
2021

カルボキシペプチダーゼY(CPaseY)によるペプチ ドの変換

(二重大 。生資)今 井邦雄、馬場 均、清水恵介、木村徳男、小畑 仁、小宮孝志

(目的) 分裂酵母はCd十+刺激を与えるとCd++結合ペプチ ド (CとBP lと2)を誘導合成 して適

応す る。Cd―BP類はCd++と低分子構成単位ペプチ ドーーキャディスティン([γ―EC]nG)二一か

ら成 る複合体である。 この構成単位ペプチ ドは複数 の γ―Clu結合を含む特異な構造のため、

通常の逐次分解による構造解析が不可能であつた。従つて、この構造決定には微量化学反応 と

カルボキシペプチダーゼ P(CPase P)に よる酵素分解を適用 したが、この過程でCPasePの興

味ある特異性を見いだ した。すなわち、本酵素はCyS―GlyやCys―Glu結合を加水分解するが γ―

Glu―Cys結合は切断 しないとい うものである。今回の研究では既にペプチ ド合成に利用 されて

いるCPase YがCPase Pと類似の基質認識能を示すか否かを検討 し、基質認識部位 を明 らかに

するとともに、本酵素を利用するキャデイスティン類の一挙合成の可能性を検討 した。

(方法 。結果) まず、CPase Yの基質認識部位 を確認す るために、Ala-OMe、 Leu=NH2、 BOC~

Ala-OMe、Ala―Trp-OMeと TMSFSPRL―NH2を基質 としてCPaseYで処理 した ところ、N側 がア ミ ド型

で保護 されているア ミノ酸のC側 のみでカロ水分解が進行 し、N側遊離型のア ミノ酸のC側 は反応

し な い 事 が 判 つ た 。 つ い で 、 Boc―L Glu(OMe)2ヽ BOC L■ Sp(OMe)2ヽ BoC~ア ミ ノ マ ロ ン 酸 ジ メ

チルおよびBoc―D―Asp(OMe)2を調製 し、本酵素による水解の可否 と水解部位 を検討 した。その

結果、L Glu、L―Asp誘導体の α一位 とアミノマロン酸誘導体の一方のエステルが加水分解 され、

それ以外は分解 されないことが判明した。以上の結果より本酵素は切断部位のアシル基を含む

アミノ酸のN側のアミ ド構造を認識 し、この認識部位か ら切断 される結合までの距離 と空間的

配置が本酵素反応にとつて重要であることが判明すると同時に、CPase YもCPase Pと類似の

特異性を示す ことが判つた。この酵素反応をグルタチオンに適用すれば、キャディスティン類

を一段の反応で合成できる可能性ある。そこで、高濃度のグルタチオンを基質 として塩基性条

件下本酵素で処理 した ところ、低収量ながら、キャディスティン [γ―[EC]3Gと[γ―EC]2Gお

よむ [γ―[EC]3ヽ[γ
~EC]2ヽ[γ

~EC]と[γ―EC]2の脱水産物が一挙に合成できることがわかつ

た。また、本酵素によるグル タチオンの代謝経路を下図のように推定 した。

y -G1u-Cys- y -Glu-Cys- y -Glu-Cys-Glv

y -Glu-Cys- y -Glu-CYs-GlY

y -G1u-Cys-G1y

Cadystin [γ 一[EC]3G

Cadystin [γ ―EC]2G

Glutathione

Cadystm〔 γ‐EC12G

γ
‐Glu‐Cys‐Gly

Glutathione(γ _ECG)

γ―Glu―Cysγ ―Glu‐Cys

lγ‐EC12

‐Glu‐Cysγ″Glu‐Cysγ‐Glu=CF‐

Cadystin貯 ‐EC13G

γG̈lu‐Cysγ …Glu‐Cysγ ‐Glu‐Cys

lγ―ECi3

γ
‐Glu―Cys

lγ‐ECI
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アリァルマロン酸脱炭酸酵素の触媒作用と活性部位
(慶大理工)宮本憲二、川崎平康、渡辺正勝、宮崎 衛、須貝 威、o大 田博道
(立教大理)長 村吉洋

α―アリール_α_メチルマロン酸 (1)を 不斉脱炭酸して光学活性―アリールプロピオン酸(3)

を与える(式1)アリールマロン酸脱炭酸酵素(AMDasc)は、他のデカルボキシラーゼ、 トラン
スカルボキシラーゼと異なり、補酵素をまったく必要としないという際立った特徴を有する。
本反応の機構を明らかにし、更に得られた知見に基づいてポイントミューテーション等の手
法により酵素の基質特異性そのものを改変することを最終目的として以下の研究を行つた。

1.活性部位における基質のコンホメーション

置換フェニルマロン酸の反応速度に対する置換基効果(p=+1.9)から反応の遷移状態は
エノラー ト (2)に 近いものと推定される。したがって電子求引性基であるm―あるいはp―

クロル置換体では反応が加速されるが、オル ト置換体 (4)で は反応は進行 しない。立体
的には同様の効果が期待 されるメチル置換体 (5)で も反応 しないことから、オル ト位特
有の立体的要因が決定的であると結論できる。コンホメーションの効果であろう。即ち、
4, 5で 特に不利になる立体配座 をとる事が反応進行の為の必須条件であろう。ベンゼン

環とα‐置換基が同一平面上にあり、しかもオル ト位に置換基があるときで も4bの 様に2
つの置換基がアンチ型になるのでは不活性になって しまう。 4a, 5に 示す様 にsy‐
pe�planar配座が 「活性な立体配座」であろう。そこで 5の 2つ のメチルを共有結合で結ん
で立体配座を固定 したようなモデル化合物 6を 合成し、反応に付 したところk catは小さく
なったが、KMの 値も1桁小さくなり、酵素との親和性が増大することが明らかとなった。

理論計算により立体配座間のポテンシャルエネルギー差を見積もった結果も実験事実を

よく説明するものであった。

2.活性部位に存在するアミノ酸残基

本反応はヨー ド酢酸のようなSH阻害剤で完全に阻害される。酵素の遊離のSH(=CyS)が

活性部位で重要な役割を果たしている事は疑いない。次に基質と類似の構造を有する可逆的

阻害剤を検索し、 α―ブロモフェニル酢酸が有効な阻害剤である事 を見い出した。この阻害
剤との反応の前後の質量スペクトルを比較することにより、阻害剤は酵素に対 して 1モル反
応 している事が明らかとなった。更に本阻害剤を反応させた直後のCDス ペクトルから酵素
の三次元構造は反応の前後でほとんど変化 しておらず、阻害剤が活性部位へ反応 している事
が推定された。また、反応物をメルカプトエタノールで処理すると酵素活性が復活すること

から阻害剤は酵素とエステル結合 しているものと予想される:
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Corynebacterium sp.ST-10株 に由来する

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、生化工)伊藤 伸哉 、○廣田 利明、山田 清士

「目的」当研究室では、これまでに Corynebacteriu皿属細菌によるスチレン代謝経路と、それに

関与する酵素について報告してきた
1)。

今回、同代謝経路によるスチレン代謝の第一段階を触媒

し、スチレンからS体 のスチレンオキシドを生成するスチレンモノオキシゲナーゼの精製および

諸性質の解明を目的として研究を行つた。

「方法」Corynebacteriun sp.sT-10株をスチレンを単一炭素源として気相系にて供給し培養し

た。得られた菌体を超音波および磨砕用アルミナを用いて破砕し、さらに、NakanozymO処理によ

り可溶化した。こうして得られた粗酵素液を用いて、補酵素要求性、酸化剤の添加効果、酵素の

立体選択性について検討を加えた。

「結果」酵素の可溶化条件を検討した結果、同酵素は菌体を溶菌酵素処理した後超音波破砕し、

さらに MEGA-9な どの界面活性剤で処理しなければ可溶化されなかった。特に、Nakanozymeでの

酵素処理を行わないと全く可溶化できないことから、本酵素が菌体の細胞壁に存在していること

が推淑1された。可溶化酵素を用いた反応では、NADH、NADPH、FADの 要求性は見られなかつた。し

かし、アスコルビン酸により活性化を受けた。また、チトクローム P-450系酵素で報告されてい

るような酸化剤に依存したスチレンのエポキシ化反応について調べた所、NaC102、NaC104、

C6151(000CH3)によつて著しく活性化された。このことから、本酵素は、アスコルビン酸などの

還元力に依存した、チ トクローム P-450系のモノオキシゲナーゼと推瀬1された。

また、本酵素の立体選択性を cyclodextrin-7500を用いた GCで 調べた所、100%eoe。 でS体

のスチレンオキシ ドが生成した。今後、酵素のクローニングと高効率発現が可能となれば、S―ス

チレンオキシドの酵素合成に利用できるものと考えている。

column   cyclodextrin-7500 (25m)

carrier gas   ‖e

inJector temp. 250℃

detector temp. 280℃

column temp.   10013(1lmin)

gradient 10■ 〕/min

200℃  ( 3min)

GC分 析による (R)体 (S)体 スチレンの分離

1)伊 藤、由田、1992年度日本農芸化学会大会講演要旨集、p.377
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スチ レン資化性あ ryhCbac"rfum細菌 を用いる

β
‐フェネチルアルコールの生産

(福井大 ・工 ・生化工)伊 藤伸哉、○岡田圭策

目的 我 々は、スチ レンおよびスチ レンオキシ ドを資化する微生物として新たに

Oθ ry1lcba ctcJ・fυ″2細菌を単離 し、その代謝経路および関連酵素に関する研究を行ってき

た。 その結 果 、 Cοry1lcbacιθJJ�コl pscuあdρ力ι力ettιFcu“ AC‐5株 が フェニ ル アセ トアル デ ヒ

ド、β―フェネチルアルコールを代謝中間体 としてスチレンオキシドを代謝することを見

い出し、同菌を用いた静止菌体反応においてもこれらの化合物の蓄積を確認した。その中

のβ―フェネチルアルコールは産業界で広 く用いられている香料であり、それらは現在、

全て有機合成的に生産されている。一方、生物プロセスにより得られるβ―フェネチルア

ルコールは天然様香料として使用できることか ら、広い需要が見込まれる。そこで我々

は、apsc」dθdわtrler・f″cu口AC‐5株を用いた同化合物の効率的生産を目的として椰f究を行っ

た。

Styl cllc        styrenc oxidc     β
‐Phelietllyl alcohol

a, Styrene monooxygellase

b, Styrene oxitle reductase

c, Styrene oxide isomerase

d, B-P.4.  dehydrogenase

Phenylacetal(lchyde

方法  寒天 プ レー ト上 で気相 系 にて スチ レ ンを単 一炭 素 源 と して培 養 した

C.pse」doJpF2ι力eガJcum AC‐5株の菌体約0.6g(weりを緩衝液10mlに懸濁 し100～200μlのス

チレンォキシ ドを添加 して25℃で24時間振盪反応後生成物を酢酸エチルで抽出、ガスク

ロマ トグラフイーにより定量分析を行った。

結果 上記の反応系においてスチレンオキシドは1時間以内に、速やかにフェニルアセ ト

アルデヒドに変換され、その後徐々にβ
‐フェネチルアルコールヘと変換された。反応系

への添加物は2%の エタノールが最適であったし至適反応条件下で少な くとも70mg/10ml

のβ
ニフェネチルアルコールの蓄積が確認された。

また、スチレンを炭素源としての液体培養法では生産性が低いため、多孔性セルロース

担体を用いてスチレンを気相で供給する培養法も行った。菌体の増殖 したセルロース担体

を使用 した反応系についても同様の生産が可能であつた。

これらの結果を含め、本プロセスに関与する酵素系についても併せて報告する。
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ラツ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 沼由妃子

【目的】現在,多くの医薬品はラセミ体として市販されているが,これらの薬物は生体内に

おいて立体選択的に,あるいは基質特異的に代謝される場合が多く,ま た各光学異性体間で

代謝過程が異なることも報告されている。今回,我 々はラツト肝ミクロソーム中での基質と

立体選択的代謝の相関性を明らかにする目的でブチルベンゼンおよびその誘導体に対する不

斉酸化還元反応を検討した。

【結果.考察】ブチルベンゼン(1)をフェノバルビタール処理したラット肝ミクロソームを

用いて,37・C,4時間,インキュベートすると1位(ベンジル位)がR配置に,3位がS配置に不斉

に酸化されたアルコール体(287%ee,3■8%ёc,4■2%ee,5:27%ec)が生成した。またケトン体

(8)は主にS配置に還元され(9:68%ee),さらに不斉に酸化された1,2-及び1,3‐ジオTル 体(1

1:77%ee,12:83%ec)が得られた。一方,エノン(13)からは飽和ケトン(14)及び14が酸化され

た成績体と思われる(S)―ケトール(16xフ ェノバルビタール未処理)及び(R)‐ケトール(16)

(フェノバルビタール処理)がそれぞれ単離された。さらに光学活性な(2R)―,(2S)‐4-フェエル_2

-プタノール(18,19)を 同様に処理すると1,3‐ジオール体(21,21)が得られたが,回収された

アルコール(18,19)の 光学純度が低いことからラセミ化が起きていることが半J明した。
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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 学

[目的]光 学活性ビシクロ [3.3.0]オクタン類は、(+)‐カルバサイクリン、インドー
ルアルカロイド、二環性および三環性テルペン類等の不斉全合成のための重要な不斉合
成素子となる化合物である。今回、σ‐対称二環性化合物を基質とした酵素による不斉還
元、不斉脱アルコキシカルボニル化、並びにC2-対称二環性化合物の光学分割を行い、
光学活性ビシクロ [3.3.01オクタン類 {(+)-2,∈)-5〕の不斉合成を試みた。

[実験 。結果]二 環性σ―対称ジケトン体 1の パン酵母による不斉還元を試みたところ、
光学活性ク トール体 o)-2を99.4%ecで得 ることができた。得 られた ←)_2は、
CaphclLnes,Cantabreno�c addの不斉全合成における鍵中間体となることから、化学的手
法よりも短工程で形式不斉合成を達成することができたしまた、1と類似の種々のジケ
トン体についても検討 し、興味ある結果を得ることができた。次に、0対 称を有する3
を基質としたPPL(Porcine Pancreatin Lipttc)による不斉脱アルコキシカルボニル化を試み
たところ、光学活′性体 ∈)-4を98.3%ccで得ることができた。 (+)-4は∈)―カルバサイ
クリンの効率的合成のための不斉合成素子となる(+)_5に高収率で変換された。また別
法としてc2-対称である(dめ_5のパン酵母による光学分割を試みた結果、(+)-5を99%ec
で得ることができた。さらに3を 基質として、種々のリパーゼを用いた不斉脱アルコキ
シカルボニル化を検討したので合わせて報告する。

C00H

o
Cantabenonic Acid

］̈〔〕｝Ｍｅ・

卜
cl

H ρ02Me

NaO ONa

C02Me [#乱8.Y., sucrose
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生体触媒を用いた不斉識別反応一一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

1.生 体触媒によるキラル物質合成として,微 生物や酵素を用いる研究が報告されているD。

我々は,こ れまでに植物培養細胞による二級アセテー ト類の加水分解における不斉識別能に

ついて調べ,関 与する酵素の活性部位のモデル化を試みたの。今回は,ゼ ニゴケ培養細胞の対

称ジアセテー トおよびェノールアセテートの加水分解における不斉誘起能について調べ,モ

デルから得 られる予測と比較 した。

2.ゼ ニギケ懸濁培養細胞に,対 称ジアセテー ト類およびエノールアセテー ト類を投与し,

25℃,光 条件化でインキュベー トし,加 水分解の変換率と生成物の光学純度を調べた。

不斉中心を持たないメソ体のジアセテートであるoiscyclohexane‐1,2-dioi diacetate(1)は

約24時間ではとんどがcis‐cyclohexane‐1,2 d̈iol monoacetate(2)に変換され,そ の後 しだい

にcis‐cyclohexane‐1,2‐diol(3)に変換された。12時間の反応でジアセテー トは 63%変 換され:

生成 したモノアセテー トについては(lS,2月)‐monOacetate(2)が91%e.e。で得 られた。また(3)

への加水分解はみられなかった。

Cだ》犠躍鍔峰∝li…Ⅲ∝|
1              (la2月 )‐2         3

-方 ,不 斉中心を持つ対称ジアセテー トであるfranscyclohexane‐1,2‐diol diacetateは,ゆ

るやかにモノアセテー トヘ変換されるとともに対応するジオールヘと変換され,モ ノアセテ

ートの蓄積はみられなかった。

また,不 斉中心を持たないエノールアセテートである1‐acetoxy‐2‐methゾcycbhexene14)

は約5時間で82%力勁口水分解され,(2Sl‐2‐methゾcycbhexanone(5)(41%eoe。)を生成 した。

:1 〔〔〕1lie

(2Sl‐5

これらの結果は,先 に提示 したゼニゴケ培養細胞の二級アセテートの加水分解における酵

素の活性部位のモデルから得られる予測と一致した。

3.以 上のことより,ゼ ニゴケ培養細胞は二級モノアセテー トと同様に対称ジアセテー ト

についても月配置を持つアセ トキシル基を優先的に加水分解 し,不 斉を誘起できることが明

らかとなった。また,そ の酵素の反応場はエノールアセテー トの加水分解においても不斉を

誘起できることが示された。

1)K.Matsumoto θr al,Jスm.cr7em.SOa,112,9614(1990).

2)後藤 他,日 本化学会第65春季年会講演予稿集,p.586(1993)
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リパーゼを用いる2、 3の 光学活性アル■―ルの合成と応用

(岡大工)○ 坪井貞夫、鶴海尚也、宇高正徳

アルデヒドとリチオジクロロメタンとの反応により収率よく得 られるジクロロアルコ

ール (1)は 、α―ヒドロキシアルデヒドやクロロエポキシドヘの変換が可能と考えら

れる有機合成上有用な合成中間体である。本研究では (±)-1を 酢酸イソプロペニ

早ル存在化リパーゼを用いて光学分割を行い、光学活性なアルコール (R)-1お よ

びアセタート (S)-2を 収率よく得た。また、アセター ト (土)-2を リパーゼで

不斉加水分解し、光学活性なアルコール (R)-1、 およびアセタート (S)-2を

墨41倒:
(士)・1

OAc

Rり C`HC12

oo2

Lipase
4

35 'C
phosphate buffer

OAc
OH       ョ

メCHα2'メCH釧2
(R)‐1           (S)‐ 2

OH

RttCHC:2 +
(R)‐1

OAc

R/＼ CHCi2

(S)‐2

次に、アセ ト酢酸エチルとアクロレィンとの反応により容易に得られるヒドロキシエ

ステル ((± )-3)を 酢酸ビニール存在1ヒAmt20-Pを用いて光学分割し、光学活性な

アルコール (3)お よびアセタート (4)を 得た。4は シリカゲル充填のカラムクロ

マトグラフイにより精製中、一部アセ トキシ基が脱離した5に 変化した。アルコール

(3)は 多官能基を有する化合物であり多彩な官能基変換が期待できる有用な光学活性

シントンである。例えば、ラクトン (6)に 変換可能であり、これから植物ホルモンの

ベスクロチン (7)と その異性体の合成がデザインでき、現在検討中である.

0

(土)-3
1c;s2! +6.61 (c=1.21,CtlCl3)

4\r\fcqEr
Os

Pesta:otin (7)
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リパーゼのエナンチオ選択性制機能 を有する

ホス ト機能性化合物の構造

(岡山大教育
1.教

養
2)○

伊藤敏幸
1.築

部 浩
2

1.我々はリパーゼのエステル加水分解におけるエナンチオ選択性が,反 応時

に基質エステル対 して触媒量のクラウン化合物を添加することで制御でき,

反応速度 とエ ナンチオ選択性が共に向上することを見いだしてい るが,1)今

回その制御機能 とクラウン化合物の構造相関を明 らかにす るために,様 々な

タイプの クラウン化合物の添加効果を調べ た。その結果,三 種の化合物群 に

顕著なエナンチオ選択性の向上効果が認められた。

2,3.アセ トキシブチロ■ トリルのリパーゼPSに よる加水分解 をモデル反応 に

選び,ク ラウン化合物添加 によるエナンチオ選択性の変化を調べた (式 1)。

リパーゼPSとアセター ト1を 35℃ で定時間反応 させたのち,生 成 したアル コ

ール2と 未反応のアセター ト3について,そ れぞれの%eeを キラルキ ャピラリ

ーガスクロマ トグラフイーで求 め,加 水分解率 とE値
2)を

算 出 した。反応 は

クラウン化合物 を加えるため,あ えて緩衝液を使用せずに行つた。 このモデ

ル反応 は,無 添加ではE値 が 8程 度であるが,基 質についてクラウン化合物 を

33モ ル%添 加する と,ベ ンゾクラウン4,チ アクラウン5,ア ザクラウン6を

添加 した場合,加 水分解速度 とE値 が共に大 き く向上 した。なお,R ateは単

位時間あた りの加水分解率を,無 添加の場合 と比較 した ものである。これ ら

の骨格 を有するクラウン化合物がこの加水分解反応のE値 を向上 させ る添加物

として有望であることもわかつた。この反応の詳細について報告 したい。

OAc

ん CN

1

Lipase PS (50 wt%)

addiliЮ(33 mol%)

H20:aCetone(10:1)
35°C,14h

ん CN+ル N O)

2          3

ヽ
リ

〔̈
　̈
〕

α

1)鷺ム T;地 即 吼 Y;B― A;TsC I― lル 励 励 ル
",1993,426n

aGttC S.;呻 Y:G識測魅,G:SL CJ.Jル■(レ胤脱 ,1982,f“η%

⌒

〔: :〕 〔鰐
増

4

E=55

Rate 3.500.48)

5

E=37

Rate 4.2(cO.59)

6

E=30

Rate 3.3 1cO.46)

―-37-
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Lipaseア マノPの 立体選択性にういての検討

持田顕―  (協 和発酵 東京研究所)

我々は、プロキラルな2-置 換プロバンジオールについてリパーゼを用いた不斉ア

シル化、加水分解について検討した。その結果酵素としてアマノPを用いると、2位 め

置換基により選択性が異なる事を見いだした (表1).

RだhCTRだへ~Rだ°H
1                 3                  2

表 1 アマノPによる理水分解とアシル化

このようにRが メチルの場合は、アシル化と加水分解で生成するモノアセテートの

立体は逆転しているが、それ以上大きくなると同じ立体のものが生成している。またメ

チル基の時は、モノアセテートはアシル転移反応が進行し加水分解されないが、それ以

外は転移はおきず加水分解が進行した。

この原因を究明するためにアリルプロパンジオールを用い詳しい検討を行つた。当初

これは酵素の立体認識と反応媒体の関連を調べて行つたが、バッファー中でも有機溶媒

中でも立体認識に差は認められなかった。またアシル化の有機溶媒の種類を変えたり、

加水分解中に有機溶媒の添加等試みたが、若干の光学純度の差は認められたものの生成

物はいずれもR体 であつた。

またモノアセテー トの反応性を見たところ、アシル化、加水分解ともにR体 のみが反

応し、S体 は全く酵素反応を受けなかった。

この現象を説明するために、アマノPの 活性部位モデルを構築し、活性部位中での基

質のコンフォメーション変化によるものではないかとの仮説を提出した。

加水分解

R   時間 光学純度 立体

メチル  2  96%ee S

エチル   1   74    R

イソプロピル 5  69   R

アリル  2  37   R

(194 町田市旭町 3-6-6)

アシル化

時間 光学純度 立体

2    8 5%ee   R

5  24   R

5  25    R

5  68    R

審
MOCHIDA

-38-
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加水分解酵素と選択性発現ファタターによる不斉プロトン化反応

(福井大工)○ 松本一嗣,北 嶋英彦

(理研)中 田 忠

演者らは既に、酵母R動 由οSaによる1を基質とした酵素的不斉プロトンイ勧こおいて、

加水分解酵素以外の選択性発現ファクターが反応に関与しているということを明らかに

している。しかし、選択性発現ファクターが不溶性のため更なる検討はできず、選択性

を向上させることもできなかった。そこで、他の酵素系を探索した結果、リパーゼ剤

�pasc AP(天野製薬)に も不斉プロトン化能があることがわかった。各種クロマ トグラ

フィーを行った結果、リパーゼ剤に含まれる加水分解酵素だけでは不斉選択性は生じず、

やはり高分子で可溶性の選択性発現ファクターが存在していることがわかった。このファ

クターを部分精製,濃 縮し、これとPL Livcr Rtcrasc(PLE,Sigm→を用いて1の加水分解

を行ったところ、92%co c。というこれまでで最も高い選択性で(D‐2を 得ることができ

た。この詳細について報告する。

PLE
+

Enantioselectivity-
Promoting Factor
(from lipase AP)

(R)-2,92Vo e.e.

-39-
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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(株)総合研 ○太田陽子.石 井真由美,安 達 孝,太 田知己1小 川 利寿1花 田和紀

【目的】新規1,4‐ジヒドロピリジン誘導体(3)は4位 に不斉炭素を有 し, 2種の光学異性体が

存在する。強力な薬理活性を有する異性体 (‐)―(4R)‐3を選択的に得るため,酵 素反応を利用 し

た合成法を検討 した。

【方法および結果】プロキラルな化合物 (1)を基質として市販酵素(84種)による検討を行った結

果1不斉加水分解で光学活性なモノカルボン酸(2)を得1続 くエステル化で最終目的物(3)を得る

方法,及 び3‐Nttrooxypropanolと(1)との不斉エステル交換で直接(3)を得る方法を見いだした。

ご■%ギIN%
H    ・2HC:

ギ■「し1ギL
H   _            H妙H°~‖

師
(2)

Transesterif ication

OH*,1,.ONO2

0H°~‖
師

(1)の加水分解反応 では比較的多 くの酵素が活性 を有 し,高 光学純度のモノカルボン酸(2)を与

えた。本反応ではLipaSe類よりもP rote ase類が高い活性 を示 し,中 でも Asρθrg′〃υs

mθ〃θυs由 来の Protease P(Amano),3ac′ノノυs′た力θη″0′用ノs由 来のSubtilisin Carlsberg

(Sig ma),Subtilisin BPN:(Sigma)などが高牧率で99%e.e.以上のモノカルボン酸(2)を与え

た。ジカルボン酸体の副生は殆ど見られなかった。

(1)のエステル交換反応でもAsρθrg′ノ′υs由 来の酵素で良好な結果が得 られた 。エステル交換

反応は一般的に有機溶媒中で進行するが,本 反応では水溶液中でも高牧率1高 光学純度で目的

物(3)を得 ることが出来た。ここでは 3‐NIrooxypropanoiの添加量がエステル交換/加水分解比に

大 きく影響 し,反 応液に4～ 6%の 濃度で添加 した時1良 好な牧率で99%e.e.以 上の(―)―(4月)-3

を与 えた。

1)T.Adachil M.lsh‖ ,Y.Ohta,T.Ota,■ Ogawa,and K.Hanada:石 θrraわθdrOn」As/mmθ r“ 4,2061

(1993)

。 ,cN%
ぼ「%宋°~釧%

占
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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

静岡県立大薬   ○水口 栄作、阿知波 一雄

1)当 研究室において、数種の反応部位と不斉炭素が離れた基質についてリパ‐ゼを用い

不斉合成もしくは分割を検討してきた。その結果、高い光学純度で光学活性医薬品の合成

に成功してきた例を以下に示す。 (囲まれた数字は、反応点と不斉点の原子の数を示して

IR     Rjヒ8格g,11  Ri,1111■R
14‐dhy`ЮPyian"   1.響ihydroPynd�ご     barЫmmt“     '■achmS

□
99%ee      圧コ "%eeE]99%ee      [コ 977●e0

認脇認it躍需F  "舞
憲4畷:1%∫"2r"3  

脇 協l織 盤  彎ん■"ι
lで

憔 ,

2)そ こでさらに離れ、面状になっている基質としそα―トコフェロニル (vitamin E)

の光学分割を試みた。まず グノーα― トコフェロールアセテー トおよびベ ンゾエー トの リ

パーゼ触媒加水分解を行 ったが反応の進行は見 られなかった。.そ こで立体障害の少ない基

質として トコ‐ルアセテー トを澪び検討したところ、高い光学純度で IR)体 を得ること

ができこれを天然型のαニトコフェロールヘ導くことができた。酵素反応で副生する 〔S)

体は、容易にラセミ化させることができ、再び酵素反応の基質として用いることができ
～
。

またオキソトコールアセテートでも光学分割を検討し、天然型α=トコフェロールベと導

いた。同様にして副生物の 〔S)体 は、ラセミ化させることができたo

IR

回  ＼   11%、 へ ▲     >99%ee
X=H2=t° Cd acetate

X=O=oxotocol acetate \- \ 
-/ 

(5)
racemization

3)さ らに効率的な合成法として立体障害の大きい″ノーα―トコフニロールに、より活

性なエステルをつけリパーゼ触媒加水分解反応を検討した結果、活性エステルとしてのオ

キザレー トを見出すことができた。オキザリルエステル化することにより反応は速やかに

進行し81%eeで 天然型α=ト コフェロールを得ることに成功した。非天然型の 〔S)

体は既知の方法で立体の反転を行うことができた。

恥

一
Ｈ
２

。 ／‐ＰＥ

81%ee
inversion and repeated
enzymatic reaction
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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

エノールエステル1の面選択的プロトン化を伴う加水分解反応は、α位に不斉中

心を有する光学活性ケ トンの合成に有用である。
1)本

酵素反応を鍵段階として、天

然物の合成を行うことができたので報告する。

酵母の一種ЛcF施動山οsaを用いて、エノールエステル1を加水分解し、(R)-2-ベン

ジルシクロヘキサノン2(82～85%e.e.)を調製 した。Baeyer―Villiger酸化によつて、炭

素―炭素結合の不斉を炭素一酸素結合の不斉へと変換 し、ラク トン3を得た。さら

に開環等 4行 程(83%)を経て鍵中間体であるトシラー ト4へ と導いた。この化合物に

対して、アルキル銅リチウムを反応させることにより、炭素鎖を容易に延長するこ

とが可能である。

リケッチア類Coxた〃a加
“
θ
"の

細胞壁の糖脂質構成成分である、分岐(R)-3-ヒドロ

キシ脂肪酸エステル6へ、反応式に示す様に誘導 した。その結果、84%e.c.の目的化

合物6を得ることができた。中間体の リパーゼ処理により、さらに高い光学純度を

有する(95%e.e.)生成物 を得ることにも成功 した。このことは、絶対立体配置が確定

した高い光学純度を有する種々のヒドロキシ脂肪酸の合成が可能となったことを意

味する。現在、昆虫由来の(R)-1,3-ノナンジオール7の合成について検討 している。

1)MatSumOto,K.;Tsutsumi,S.;Ihol・ i,T.;Ohta,H.工 Az.C力 ι
“
。Sθε.1990,ff2,9614.

0

お 喪 姉
2(82・85%e.e.)

〔1)〕
′い`
【〔〕〕    mcPBA _ 枷

(R)-2

エ
5

R= -  Or M●

->

-42-
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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一

(京大 日化研 )○ 平竹 潤 、中井克巳、小田順―

有機溶媒中でリパーゼを触媒として化合物を変換する手法は、生体触媒の利用における

重要な一分野をなしている。ところが、有機溶媒中でのリパーゼの活性や安定性は、その

固定化状態や水分含量に大きく依存しており、その意味ではこれまで汎用されてきた市販

のリバーゼは必ずしも最適の条件で固定化されたものではない。そこで本研究は、有機溶

媒中での使用という観点からリバーゼの最適の固定化法を考察したものであり、これによ

り有機溶媒中でのリバーゼの活性のみならず、熱や親水性有機溶媒に対する安定性が飛躍

的に向上することを報告する。

有機溶媒中におけるリバーゼの活性や安定性を最も大きく左右する因子は、酵素をとり

まく"essenJJ water・と呼ばれるごく微量の水の存在である。つまり、有機溶媒という

「異常」な環境下におかれた酵素タンパク質は一種の水ストレスに曝されているわけで、

酵素の活性や安定性を制御することはすなわちこの微量の水の存在状態を制御することに

ほかならない。そこで我々は、ある種の生物が水ストレス条件下でしばしば多量の糖類を

蓄積することによって、乾燥や凍結に伴う変性から酵素や生体膜を保護していることに注

目し、糖類が有機溶媒中のリパーゼの活性や安定性にどのような影響を与えるかを調べた。

(方法)Pseυdomοnas属 由来のリパーゼをトレハロース、スクロース、グルコース、

プルビトールなどの糖類の共存下凍結乾燥することによリセライ ト上に固定化し、飽和水

蒸気に一定時間接触させ適量の水分を保持させたあと、イツプロピルエーテル中のエステ

ル交換反応により有機溶媒中での活性、および熱や親水性有機溶媒に対する安定性を比較

した。

(結果)さ まざまな糖類の共存下で固定化したリバーゼは、飽和水蒸気に一定時間さら

すことによって酵素反応に必要な最適量の水分を保持し、すべて一様に高い活性を示すよ

うになった。得られた活性は、有機溶媒中でリバーゼが示す最大活性に匹敵する値であっ

た。しかも、保持された水が関与する副反応 (加水分解)は ほとんど見られず、固定化リ

パーゼに最適量の“essen�al water"を与えるという観点からは、有機溶媒そのものを水で

飽和させたり直接微量の水を加える従来の方法に比べて、はるかにすぐれた方法である。

一方、 トレハロースを共存させた固定化リバーゼでは安定性が著しく向上し、120℃,

3時間の熱処理でも80%以 上の活性が保持され、またアセトニ トリルやTHFな どの親水

性有機溶媒で12時間処理したあとでも98%以 上の残存活性を有していた。興味あること

に、こうした安定化効果はトレハロースやスクロースなどの二糖類にのみ観測され、グル

コースなどの単糖類、あるいはソルビトール、アラビトールなどの糖アルコール類にはそ

うした安定化効果は全くなかった。これは、水ス トレス下にある微生物や昆虫あるいは植

物が、 トレハロースやスクロースなどの二糖類を選択的に蓄積するという事実とも関連し

て、興味ある結果である。
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