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馬肝臓アルコール脱水素酵素 (HLADH)に よるカゴ型ケ トンの不斉還元.

大阪大学基礎工学部合成化学科

○重松 創,廣 瀬 良樹 ,戸 部 義人,苗 村 浩一郎

当研究室では,種 々の酵素について反応の立体選択性を予想する為の活性部位モデルの構築

を目指 して研究を行つて来ている .活 性部位の構造を解明すれば、変換可能な基質と生成物の

立体配置を予測することが可能となり,有 機合成の為のキラル触媒としての酵素の利用価値が

一層高 くなる.

中でも馬肝臓アルコール脱水素酵素 (HLADH)は ,基 質特異性に優れ、 X線 結晶構造解

析が行われている点からその活性部位モデルはかなり詳 しく研究されて来ている.に も関わら

ず、その活性部位の構造は触媒部位近傍 しか明らかになつておらず、未だ完全な活性部位モデ

ルは出来ていない.そ こで我々はHLADHの 新 しい活性部位全体のモデルの作成を目指 して

研究を行つた.

今回は,こ れまでに解明されていない活性部位の構造を探ることを試み,そ のための基質と

して下記の化合物 1～ 6を 選んだ.
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の不斉還元反応の結果を載せる。この結果から還元反応の結果の一例として 6

′かもアシル側は、基質にアシル側鎖を付けると速 くなり、し(1)反応速度りである.は以下の通

鎖の長さに依存した.(2)生成した軸性不斉化合物 7の 絶対配置は全てSであつた.(3)光学純

度と側鎖の鎖長との関係は、エステル側鎖が長い程光学純度が高くなった .

Tablel

substrate
Ⅵd*亦

OH

(S)-7

S     28

S    61

S     80

S    91

S     95

S     97

‐CH3

‐C2H5

‐C3日7
~C4H9

‐C5日11
‐C6H13

1.6

39

10

21

40

54

*cyc10hexanoneを100と して比較

このケ トン 1～ 6の HLADHに よる還元反応の反応速度 ,立 体選択性の傾向は従来の活性

部位モデルでは説明出来ず ,従 来のモデルでは立体選択性に影響を及ぼさないとされている領

域の効果によつて引 き起 こされたものと推定される.今 回のポスターで,こ れ らケ トエステル

の還元反応の詳細 と,そ の結果か ら導 きだされた新 しい活性部位モデルを報告する.
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フ ツ 卜肝 ミクロソームにおける薬物代謝反応

東北薬大  〇竹下光弘, 三浦昌朋, 岩井幸貴子,佐 藤 泉

【目的】先に我々はブチルベンゼン及びその誘導体を用いてラッ ト肝ミクロソームにおけ

る不斉酸化還元反応 を検討 した。その結果,ベンジル位が月配置に,ω‐1位がS配置に不斉に酸

化されたモノ及びジオール体が生成 した.今回,これらの立体選択的酸化還元反応をさらに発

展させる目的でフェニルプロバン及びその誘導体,3‐アセチルクマリン,3-ク 回口‐2,4-ジ

ケ トンを基質とし,ラット肝ミクロソーム中での薬物代謝反応 を検討 した.

【結果.考察】フェニルプロバン(1)をフェノバルビタール処理 したラット肝ミクロームを

用いて,37.C,1時間,インキュベー トすると1位(ベンジル位)が月配置に酸化された(1月,2S)
‐及び(1月,2月)‐1,2-プロバンジオール(2,3)が高い光学収率で得られた.しかし,1,3-ジオ
ール体は得 られずブチルベンゼン及びその誘導体の代謝とは異なる結果を得た。次に3‐アセ

チルクマリン(4)を同様に代謝反応を試みたところ二重結合の還元,脱炭酸が起こり平衡混合

物(5,6),さらにアルコール(7)が単離された.この平衡混合物(5,6)は3-アセチルクマリン(4)

をバン酵母で処理 し得 られた平衡混合物(5,6)と一致 した.その他 3-ク ロロ‐2,4-ジ ケ ト
ン(8)あるいはエポキシケ トン(lo)のラット肝ミクロソーム中における薬物代謝反応を検討
し。ているので,こ の間の経過について報告する.
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「芳香族イソプロピル基のウサギによるエナンチオ選択的酸化」

○(広島工大 ・工)石 田 孝,(徳 島大 。総合科学)松 本 高志

アリルナフタレン類はPCBに 代わる熱媒体あるいはコピー用インク材料として広く工業的に使

用されている。一方、バーベキューのこげ、あるいは飲料水からもイソプロピルナフタレン類が

検出されており、その生体ヽの影響が注目されている。われわれはこれまでp―シメンなど五種の

芳香族イソプロピルあるいはその誘導体についてウサギを用いた生体内変換を行い、多くのエナ

ンチオ選択的変換生成物を報告してきた1,a特 に、芳香族イソプロピル基からの代謝物の一つと

してのカルボン酸はプロフェン類と呼ばれ、多くの場合光学不活性体のまま非ステロイ ド系抗炎

症剤として実用されている。今回、1-イソプロピルナフタレンおよびデヒドロ‐p―シメンの代謝を

行い、興味ある結果を得たので報告する。
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生体触媒による不斉誘起反応一エノン類の立体特異的な還元に関与する酵素系

(広島大理)○ 下田 恵 ・村田輝人・ITO Diana。泉 俊輔 。平田敏文

生体触媒による不斉誘起反応の解明。開発に関連して,エ ノン類 Iベルベノン(1)お

よびカルボン(2)Iの炭素―炭素二重結合がタバコ培養細胞(Mcο″ana tabacum)によって立

体特異的かつ鏡像体選択的に還元されることを見出した。そこでさらに,こ の反応に関

与する酵素系を分画 ・精製し,そ の特性と反応の立体化学を明らかにした。

1.ベルベノン還元酵素の立体特異性

DEAE‐TOYOPEARLを 用いたクロマトグラフイーによって,ベ ルベノン(1)を特異的に

還元する酵素(ベルベノン還元酵素)と カルボン(2)を特異的に還元する酵素 (カルボン

還元酵素)を 分離精製した。

重水中および重水素標識した補酵素を用いた酵素的変換により,ベ ルベノン(1)の炭

素‐炭素二重結合が還元される際には,図 1に示すように2位についはNADPHの prα

“

水

素がた面から,3位 については媒質由来の水素がrewからsy鵡加することがわかった。

エノン還元酵素による還元様式はカルボン還元酵素のようなanif付加 (図1-blが一般的

であり,ベ ルベノン還元酵素はこれまでに報告のない新規な酵素であること力,示唆され

る。

2.基質特異性

ベルベノン還元酵素は鏡像体選択的に(ls5o―ベルベノンの炭素―炭素二重結合を還

元し,(4o―カルボンもわずかに還元する能力があることが明らかになった。一方,カ ル

ボン還元酵素は(4R)―カルボンよりも(4S)―カルボンを優先的に還元し,ベ ルベノンは還

元しなかった。
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Fig.l Stereochemistry for the reduction of I with the
"verbenone reductasen (a) and for the reduction of 2 with
the ncarvone reductasen (b).

syn addition
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植物培養細胞が営む立体選択的酸化 ・還元反応
(岡山理大。理) ○浜田 博喜・安宗 秀明。真田 和美

1.我々は,生 体反応を利用して有用物質を合成する目的で,植 物培養細胞による外来物質の生化学的

物質変換研究を行っている。本講演では,こ れまでの研究結果とごく最近の研究結果を報告 し,植 物培

養細胞の営む物質変換能力について述べる。

2.基質の投与,培 養および変換生成物の同定一一一基質の投与および変換生成物の同定は前報
°
と同様

な方法で行つた。四種類のオ直物培養細胞による物質変換反応を以下に示す。
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3.以上の結果より次の事が明らかになった。

1.植物培養細胞は,そ れぞれの外来物質を認識して,立体選択的に還元反応を行う。また
一
方,植 物

培養細胞は外来物質のアルコール類に対して,鏡 像体選択的に酸化反応を行う。

2.ゼニゴケおょびニチニチソウ培養細胞は,二 重結合のアリル位を立体選択的に水酸化する。今後は,

このようなオ直物培養細胞が営む化学反応を利用して,よ り有用な物質を合成しようと考えている。

1)H.Hamada et al.,P力 yιθc力θmisry,37(4),1037(1994)
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アルドラーゼを用いるシアル酸および類縁体の合成

(慶大 。理工)窪 木厚人、平松茂樹、岡崎華子、須貝威、太田博道

シアル酸 (2,X=NHAc)及 びKDN(2,X=OH)は 、ガングリオシド等の重要な生物

機能を有するオ リゴ糖の構成部分である。それらの合成法としてシアル酸アル ドラー

ゼ(EoC。4.1.3.3)を用いる方法Dが 知られている。この酵素は本来、シアル酸をアル ドー

ル開裂させてN一アセチルマンノサミン(1,X=NHAc)と ピルビン酸に分解する役割を

担っているので、平衡状態においてシアル酸を効率良く得るには、ビルビン酸を大過

剰 (7～ 10当 量)加 える必要がある。その結果、反応終了後、系内に過剰に存在す

るピルビン酸をいかに効率良く除去するかが問題であった。その解決法として、ピル

ビン酸脱炭酸酵素(EoC.4.1.1.1)が触媒する脱炭酸反応により過剰分のピルビン酸をアセ

トアルデヒドと二酸化炭素に分解して除去する方法が有効であることが判明した。2)

Ю
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演者らは、酵素が触媒する脱炭酸反応に必要な補因子であるMg2+及びチアミンピロ

リン酸の添加量の制御及び、通気 ・撹拌装置について検討した。その結果、パン酵母

中に含 まれるピル ビン酸脱炭酸酵素の活性 を単位菌体量当たり従来 2)の3.8倍

(32.8tinit/1g乾燥酵母)に 向上させることができた。

シアル酸の酵素法による合成のための基質となるN一アセチルマンノサミンは、純粋

なものは非常に高価であり、これまで、キチンを分解することによって得られるN一ア

セチルグルコサ ミンを塩基条件で異性化する方法によって調製されてきた。即ち、

pHllの水溶液中、室温で 1日放置すると、N一アセチルグルコサミンとN一アセチルマ

ンノサミンが約 4:1の 平衡混合物となる。今回、異性化における塩基の種類及び、

中和法について検討し、効率の良い異性化法を確立した。

以上述べた塩基条件での異性化、アル ドール反応、脱炭酸反応を組み合わせ、シア

ル酸を収率60%(混合物中に含まれるN一アセチルマンノサミンを基準)で得ることがで

きた。

同様に、オリゴ糖合成に有用なD‐KDN誘 導体3を 、D‐マンノース (1,X=OH)か ら

通算収率53%で得ることができた。従来のComfortll反応に基づく合成3)では、同じ中

間体の通算収率は34%であり、これを大幅に改善することができた。従来法では、糖

質の 1位 に対しオキザロ酢酸が付加する際に、不要なジアステレオマーの生成が不可

避であった。これに対し、酵素法では付加反応が完全に立体選択的に進行するので、

単一の異性体のみが得られる。このことが、1)高い通算収率、さらに、2)不要な異性

体をクロマ トグラフィーで分離する必要がない、という利点をもたらした。

1)T.KttimotO`rα ′., 7r`″
`な

ill Gら'θθSε:Gら 'cθr`C力.,5,193(1993)

2)C.―H WOngι r.α′.,工A′,lε力
`′
η Sθθ.,114,10138(1992).

3)H.Ogura′ r.α′.,C力′″1.P力
“
rIPl.β″′′.,39,3140(1991).
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携 「メヨ 物 り菫当 の 醍 毒 素 白七 酉己H躇 化 と ;麟1月旨 聾 Hヒ

ー特にビタミンBlの 新規誘導体 α―グル コシルチア ミンの酵素合成 と芳香族 ヒ ドロキ

シ化合物の酵素的ホスフアチジル化 一

(岡山大 ・資生研、 *ク ラ レ中央研)鈴 木幸雄、内田 綱、 日高直美、 *高 見正明

I。 天然特に植物では、毒性物質が中和 された り、不安定物質や揮発性物質が安定化され

た り、疎水性物質が水溶化 された りす る形態 (配糖体)で 存在 している。 この ことは、配

糖化が生理活性物質の無毒化、安定化、水溶化の優れた方法であることを示唆 している。

また生理活性物質特 にビタミン及び核酸関連物質の燐酸誘導体に対比する糖誘導体 (配糖

体)は 知 られていなか つた。そこで、演者 らは、 ビタミン (B2ヽ B6ヽ Cヽ P)ス ク レ

オシ ド、フラボ ノイ ド、糖、糖 アル コール、芳香族アル コール、 フェノール類、テルペ ノ

イ ド、人参 サポニン、植物ホルモン、農薬な ど、広範囲にわたる生理活性物質の種 々の新

規配糖体を生成、単離、結品化 した。 これ ら配糖体 (単糖化物)は 、水に対す る溶解度、

光、熱、空気酸化、酵素に対す る安定性、苦味 ・臭 いなどの点で、 アグリコンより優れて

いた。今回は、今迄に数多 くの誘導体が検討 されたにもかかわ らず、糖誘導体が知 られて

いなかつたビタミンBlか ら、 は じめて α―グ リコシルチア ミンを酵素合成 したので報告す

る。

方法と結果  チア ミン塩酸塩及びデキス トリンの混液に、 まず 3acillus stearo―

thermophillus巣
勇尋深古歪);lζ歩鷲繁雷ξす属易LEttEf業易番こFFぎ「羅程と

タチェンジヘの吸脱着、除塩、 PPC、 ゲル濾過、真空凍結乾燥な どによ り単離、結品化

し、 UV、 MS、 NMRス ベク トル、酸及び酵素分解物、 チオクローム反応陽性な どか ら、

α一グル コシルチア ミンであると推定 した。本物質 はチア ミン特有の臭気及び苦みがな く、

無臭でまるやかな味を呈 した。

Ⅱ.配 糖化 (水溶化 )と は逆 に、生体細胞への親和性が優れた脂質化 (脂溶化)を 目指

し、さきに演者 らはビタミン (Bl、 Blジ スルフ ィド類、 B2ヽ B6ヽ バン トテン酸)、

麹酸、アルプチン、ゲニ ピン、水溶性色素な どの新規誘導体であるホスファチジル化合物

を酵素合成 し、燐脂質化により脂溶化、安定化、生理活性の 6～50倍 増大化な ど優れた特

性が得 られ ることを明 らかにした。今回は文献未記載の、芳香族 ヒ ドロキシ化合物の OH

基への酵素的ホスファチジル基転移反応をは じめて見出 し、 フェノール類、ナフ トール、

5-ヒ ドロキシイン ドールの脂質誘導体を単離 したので報告する。

西刷 齢 秀 り継 響 精 )や ミミ今)≧ ぢ〕ボ 月 ち    り ヽ

チジル基 を転移 した。 この反応によ り各種のホスフアチジルフェノール類、ホスフアチジ

ルナフ トール、 ホスフアチジル ‐5‐ヒドロキシイン ドール を合成 した。生成物 は紫外吸収、

FAB一 MS、 NMRの 各 スベク トル によ り同定 した。ホスホ リパーゼ Dに よるホスフア

チジル基転移反応は常 にホスフアチジル酸への加水分解反応をともない、両者の比率 は 2

相系で用 いる有機溶媒の種類により大 きく影響を受 けた。 また、得 られたホスフアチジル

‐4-メ トキシフ ェノールはホスホ リパーゼ Dの 存在下、ホスフアチジル基供与体として作

用 し、 コリンヘホスフアチジル基を転移 した。

:F:椰31鷺:息lr朧場蹴翻1翼
dメ訓°n Reaction

DPPC+HOAr i画
面J卜

:‖:|:‖」|:::::‖

2 9  + :::命

:a
CH20‐7‐OAr

OH

Structure ol compound I

鷺◎ ◎釧00性 ◎翻◎矧

b6嫌 ∞ C喩



B - 1 Candida由来のリパーゼCALの 選択性

(京大化研)中 村 薫○水野 哲二 。木下 雅道 。大野 惇吉

リパーゼを利用しての光学分割が盛んに行なわれている。現在までに多 くのアルコー

ルが有機溶媒中でのリパーゼによるトランスエステル化され、高い選択性を示している

ことが報告されている。しかしながら、基質を検討してみると意外なことに、今回はっ

びょうする、直鎖の2級 アルコールはリパーゼによるエナンチオ選択性があまりよくな

いことがわかった。例えば2-オクタノール、3‐オクタノール、スルカトールやマツタケ

オール (1-オ クテンー3-オ ール)の 光学分割は通常使われているリパーゼPSでは選

択性が悪かった。

2-オクタノール 3‐オクタノール スルカ トール マツタケオール

例としてビニルアセテートによるマツタケオールのアセチル化の選択性 (ヘキサン中)

を下に示す。

OH

C5Hllん

酵素 (由来)

Lipase Aonc

hexane CsHrl

OAc
+ c:Hllル

S

ル
R

選択性 (E)

lipase A (Aspergillus niger) 2.2

lipase AK (Pseudomonas sp.) 2.8

lipase AY (Candida rugosa) 3.0

lipase CE (tlumicola lanugirosa) 3.3

lipase D (Rhizopus delamar) 3.0

lipase R (Penicillium roqueforti) 4.7(R)

酵素 (由来 )        選択性 (Ё)

lipasc PS(PSeudomonas cepacia)    5.2

LPL‐A(PscudOmOnas aeruginosa)   1.1

CCL(Candida rugosa)         5.1

PPL(Porcine pancreas)       3.4

Lipozyme(lⅥ uCOr michei)        6。 2

CAL(Candida antarctica)       117

この■ うにlipase R(Penidmum rOquefoni)を除く使用した全てのリパーゼがS体と選択的

に反応 した。また、ほとんどのリパーゼは立体選択性がよくないがCandda antarcdca由来

のCALの みが高い選択性を示した。脂肪族直鎖2級 アルコールの光学異性体は重要な基

本的光学活性化合物と考えられるので他の基質をCALで 反応させ、その立体選択性を検

討し、基質の構造とCALの 立体区別能との相関を研究した。



(京大化研)中 村 薫 ・〇木下雅道 ・大野惇吉

纂言言讐党言:普`寛澪署機寒農宮足E
、有機溶媒中でリパーゼを用いた酵素

螺篇臨希F翻継

ぃてはまだ理解 されていない。そこで

要素
裏ヵ急沐晨8食襟彎季弩f∵竃][颯 量lζ繁亀i橘常

DL百
影暮写

ではないかと考え、その分子としての

るか、検討を行 うことにした。実際に行った反応は下図の通 りである。

B-2 リパーゼの立体選択性に及ぼす溶媒効果

果が得られた。

Lipase PS, VinYl acetate

30 oC, Organic Solvent

Substrate(alCOh01) E‐Valuc(1/2)

Sulcatol
2-Pentanol
2-Hexanol
2-Heptanol

28.5/10。9

5。1/2.8

13.0/4。3

14.5/3.2

2

酵素は、基質同様、溶媒に関してもその分子の大きさ、形の違いを認識 し、

その結果としてエナンチオ選択性に差異が見られたものと考えている。



B-3

1リ

ア リール置換基の影
パーゼを用いた トラ

響
ンスエステル化における

(京大化研)中 村 薫○川崎正志 。木下雅道 。大野惇吉

1.リ パーゼは、有機溶媒中でエステル化の触媒活性を示すことが知られて

いる。その際、種々のアルコールが リパーゼの基質 となる。有機溶媒中で

のリパーゼの基質選択性、立体選択性の解明といつた基礎的研究は、応用

面での研究に較べて立ち遅れている。我々は、アリール置換アルコールを

基質として用い、基質のアルキル鎖長や置換基の変化がリパーゼの基質選

択性や立体選択性にどのように影響を及ぼすのかを検討した。具体的に

は、アルキル鎖長を系統的に変化させた1級アリール置換アルコールおよび

ベンゼン環上の置換基をかえたα―フェネチルアルコール誘導体 を基質 と

し、それらのトランスエステル化を行ない、反応速度が置換基によりどの

ように変化するのかを検討した。

2.リ パーゼ(Amano PS)を触媒とし、ビニルアセテートをアセチル化剤に用

い有機溶媒中350Cで 種々のアリール置換アルコールのアセチル化を行なっ

た。反応は、GCを 用いて追跡した。

3.反 応溶媒 としてベンゼンを使用した時、1級アリール置換アルコールの

エステル化の反応初速度は、メチレン炭素の数(n)により大きく変化 しnが 2

のアルコールで極ガヽ値を取ることがわかつた。また、ラセミ体 のα―フェネ

チルアルコール誘導体 を手ステル化 した場合、いずれのアルコールにおい

ても置換基(X)に関係なく一方のエナンチオマーのみがエステル化されるこ

とがわかった。さらに、エステル化 されるエナンチオマーの反応初速度

は、置換基の電子供与性、吸引性に関係なくα―フェネチルアルコール

(X=H)の約12と なることがわかった。発表では、反応溶媒 を変えた場合

や、置換基の位置がオルト位、メタ位の基質の場合の結果についても報告

する。

C     (CHDn、

、。H
OH

n=1～ 5 X=-OMc,― ⅣIe,―H,―Cl, ―F



B-4

有機溶媒中におけるリパーゼのエナンチオ選択性

に及ぼす添加物の効果

(神戸大発達科学 ・教育 ・自然科学研 ・甲南大理)上 地具一 。○岡本 崇 ・坂本英之 。

中村和美 ・山田祥子 。安福義隆 ・宮澤敏文

<序 .実>種 々の添加物を酵素反応系にカロえることにより酵素のエナンチオ選択性を大

きく向上させることが出来れば有機化学的に非常に有用な手法となり得る。当研究室で

はこれまで、キラル物質であるカンフアーを添加物として用い、そのリパーゼのエナン

チオ選択性に及ぼす効果について検討してきた。その結果、カンフアー添加によりE値

が向上し、リパーゼとカンフアー分子との間に直接的なキラル相互作用が存在すること

を明らかにしている。今回有用カルボン酸の2-フ エノキシプロピオン酸類を基質とし

て、種々の金属イオンを合む微量の水を添加した有機溶媒中 (イソプロピルエーテル)

でリパーゼ (Ondda 6独 でracca 由来など)を 触媒とした不斉エステル化反応を行つ

たところ大変興味のある結果が得られたので報告する。反応の進行及び生成物エステ

ルの光学純度 {cC(P)}はHPLCに よつて測定した。

0。
:ll。 。H + BuOH X一

〈Ξ]〉
―O:ll。 。Bu 十 日20

R― Preferancc

Lipase

Org,Solvent

Addltive

<結 果.考察>上 記反応系に添加物として金属

イオンを合む微量の水を加えると、微量の水

のみを加えた場合に比べ、エナンチオ選択性

が著しく向上した。塩化リチウム水溶液を用

いた場合の添加物濃度とE値の関係を図 1に

示す。金属イオンを合む水と微量の水とでは、

エナンチオ選択性の発現機構が異なると考え

られるが、可能な説明の一つとして金属イオ

ンが反応系中のフリーの水分子を捕え、水和

することで逆反応である加水分解をおさえ、

その結果として、E値を向上させているという

ものが挙げられる。現在、金属イオンによる

リパーゼの高エナンチオ選択性発現の機構モ

デルについて検討中である。

★

LiCl―H2°

HぅO

200

００

０
●
【
“
＞
‐
国

o.oo     O.25     0.50     0.75

Addit�e(v01%)

図 1 ★2 4 mo1/1



B-5

リパーゼによる[7]ヘテロヘリセンの光学分割

京大理  田中 和彦

○ 京大理  勝賀瀬 由香

京大化研 中村 薫

ヘ リセンはらせん構造を有する化合物で、その構造に由来するキラリテイーを

持 っている。そのため、官能基を持つ光学活性ヘ リセンは機能性有機分子や不斉

配位子 として興味が持たれる化合物である。今回、有機溶媒中でのリパーゼによ

る トランスエステル化を利用 して、両端に官能基 を有するビスヒ ドロキシメテル

ヘテロヘ リセン(1)の光学分割 を行なったので報告する。

(1)は、光反応 によって合成 を行 った。

この(1)と酢酸 ビニルとの トランスエステル化 を、 リパーゼの存在下、有機溶

媒中で行 った。反応の収率ならびに回収基質の不斉収率は光学活性IIPLC

(SUNIICIⅢこAL OA2000;Dichlorocthane―ettanol=100:1)を用いて決定 した。その結

果、 リパーゼとしてはPsθ励り
“

η
“

εttαεたLipasc(PCL)およびσαだ
'あ

銘戯rεだ
“

Lipasc(CAL)が反応性 。選択性 ともに良く、溶媒 としてはジクロロエタンを用い

た場合 に選択性が良いことが分かつた。また、PCLは (1)のα )―(―)―体 と選択的に

反応 し、CALは (1)の(P)―(+)―体 と選択的に反応 してレヽることが分かつた。 これら

リパーゼの反応 により95%以 上のceでヘリセンジオールの(P)―(+)一体および

(″)―(―)一体 を合成することが出来た。

+ (tuI)-acetate

(0-(1)

HOH2C、

慧
20H

7

-PCL, MS, bRC

CH2C12

CH2C12

S
T(士)―(1)

(切く1)

+ (fl-acetate



B-6

リパ ーゼを用 い る光学活性3-ク ロロー 2-ヒ

酸 エステルおよび1、 1'― ビナフチル ー 2、

酸 の合成 と応用

ン

ン

ド

２

ロキ シア ル カ
' ― ジカ ル ボ

(岡大工、環境理工*)坪 井貞夫、○山藤信行、近藤準士、
依馬 正、宇高正徳

3-クロロー2-オキソアルカ ン酸エステル(1)を水素化ホウ素ナ トリウムで還

元 したところ、50～97%の収率で還元生成物のみη<± )-2(syコ/a燿ル
・=91/9～

99/1)を高立体選択的 に得た。

Cl

RttC° 2EtttRttC° 2Et+R～ CC自

OHOH

anti―oD-2(1)                syn‐oD-2

R yield(%) syn/anti R  yield(%)syl1/anti

JO%H5  85
κ~C3H7   50

4~CガH8   64

ルC」 11  69   94/6
れ~C6H13   97    91/9

“

~C7H15  85_  95/5

97/3

99/1

96/4

この3v針(士)-2を リパ ーゼを用いて光学分割を行なったところ、高い光学

純度で(2S,3S)-2と(2R,3R)-2-アセ トキ シー3-ク ロロアルカ ン酸エステル(3)

を得た。

R 中`継 考噛¬ヤЛ
syn選2 ・LO ¢s,3の現 鶴η-3

(雰,3の2 (2震,3R)-3

yield(%) ee(%) yield(%) ee(%)

/8-QH5

7τ~C3H7

κ~C4H9

′ι‐C7H15

53

96

98

>95

７４

５９

５４

４２

‐７

２７

４０

１８

30

88

95

98

さらにこれ らの光学活性体を用いて昆虫フェロモ ンの合成を検討 した。

また、 リパーゼを用いて光学活性1,1'一ビナフチルー2,2'一ジカルボ ン酸の合成

を行な った。

Lipase C02H

C02RROH



B-7
リパーゼを用いる光学活性 C2-対称ジエステル体の

合成 とその応用

(京都薬大)井 上武久、○荒木 守、中村大作、柴田佳代子、野出 學

【目的】光学活性 C2 対̈称ジエステル体 (+)-3,(―)-3は、(+)―カルバサイクリン、インド

ールアルカロイド、モノテルペン等の不斉全合成のための重要な不斉合成素子となる化

合物であるが、これまでに我々はテトラエステル1を 基質としたリパーゼによる不斉

悦メトキシカルボエル化反応を行い、(+)-3および(―)-3の効率的不斉合成に成功してい

る。今回、本不斉反応の詳細な検討とこれら光学活性 C2-対称ジエステル体を不斉合成

素子としたモノテルペンおよびインドールアルカロイドの不斉全合成を試みた。

【実験 。結果】テトラエステル1を基質 としたPPLを用いる不斉脱メトキシカルボニル

化反応によって得られる(+)-2は、次に化学的な加水分解 ・脱炭酸を行うことに上り高

収率にて(+)-3に変換することができるが、代わりにリパーゼMを使用することにより

(十)-3を100%ecで得ることができ、その光学純度の向上に成功 した。次に、この手法の

応用として(+)-3,(―)-3のC2-対称′陛を活用し、(+)-3からはイリドイド系モノテルペノイ

ドである(_)_ISOi�domyrlnccin 4の短工程不斉全合成を達成 し、また(―)-3を(+)_5に誘導す

ることによ って のッれα4J77どindolc alkaloidである (―)―TCtrahydroalstoninc(6a)および

(―)―巧malicinc(6b)の形式不斉合成を完成することができた。現在、さらに光学活性 C2

-対称ジエステル体の有用性を実証するため(+)-3からLoganin aglucon 6-acctatc(7)への変

換を検討中である。

1許社lM力
‐
濤

MeO2C. g rOO2Me Meqq

(+)-3

~Ъ中
41

LipaseAγ

1100%ee

Lipase M

100%ee

＼

_I独

H

(+)‐5

〕一―> H
H

: Cヽ H3

7

H

H｀
○

M e02C

6a: (20cr-H), 6b: (200-H)

le



B国8 2-アセ トキシー2-ペンタフルオロフエニルアセ トニ トリル

のリパーゼによる光学分割とその合成的利用

(岡山大工)○ 酒井 貴志 。久保 和弘。中谷 真弓・宇根山 健治

我々は最近、フッ素を合む化合物の物理的、化学的挙動を

調べることを目的としてキラル化合物 (1)を 合成lンたo l)

化合物 1はまずラセミ体として合成し、それをカンフアー

スルホン酸を使って光学分割することにより光学的に純粋

なものを調製したが、キラルな出発物 2‐ヒドロキシー2-ペ

ンタフルオロフエニルアセ トニ トリル (2)お よび 2-アセ

トキシー体 (3)を 使うことによつても調製可能と考えられ

る。今回、我々は各種のリパーゼを用いた光学分割により、

2、 3の 光学活性体を調製した。それらは、有機合成のビ

ルデイングブロツクとして有用であると思われる。
2)

Lipase(100 rttg)
(Amano)

PhOsphate Buffer
(2.5 ml)

acetorte(o.25 rrll)
40°C

OH

C6F5     CN

2 al

C6F5

H｀
｀`1｀`1｀``

OAc

十         三

C6F5Λ CN

3a)

OAc

C6F5     CN

(100 mg)

Lipase SOlv. ■me(h)lpH 2悩 》ёe)3(%ee)

AK

AY30

PS

A6

・
　

９
一
　

・

７

100

100

25

24

1

37 1 63

55 : 45

55 : 45

41 : 59

29 : 717.2

４

８

４

３

３

　

　

５

　

６

A6 [lexane

(90%)

a) Absolr-rte configulation is not determined.
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