2S,3R): >99

ジルチアゼム

(2■3o…■

-14-



2007

バン酵母還元における立体選択性の制御

(京大化研 ・岡県大保健福祉)

中村 薫〇近藤慎一 。河合 靖 。中島伸佳 。大野惇吉

バン酵母は安価で扱いやすい生体触媒として有機合成に広く利用されている。これまで

にプロキラルなケ トンの還元例が多く報告されているが、必ずしもその立体選択性は高く

はなく、より広範な応用のために立体選択性の制御が検討されてきた:我 々はα―ケ トエ

ステルを基質とし、有機溶媒中、少量の水存在下でバン酵母還元を行うことにより水中と

比して(R凛側にその立体選択性を変化させることを報告した。今回我々は酵素レベルでこ

のような立体選択性が何故発現されるのかについて検討を行った。

破砕したバン酵母よりα一ケ トエステル還元に活性を有する酵素を単離精製した。 1種

のNADH依 存の酵素と6種 のN ADPH依 存の酵素が確認された。NADH依 存の酵素は

Yeast alcohol dehydrogenaseOADH)であり、NADPH依 存酵素のうち、 3種 は既知の

β―ケ トエステル還元酵素であった。残りの3種 のNADPH依 存酵素は今回新規に単離精

製を行った酵素であり、α―ケ トエステルを基質としβ―ケ トエステルに対する還元活性

は認められなかった。これまでのパン酵母還元の結果から基質濃度が重要な因子であるこ

とが示唆されていたので、それぞれの酵素の動力学的定数ならびに立体選択性について測

定を行った。結果を下記の表に示す。

表 種々のα―ケ トエステルに対する各酵素の動力学定数

酵 素 κm(mM)/れ 江(S‐1)/立体選択性

CH3COC02Et C4H9COC02Et (CH3)2COC02Et

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｄ

Ｅ

4.73ノ4.91/98.2(S)

135/29.2/98.2(S)

590/28/97.9(S)
0.434/1.66/>996)

5.06/30.5/93.5(S)

3.92/0.426/94.5(S)

8.40/1.53/90.l lR)

0.142/4.59/88.3c)
5。72/27:8/31.4(S)

1.03/2.10/93.6c)

27.3/127/83.96)

0.265/8.12/>99(R)

79.4/37.0/76.8(R)

44.0/0.67/91.8c)

93.6/121/67.8解 )

高立体選択的には)一ヒドロキシエステルを与えるC酵素は他の酵素と比ベミカエリスー

メンテン定数にm)が非常に小さく低基質濃度であっても十分に触媒活性を有すことが期待

される。本酵素が有機溶媒中での還元で大きな寄与をしているものと推測される。
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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)    o石 原浩二 ・坪井貞夫 0宇高正徳
(岡山県大 ・栄養)  中島伸佳

1、 2-ジ オールは様々な生理活性天然物および医薬品などの合成中間体として重要で
ある。光学活性な 1、 2-ア ルカンジオールの合成法の一つとして、 1-ヒ ドロキシー2-

アルカノンのパン酵母還元では (R)体 のジオールが高立体澪択性、高収率で得られるこ
とが知られている。

1)我々は立体選択性をコントロールするという観点から1-ア セ トキ
シー2-アルカノンのパン酵母還元を行った結果、反対の立体配置を有する (S)体 の 1-
アセ トキシ…2-ア ルカノールが高い立体選択性で得られることを見い出し既に報告してい
る。

2)

我々は、アセ トキシケ トンの還元反応を酵素レベルで解析するために、パン酵母より以
下の方法で 1-ア セ トキシ…2…アルカノン還元酵素を単離精製した。
パン酵母を緩衝液に懸濁させてガラスビーズとともに振盪破砕して粗抽出液を得た。そ

れを50%硫 酸アンモニウム分画、疎水クロマトグラフィー、陰イオン交換クロマ トグラ
フィー、ゲルろ過法を行い4ス テップで純粋な酵素へと精製した。
その結果、アセ トキシケ トン還元酵素は一種類のみでモノマー酵素であることがわかっ

た。その分子量は電気泳動の結果より3万 6千 と推定された。この酵素の基質特異性は、
アセ トキシケ トンに対しては活性があったが、ヒドロキシケ トン、クロロケ トン、γ―ケ
ト酸に対しては還元活性がなかった。

しかし、驚くことにアセ トキシケ トン還元酵素にはアセ トキシケ トンばかりでなく基質
の分子構造が類似しているβ―ケ トエステルに対しても活性があることが判明した。
以上の結果とイオン交換クロマトグラフィーでの挙動を合わせると、この酵素は京大化

研の大野 ・中村らが単離 0精製したL2酵 素であると考えられる。
3)

1)J.Barry,H.B.Kagan,シ
“
Йωお,453(1981)

2)M utak■■sak」,S.Tsubot Jシ
“
Й.03働 物.クκ.,50,647(1991)

3)Ko Nakalnura,Y Kawai,No Nakttima,A Ohno,10客 働 ι″.,56,4778(1991)
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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)○ 字高正徳 ・水本敏之 ・坪井貞夫

1-ア セトキシー2-ア ルカノンが95～ 99%eeの 1-ア セトキシー2-ア ルカノー

ルヘバン酵母にようて還元されることはすでに報告した1)本研究会でも,こ の基質の還元

酵素の精製と同定を報告の予定である′)こ れのジケトンである1-ア セトキシー2,4-

アルカンジオンがどのように不斉還元されるかということは,酵母還元の特徴を明かにする

だけでなく,有 機合成への利用の点からも,興 味がある。

われわれは前回 (第66)日 化秋季年会でその特徴の一端を, 1-ク ロロー2-ア ルカノ

ン( 1-ク ロロ‐2,4-ア ルカンジオン
0

などの還元の特徴と合わせて
警

告

|た
が,  R′ メ＼/°

Ac

その後,新 規な (意外な)実 験結果を得た

のでここ
F報
告する。

           ぼメ＼/Cl

0  0

R襲
摯

Rttα

遭成
OAc一

Rtt°
Ac

R

Timei 4～ 5h Tirne,24h

%Vield  log]D  ツb ee %Yield  [α ]D  73 ee

CHs

QHs

rJ-CsHz

n-CaHe

n-C5H11

49(4h)

65(4h)

53(5h)

73(4h)

77(5h)

40(4h)

54(5h)

-5.5

-17.5

-17.4

718.3

83

91

91

18   -12.2

23   -21.0

22

31   -2115

32

38   -17.0

93

94

93

９

８

８

８

５

９

８

８

IMBY=calcim alginate…
…

bili“d bakerst yeast

l)M.u鳳 略To sakai,S.Tsubol,J.Synm.org.Chem.Jpn.,50,647(1991).

の 石原浩二、坪井貞夫,宇 高正徳,中 島伸佳 「パン酵母由来 1-ア セトキシ‐2ニ アルカ

ノシ還元酵素の精製と同定」
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2010

バ 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

(二重大工)○ 清水 真 。杉本哲也 ・藤澤 有

1.光学活性 トリフルオロメチルベンジ′レアルコニル誘導体は大きな双極子モーメントを

持つ トリフルオロメチル基が不斉炭素に直結 しており、パラ位の官能基の機能性を活用 し

て自発分極が大きい強誘電性液晶合成のキラルシントンとして広範に応用できることが期

待できる。 トリフルオロメチルケ トン類のパ ン酵母還元は単純な構造のケ トンについては

行われており、脂肪族ケ トンでは高い光学純度で相当する2級 アルコールが得られている

が、芳香族 トリフルオロメチルケ トンの場合には低光学純度でしか夕す応するアルコールが

得られておらず基質特異性の限界を示している。本研究ではパラ位に電子供与性置換基 を

有するα,α,"ト リフルオロアセ トフェノン誘導体のパン酵母還元を行なったところそれぞ

れ高い光学純度及び収率でメ寸応するアルコールを得ることができることを見いだした。

Baker Yヽcast

Water

2.パ ン酵母還元の原料である1はアニリン誘導体1(R=NHRI)の 場合はP‐トリルマグネシ

ウムプロマイ ドにトリフルオロ酢酸を作用させ トリフルオロアセチル化 しメチル基をクロ

ム酸で酸化 し、 さらに官能基変換することにより得た。 フェノール誘導体1(R=ORり はP

‐メ トキシフェニルマグネシウムプロマイ ドを用い同様 にトリフルオロアセチル化 したの

ち官能基変換することにより合成 した。パン酵母還元はトリフルオロアセチルベンゼン誘

導体1(lnlmOl)をパン酵母5g、サツカロースを加える条件ではサッカロース6g、蒸留水

50mlを用いて行い、それぞれ高い収率および光学純度でベンジルアルコー′レ誘導体2を得

ることができた。この還元反応では酸素および窒素原子上の置換基の効果が大きく、電子

供与性の置換基を有する誘導体を用いた場合高い光学純度でバン酵母還元生成物を得るこ

とができた。すなわちアニリン誘導体の場合は窒素原子上の置換基としてアセチル基を有

する誘導体1(R=NHAc)を 用い、サツカロース存在下パン酵母還元をおこなうことにより

92%ceの光学収率でベンジルアルコールが得られた。一方フェノール誘導体では酢酸エス

テル1(R=OAc)の 場合はケトンの還元と同時にエステルの加水分解も進行し、還元生成物

の光学純度は満足のいくものではなかったが、安息香酸エステル1(R=OBz)に 変換し、サツ

カロースの存在しない条件下還元することにより91%ceの光学純度で還元生成物を得るこ

とができた。 さらにこれらのパン酵母還元生成物は再結晶を行なうことにより、光学的

に純粋にすることができた。

以上の様に本研究では トリフルオロアセトフェノンのパラ位に種々の官能基を導入した

基質を用いる事により基質特異性の問題を解決し、高い光学純度でR体のアルゴールが得

られることを明らかにした。

Ｏ
Ｈ
Ｃ

ｌ

３ＦＣ CF:忌bR
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2011

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

1.リパーゼを用いるカロ水分解により4‐ハロ(4,4-ジフルオロ、および4,4,4‐トリフルオロ)‐3

-アセトキシ‐2‐メトキシイミノ酪酸エチルから、相当するアルコールおよびアセタールを

それぞれ高い光学純度で得ることができることを見いだした。さらにメトキシイミノ基を

選択的に還元することにより、含フッ素スレオニンおよびアロスレオニン誘導体に導くこ

とができた。
1)

2.リパーゼの加水分解に用いる基質となる4‐ハロ軋4-ジフルオロ、および4,4,4‐トリフ

ルオロ)_3‐アセトキシー2-メトキシイミノ酪酸エチル1は対応する含ハロアセト酢酸エチル

より数段階の合成経路を経て良好な収率で合成した。これらの基質を用いてリパーゼによ

る不斉加水分解を検討した。反応はpH7の リン酸緩衝溶液‐■響混溶液中、リパーゼとして

はリパーゼPS,AY,AK,PPLを 用いて検討した結果、リパーゼPSが最も良い結果を与えた。

すなわちモノクロロ、モノフルオ●およびジフルオロ体ではそれぞれ室温から45℃で加水

分解を行なうことによりS‐アルコール2と未反応のR―アセタート1がそれぞれ96%か ら98%

以上の光学純度で得 られた。 トリフルオロ誘導体ではS‐アルコール2が 82%ccで、またR

‐アセター ト1が 90%%eeの 光学純度で得られた。得られたS―アルコール2は それぞれ

BH「■響錯体、NaBH4老くLあるいはH夕 d―Cを用いメ トキシイミノ基を還元することによ

り、含フッ素スレオニン3あ るいはアロスレオニン誘導佃 へほぼ光学的に純粋な形で変

換することができた。またR―アセタート1はエタノール中�C03に より加水分解した後、

同様な手法により還元し、含フッ素スレオ■ン3あるいはアロスレオニン誘導体4へ変換

することができた。

蛉 『
R=CH2F,CHF2,CF3, H2Cl

靴

OEt  ttOEt  ttOEt

(夏%3S〉3

単  凧 Et

%Me
c〉2

H0 0

n-/oet

c2R,3R〉3 c2R,3S4

NH2

0S,3R>4

以上の様に抗菌、抗ガン、抗ウイルス活性 を有する含フッ素アミノ酸であるスレオニン

誘導体をリパーゼを用いる速度論的光学分割により光学的に純粋な形で合成することがで

きた。

1)M.Shimizu,T.Yokoれ T.FuiisaWa,re"勁edron Asymm.,4,835(1993).
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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

(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

1.光 学活性 トリフルオロアルカノールは、強誘電性液晶材料の原料として注 目

されている重要な化合物である。今回、我々は有機溶媒中のリパ ーゼ触媒による ト

ランスエステル化を利用 して、1,1,1-トリフルオロ‐2‐アルカノール類の鏡像体選択的

エステル化を行なった。

2.ま ず、十数種のリパーゼをスクリーニングして活性の高い6種 のリパーゼを

選び、炭素鎖の異 なる 4種 の トリフルオ ロ‐2‐アルカノール (CF3CH°H‐QH2n+1'

n=6‐9)および相当するアルカノールを基質として反応を行なった。反応はヘキサン

中で、酢酸ビニルをアセチル化剤 としモ レキュラーシーブ存在下で酵素を添加 して

行なった。反応の経過はGC(PEC 25m,100‐140℃)で追い、また、反応で得 られたア

ルコールお よびアセテー トの不斉収率は光学活性GC(G‐TA 30m,90‐120°C)を用いて

測定した。

3,Pseudοmοnas cepacfa由来のリパーゼによる反応では トリフルオロメチル体で

はS体、相当するアルカノール体ではR体の、共に絶対配置の同 じアルコールがアセ

チル化されることがわかった。この場合のエナンチオ選択性は トリフルオロメチル

体では低 く(Ё=1.5)、 相当するアルカノール体では中ぐらいであった(E=9‐15)。

また、andfda rugosa由来のリパーゼではトリフルオロメチル体では酢 、相当す る

アルカノール体では鉢 の、共に絶対配置の同じアルコールがアセチル化されること

がわかった。この時の絶対配置は上記の場合とは逆であった。また、この場合のエ

ナンチオ選択性は トリフルオロメチル体においては高く(E=250)、 相当するアルカ

ノール体では低かつた(E=1.8)。

Lipase from
C. rugosa

I
o
t l4oA

OAc
▼

ёFO(CH」nH
S “メ。ヘ

OH

clメ(cH」nH
QAc

CF6 (CH2)nH

R
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2013

帰 ″物
"′

∫3epa ル́ リバーゼによ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
き
、橘 芳純

°
、

大谷武彦
拿

1.リ バーゼPS(ノ 勢″物″′S3epa″′lipase,Amano)による酵素変換のエナンチオ

選択性を調べる目的で、脂肪族第 2級 アルコールから調製したアセテート誘導体の加水

分解反応を検討した。

2.反 応は、アセ トンー水の混合溶媒にリバーゼP SO.2gとアセテート0.5gを加え、30

-35℃ で撹拌 して行つた。2-アルカノールや3‐アルカノニルから誘導 した飽和アセテー

トla、2aの場合には、相当する(R)―アルコールがそれぞれ96%eeお よび80%eeの光学純

度で生成 した。この結果から、一般に2-アルカノァル系の方が3-アルカノール系よりも

エナンチオ選択性が高いと言える。1)不
飽和アセテートについては、殆どの場合、対

応する飽和アセテー トよりも選択性に優れていることが判明した。2)特 に、アリル型

のアセテート5aやプロパギル型のアセテート6aにおいては97-98%eeの (R)―アルコール

が得られた(E>100)。また、不飽和結合の位置がキラル中心から離れている末端ビニル

アセテート7a、8aにおいても、それぞれの選択性は飽和のアセテートよりも高 く、光学

純度89%eeお よび92%eeの (R)―アルコールが生成 した。しかし、不飽和アセテニト9a、

10aに対するリバーゼPSの 選択性は低下する傾向が認められた。 トリフルオロ体1laぉ

よび環状アセテート12aの加水分解も同様な低選択性を示 した。

1)Yo Naoshima, M. Kanezawa, H. Tachibana, Y. Munakata, T. Fuj ita, K. Kihara,

and To Raku, ン1 `″θ″. Soc.′ Perkin trans.ノ ′ 1993, 557.

2)直島、楽、亀沢、橘 、第37回TEAC講 演要旨集、p.323(1993)

OAcOAc
I

CHg(CHz), i

1a n = 10
3a n=5

…
Hふル

2a n=9

4a n=4

8a

C

CF3
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キラルな放線菌自己調節因子の調製
大阪大学工学部応用生物工学科 :水野江弘、作田庄平、○山田靖宙

‐
【Fln勺】

放線菌では、自身の二次イヽ謝物質生産や形態分化を調節する自己調節囚 rの存在が知1ら

れている。これらは特有のブタノライ ド骨格を有し、Streplomyces′irginねeの抗生物質誘
導因子�rgiriac butanolide(VB)類や、Streptor77yceS sp.FRI-5の青色色素を誘導する因子
IM-2などが知られている。本研究では、リパ‐ゼによる光学分割法を用いて光学活性な
1～4を調製し、それらを用いて、VB―A生合成経路最終段階における還元酵素の立体4寺共
性、及びIM-2の絶対構造を決定することを目的とする。

俸 呼

【方法及び結果】

1)光 学分割

リパーゼ22種それぞれについて、1を基質としてBenzene(dry)中、無水酢酸で反応させ、
生成した1:、1についてそれぞれの旋光度を投1定したょその結果、lipaseL-10、オリパーゼ
4SDにより光学活性な(―)-1を調製することができた。又、この際得られた(+)-1'を同酵
素によリブタノリシスさせることにより光学活性(+)-1を調製することができた。同様の
方法により2、3、4、についても光学分割を行い、それぞれの光学活性体を得た。

‐

準 準

2)1か らVB―Aへ の変換酵素の立体特異性
光学活性(―)、(す)-1を、VB―A高生産株Saη″bわ鹿usの無削1胞抽出液中で変換させたと

ころ、(‐)-1が特異的にVB―Aに変換された。このことから、VB―A生合成経路最終段階に
おける還元酵素は、(3R)‐(―)‐3-hydroxymethyl‐2-(5-methブhexanOゴ)-4-butanolide,(¨)-1を
特異的に還元することがわかった。

3)IM-2の絶対構造の決定

光学活性(―)、(+)-4をそれぞれNaBH4還元し4種の光学活性体(2R,3R,6S)、(2R,3R,6R)、

(2S,3S,6R)、(2S,3S,6S)‐IM,2を調製した。これらを用いて青色色素誘導活性を測定する
ことにより、IM-2は(2R,3R,6R)の絶対構造であることを決定した:

祠
(→‐1
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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

(神戸大発達科学 ・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
拿

<序 ・実験>市 販のキラル物質を酵素反応系に添加することによつて、酵素のエナンチオ選

択性を大きく向上させることができれば、有機化学的に有用な手段となりうる。今回、 2-

フェノキシプロピォン酸類 (1)及 び 2-(4-イ ソブチルフェニル)プ ロピオン酸 (2)

を基質として、キラル物質を添加した有機溶媒中 (イソプロピルエーテルなど)で リパーゼ

(笏 ぬ cy■indraθ
“

 由来など)を 用いて不斉エステル化反応を試みた。 反応の進行お

よび生成物エステルの光学純度 [ee(P)]はHPLCに よつて測定した。

xO(喝)CHC00H +
(1)

:I:〕CHCH2=(二〉い:l100H

BuOH

Lipase

Org.Soivent
+BuOH  Ch:ral addlive

x一〈1)卜0さll。。Bu  +H20
(R・Preference)

CH3、

C由3′
CHCH20 9H3-CHC008u +H20

(2)

F値 =ln[1-c(1+ee(P))]/1n[1-c(1-ee(P))],

( S - Prelerence)

c=f,Convn.

<結 果 ・考察>反 応溶媒中にキラル添加物として、 1ネ (+)―カンファーまたは 1,(―)―カン

ファーを加えると、いずれの場合も無添加系に比べてエナンチオ選択性 (F値 )が 著 しく向

上 した。また、1ル(■)一と1∫(―)―カンファーでは各々異なったF値 を示 し、リパーゼとカン

ファー分子との直接的なキラル相互作用の存在を示唆する結果が得られた。例えば、 (1)

の4-エ チル置換体 (X=C2H5)を 基質として用いた場合、F=24(無 添加); E=27

(R一 体添加);F=42(S― 体添加)と なつた。また、このキラル添加系に、さらに微量

の水を添加するとF値 は相乗的に向上 し、E=84(S一 体添加十微量の水)と なった。この

ような S一 カンファーによるエナンチオ選択性の向上効果は、 (1)の 多くの誘導体につい

て認められた。また、基質として (1)と は立体構造の異なる (2)を 用いて、カンファー

と微量の水を添加した反応系で同様なエステル化を行なつたところ、同傾向の添加物効果が

明確に認められた。   _

以上のような実験結果から、観測されたエナンチオ選択性の向上は、添加したキラル分

子とリパーゼとの特異的な相互作用に基づくリパーゼの鍵穴構造の変形などに起因すると考

えられる。現在、カンフアーによつて発現するエナンチオ選択性の向上の機構モデルを検討

中である。
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類によるアルコールのアシル化反応

京都大学 人間 ・環境学研究科 0小 笹 直、山 本 行 男

京都教育大学 理学科 沢 田 誠 二

トリメチルシリルケテン(la)は一般のケテンとは違い、安定な化合物で

あり多様な反応に利用されている。アルコール類のアシル化剤として利用

する場合、Zn12等のルイス酸が従来使用されてきた。一方、我々は 有機溶

媒中のリパーゼの反応における既知のアシル化剤とは 大きく構造の異なる

化合物を求め、酵素の新機能開発をもくろんできた:今 回 トリメチルシリ

ルケテンが有機溶媒中でリパーゼの基質となりうるかどうかについて興味

を持ち、研究に着手した。

リパーゼの種類、反応条件などを検索した結果、カビ由来のリパーゼ、

サイケン100(ナ ガセ生化学工業株式会社)に 良好な活性を見いだした。そ

こで トリメチルシリルケテンをアシル化剤として、サイケン100による多様

なアルコールに対するアシル化反応の適用範囲を評価した。

Lipase

一

R12R2siルc=C=0 -ROH +

la:Rl=R2=cH3

lb:Rl=R2=c2H5

=C■3,R2=Phlc:Rl=

RO-9-CH29評2呼
0

サイケン100の触媒作用によって第一、第二及び第ニアルコールがトリメ

チルシリルケテンによつて効率良くアシル化され、 トリメチルシリルアセ.

チルエステル類を与えた。フ エノ早ル、嵩高いアルコール、さらにカルボ

キシル基を有する基質も本酵素によつて高収率でアシル化された。トリエ

チルシリルケテン及びジメチルフ ェニルシリルケテンによるアシル化も本

酵素によつて触媒された。
つ

1) Y.Yamamoto,N.Ozasa,and S.Sawada,OCm.Expres,8,305(1993).

有機溶媒中リパ∵ゼを用いたシリルケテン
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インプ リン ト手法を用いる脂質修飾 リバ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

1)当研究室では、酵素の優れた特性を有機合成に利用するために、酵素表面を脂

質分子で被覆 し、有機溶媒に均―に溶解する脂質修飾酵素についての研究を進めて

きた
1)。これまで、リパーゼなどの加水分解酵素による不斉選択的ニステル合成に

ついて検討 してきたが、酵素自身がもつ不斉選択性を改変することは困難であつた。

本研究では,リパーゼにインプリント手法を用い不斉選択性の改変を行つたa。

2)リ パーゼ OF 50 mgを pH 7.0,0.01M酢 酸緩衝液 50 mlに溶解させ、プリント

基質であるアルコール基質アナログ(R-1‐ウエニルエタノールなど)存在下 30分 間

撹拌下、糖脂質 2C12Gb 50 mgを 溶かしたアセ トン溶液 0.4 mlを滴下 して、脂質修

飾リパーゼを沈殿 として得たものを凍結乾燥 した。タンパク含量は UV,元 素分析 よ

り約 5W%で あることがわかつた。インプリント脂質修飾リパーゼ は有機溶媒には

均一に溶解するが、水中には不溶であつた。

3)イ ンプリント脂質修飾リパーゼを用い、月―,S-1‐フエニルエタノールとラウリ

ン酸 を用 いて イソ オクタン溶媒 中で不斉エス テル合成 を行 な った。基 質

1-phenylethanolでインプリン トされた酵素は、ネイテイブリパーゼ (VR/VS=5.5)

ゃインプリン トしていないリパーゼ (VR/VS=16)に比べて、非常に大 きい不斉選択

性 (VR/VS=77)を示すようになった。

表 1: 種々の方法により調整 したインプリン ト脂質修飾 リパーゼと

そのエナンチオ選択性

Enzyme condition Y,f,., r,r"rJj^r, v, / v,

幣響取亀墜き墾1_11_…五L__I_…

』硼穏キ翼弘9算爾繊
1箭

慇
)

1993年 7月                   -25-

; Y Okahata and K.lziro,3υ ″.Crlem.

岡畑恵雄、第3回バイオ高分子研究会予稿集、

鋭 H+す
∞酬

論 %貫 …
+喝 。

月,s・ 30醸
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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

〇小田 忍,加 藤昭夫・,松 富直利°,大 田博道・・

(関西ベイント・技術研, ・山口大 ・応用生化,・・慶応大 ・理工)

【目 的】

親水性担体/疎 水性有機溶媒界面 における微生物変換 システム (界面バイ

オ リア クター)を 利用す る と,反 応溶媒中の基質および産物の毒性を回避 し

つつ
(1),高

い成績で加水分解,エ ステル化,酸 化および還元反応を行い得

る
(2)。

本研究では,こ の界面バイオ リア クターのシステム化および応用研

究の一環 として強毒性化合物 として有名な中鎖アルカノールの酸化 によるオ

クタン酸等の中鎖アルカ ン酸の合成を 目的 とした。

【方 法】

寒天平板型界面バイオ リア クター (栄養寒天平板/聾 デカ ン)を 用いて1%

のトオ クタノールを酸化 し得 る微生物をス クリーニ ングした。得 られた優秀

株 について,寒 天平板型 リア クターを用いて変換条件の最適化を行い,ま た,

濾過板 (ADVANTEC―TOYO Co.)お よび寒天被覆濾過板を担体 とす る界面 リア ク

ターの構築を図 った。 さらに同株を用いたデカ ン酸の合成 も試みた。

【結 果】

細菌,放 線菌でオ クタン酸の蓄積を伴わないトオ クタノールの消費が認め

られたのに対 し,多 くの酵母でオ クタン酸の蓄積が認め られた。その中より

rssdchanル :a scLtLιata Vare scュtLιata IF0 10070 を優秀株 として選定 し

た (オ クタン酸蓄積濃度 8。lg/1,変 換収率 73%)が ,本 反応 は寒天被覆濾

過板を用いて も進行 した。デカ ン酸の合成 については,そ の強毒性 にもかか

わ らず,振 盪式の寒天平板型界面バ

イオ リア クターにより最大32.5g/■

もの蓄積濃度を示 し,ま た,多 段式

の寒天被覆濾過板型 リア クターを用

いて溶媒量 250 mlま でのスケール

ア ップに も成功 した。

Decane layerl-Octanol

l  ::T°

lC OT0

n

Microbial

fil田
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Ohta, 3:οscJ. BjOtgch. β:οcham。,
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加水分解酵素による糖転移反応

中島 宏1鈍 賓宗彦

ユニチカ(株)中央研究所 生化学研究部

糖の加水分解酵素として古くから知 られているガラクトシダーゼは1例 え

ば孝L糖を基質としたとき1ガ ラク トースとグルコースを生成する。この加

水分解反応において,水 分子がガラクトシル基の受容体であると考えるこ

ともできる。水分子の代わりとなりうる他の受容体分子が反応系に共存す

ると,ガ ラクトシル基がそれら受容体に転移する反応が起こる。

覺

ガラク トース +グ ルコース

ガラク トシル乳糖
(ガラク トオリゴ糖)

ガラク トシルアスコルビン酸
(安定化ビタミンC)

我々は1加 水分解反応性により糖転移反応活性の高いガラクトシダーゼを

土壌よリスクリーニングし,こ れらを用いて(1)ビフイズス因子としての活

性の高いガラクトオリゴ糖や,(2)結合様式の異なるガラクトシルアスコル

ビン酸の合成を行った。

加水分解反応性と糖転移反応性の違いについての有機化学的な検討や動力

学についても興味が尽きないが、本報では1糖 転移生成物の応用面での有

用性に注目し,こ れら化合物の合成条件,単 離法,構 造決定ならびに性質

についての知見を報告する。
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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

昨年度までに、光学活性非糖質有用物質の合成を目指して、酵素を用いる立体選択的

炭素=炭素結合形成反応を基盤とする研究を行なってきた。その過程において、FDP

アルドラーゼを用いる光学活性α―ヒドロキシアルデヒド誘導体とフルクトース■1,6-二

リン酸より導いたジヒドロキシァセトンリン酸(DHAP)2よ り、炭素―炭素結合を形
成させ、2個の水酸基を立体選択的に導入してベンタマイシンのC-9-C-16部、C―ll T

C-16部の合成を完成させたこと、光学活性d―メトキシアルデヒド誘導体と2の ジアス

テレオ面選択的反応を開発してきたことを述べた。

今回、その知見を基盤にしてFDPア ル ドラーゼ存在下、容易に異性化し得る光学的
に不活性をα―置換アルデヒドla-ljと 2と のジアステレォ面選択的反応を検討した。
その結果、アル ドラーゼ存在下(イ オウを含む la-lhと 2と の反応では対応するア
ルドールを全く与えなかったが、クロル体 li、 ljは 2と ジアステレオ面選択的反応
を起こし、それぞれ単一の成績体3i(15%)、 3jを 与えた。ところが、両者は複雑
なNMRス ペクトルを示したので、そのうち3iを アセトナイド4iと したがやはり、
全く解析不能であつた。そこでさらに4iを アセナル化して5iと したところ、NMR
スペクトルにおいてプロトンが分離し、その構造を確認することができた:以 上のよう
にしてFDPア ル ドラーゼ存在下、光学的に不活性なRS―アルデヒドli、 ljと
DHAP2よ り、 3個 の立体を規制 して光学活性非糖質有用物質へ導ける3i、 3jに

変換することができることが半J明した。現在、その立体構造を検討中である。
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