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固定化 リパーゼ PSの 反応性 について
(天野製薬 。中研、東洋電化工業・) ○広瀬芳彦、山下芳孝・

1)リ パ=ゼ 類は、有機溶媒中での反応に広 く利用されており、多 くの場合は、固定化 して用い
られている。その場合、固定化方法や固定化担体、さらには、リパーゼに含まれる水分合量などが
反応に大きく影響することが知られている。

今回、リパーゼとして最も利用価値の高いリパーゼPS(天 野製薬)に ついて、簡便な固定化
法である吸着固定により、2種類の固定化 リパーゼを作成 し、従来の粉末酵素あるいは凍結乾燥品
との反応性を比較 した。

2)リ パーゼPS-30は 、粉末酵素で

あるため、ケイソゥ土および化学修飾セラ

ミックス (ToyOnitc-200‐P,東洋電化工業)に

固定化することにより、有機溶媒中での活

性が約6倍、3倍に上昇した。反応の評価
は、 2-フ ェネチルアルコールのビニルア

セテー トによるエステル交換反応 により行

つた。 (Fig.1)

また、熱安定性の向上 も見 られた。

3)Toyonitc_200-Pに固定化 したものは、

水系においても約 70%の 活性が吸着保持

されてお り、他の担体 に比べて、興味ある

結果を示 した。 (Fig 6)

4)プ ロキラルな 1,4-ジ ヒ ドロピリ

解反応において、粉末酵素、凍結乾燥品、

応性が認められた。 (Fig.9)

さらに、立体選択性の向上についても、
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固定化品 2種 について検討を行い、固定化品の優れた反

述べる予定である。
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リパーゼを用いるキラルシス_1_アミノ_2-インダノールの合成

東北大薬 ○高橋道康,古 池理恵,小 笠原國郎

シス_1_アミノ_2-インダノール(1)はHIV-1プロテアーゼ阻害斉Jとして知られるL‐735,524
( 2 )の構成成分であり,近 年キラル補助素子や不斉触媒としても活用されている。

NH2

10H

今回 1の 効率的エナンチオ制御合成法の開発を目的としてインデン(3)から容易に得ら

れる基質 4お よび 5に 対してリパーゼを用いて不斉加水分解および不斉アシル化を行つ

たところ,高 い光学純度で分割できることを見出した.こ の間の経過とこれらの基質から

キラルシス_1_アミノ_2‐インダノールヘの変換について報告する。
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リパーゼによるヒドロキシラクタム及びラク トン類の効率的な不斉エステル化反応の

開発とその利用

(静岡大工)高 部囲彦○日吉正臣 ・依田秀実

1.光 学活性なヒドロキシラクタム及びラクトン類は、生理活性物質の合成中間体と

して有用な化合物である。 しかし、下式に示す平衡が存在するために、容易にラセ ミ

化 し易いと考えられる。本研究では、この平衡を利用した リパーゼによる効率的な不

斉エステル化反応について詳細な検討を行った。

2.3.N― アルキルーγ一ヒドロキシ不飽和ラクタムは、 リパーゼPSに より高い

光学純度で光学分割が行えることを昨年の本研究会で報告 した。 しか し、下式の平衡

が容易に達成されれば (R)一 アセ トキシ体が定量的に得られると考えられる。そこ

で、まず (S)一 ヒドロキシ体 (2)と (R)一 アセ トキシ体 (3)の 安定性につい

て調査 したところ、 (R)一 アセ トキシ体は極めて安定であるのに対 し、 (S)一 ヒ

ドロキシ体は塩基により容易にラセ ミ化することが明らかとなった。この結果に基き、

1)光 学分割の終点において系中に塩基を加え、キラルなヒドロキシ体をリサイクル

する方法 2)あ らか じめ系中に強塩基性イオン交換樹脂 IRA-904を 加えてエ

ステル交換反応を行う方法 3)塩 基性に強いリパーゼであるノボザイム435を 用

い、系中に塩基を共存させて反応を行う方法 この3つ の方法により不斉エステル化

の検討を行った。その結果、いずれの場合もほぼ定量的に (R)一 アセ トキシ体が得

られ、その光学純度 も極めて高いものであった。また、同様な反応をγ―ヒドロキシ

不飽和ラクトンについても行い、さらにこのキラルな不飽和ラクタム及びラクトンの

官能基化についても検討を加えた。
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リパーゼよる立体選択的エステル化反応を利用 した dlム スコン誘導体の光学分割

(静岡大工,名 市工研
拿
)高 部囲彦、○川西由尚、山田 隆、依田秀実,粟 生雅人・

1.ジ ャコウジヵから採取される高価な香料である(R)ム

スコンの不斉合成については、いくっかの報告がなされてい

るが、その工業的製造法は確立されていないように思われる。

そこで、本研究では dトムスコン誘導体の酵素的光学分割法

を利用 して dlム スコンから天然体である(R)()ム スコン
(R)-(-)-Muscone

を簡便に得る方法について詳細に検討を加えた。

2.3 dl― ムスコン(1)をアルコーノИOと し、これを数種の リパーゼを用いた不斉エス

テル交換反応を利用 して光学分割を行った。得られたアルコール(2a)およびェステル体(3

をそれぞれムスコンヘと変換 し、比旋光度を測定 した。その結果、リパーゼとしてはAK

を用いた場合に分割後のキラルなェステル体(3)から得られたムスコンが極めて高い光学純

度で得られ、さらに天然型である (R)の 立体配置を有 していることが明らかとなった。

さらに、他の 3-メ チルシタロァルカノールのリパーゼによる光学分割について検討 し

これらの反応における立体選択性についても検討を加えた。
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酵素反応を用いた光学活性

(S―(+)― および (R)_(―)―NZ-105 の不斉合成
静岡県立大 ・薬 ○加藤 達久、手島 麻美子、海老池 啓達、阿知波 一雄

1)当 研究室においてこれまでに、3位 、5位 のエステル置換基の異なる4-Aryl-1,4-dihydropy�dine
(Typ♀1)とヽ2位 、6位の置換基の異なる準Aryl-1,4dhydropy�dhe(Type2)を、酵素反応を応用することに
より、触媒的に光学分割および不斉合成してきた。また、5位が燐酸エステルに置換されたもの (Type3)
については、NZ-105を既に光学分割してきた。

2)こ のType3の ものについてはまだ触媒的不斉合成がなされていなかつたため、NZ-105の 不斉合成
について検討した。先ず基質となる1,4-dhydropy�dine誘導体に、これまで当研究室により開発した方法
に従つてリパーゼを作用させ、高い光学純度で光学活性なモノカルボン酸を得た。リパーゼAHを 使用す
ることにより、s体 のモノカルボン酸が得られ、リパーゼPsを 使用することにより、R体 のモノカルボ
ン酸が得られた。これらのモノカルボン酸は、ラセミ化することなく(Rl_およびo NZ‐105に誘導する
ことができた。

更に、天野製薬より市販されている光学活性なモノカルボン酸(9_MPEを 出発原料として、同様に反
応させたところ、(Rl_NZ_105に誘導することに成功した。
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1 ,1,1-トリフルオロー3-フェニルチオプロバン‐2-オール

のエナ ンチオ選択的合成 と応用

(三重大工)○ 清水 真 ・杉山耕輝 ・藤澤 有

1.1,1,1‐トリフルオロ_3-フェエルチオプロパン_2-オールは有用なキラルシントンとして

用いることができ、特に各種ファインケミカルズ合成の有用な光学活性合成中間体 として

知られている光学活性3,3,3-トリフルオロプロペツ‐1,2-オキシ ドに変換が可能である。

3,3,3‐トリフルオロプロペン_1,2-オキシドは従来法の3,3,3-トリフルオロプロペンの不斉酸

化では高い光学純度で得ることは困難であった。今回2-アシロキシー1,1,1_トリフルオロ_3

_フェニルチオプロバ ンをリパーゼ (アマノPS)を 用い、速度論的に光学分割することに

よりほぼ光学的に純粋なRお よびS―アルコールを得ることができた。この硫黄原子を三級

化 した後、エポキシ ドに閉環することにより光学純度 を損なうことな く(R)‐および

(0-3,3,3‐トリフルォロプロベン_1,2‐オキシドヘ変換 し、高い光学収率で単離することがで

きた。

OCOR Lipase OCOR

F3C~SPh

月

2.原料である2・アシロキシー1,1,1_トリフルオロ_3‐フェニルチオプロパン1はチオアニソー

ルのリチウム塩にトリフルオロ酢酸エチルを作用させ トリフルオロメチルケ トンとし、 さ

らにNaBH4で還元後アシル化することにより合成 した。リパーゼによる不斉加水分解は基

質10mgに対 してアセ トン1.OmL,およびリン酸緩衝溶液1.5mLを溶媒 として用いリパーゼ

(アマノPs)を 9.2mg用いて35℃で行 つた。その結果、表 1に示すように加水分解された

アルコールおよびエステルともに高い光学純度で得ることができた。この反応ではエステ

ルとして、プロピオン酸誘導体を用いた場合最も良好な結果が得られた。

Table l.Lipasc Mediated Asymlnetric Hydr01ysis of l.

En岬 R      Time(hr)  Ester/Y.(%)ec(%)   Alcoho1/Y.(%)ec(%ヽ

rrcAzsnn Acetone, Buffer

OH

+ F3Cり k /`sPh

S

l      H

2      C H3 46        88        44

48        95        44

2

19

46        57 41       56

3     Cぅ Hミ     29

>99

>99

さらに得 られたアルコールの硫黄原子を三級化 した後、エポキシ ドに閉環することによ

り高い光学純度の(R)―および(S)‐3,3,3‐トリフルオロプロペン11,2-オキシドヘ変換すること

ができた。

Me30BF4OH

F3cA-sPh F3Cズ

98%ee
60%aq.NaOH
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P 1  9
Tetrahydrofuro[2,3-切benZOfuranの 新規 キ ラル合成

徳島大 ・薬 ・医薬資源セ ○板東 俊和, 宍戸 宏造

ベンジル位に不斉 3級 炭素を有する生理活性化合物は数多 く知られており、そのエナ

ンチオ選択的構築法の確立は合成化学的に価値がある。今回、我々はσ対称面をもつプ

ロキラル分子でベンゼン環上に高度に置換された1,3-ジオール(1)のリパーゼを用いる不

斉アセチル化によって得られるキラルモノアセテー ト(2)より、特異な生理活性を有する

天然物に見られるtcrahydrofuro[2,3‐b]bcnZOlllran骨格K3)のエナンチオ選択的構築を行い、

これより腫瘍性物質、(+)‐アフラトキシンB2(4)へ導くことを目的に研究を行った。

(1)

(3)

known

(4)

酵素反応の基質 となる 2-ア リール_1、 3-プロバンジオール(1)は対応するヨウ素体 と

環状アセタールの Hcck反応 を経て簡便に合成 した。続いて(1)をリパーゼを用いる不斉

アセチル化反応に付 し、キラルモノアセテー ト(2)の合成 を試みた。Tablcに示す ように

種々の リパーゼを用い検討 し、Novozyn1 435を用いた場合のみ 60%ccで はあるが、(2)を

合成することが出来た。これを数工程を経て、ベ ンゾフラン(3)へと誘導 し、非天然型

(+)―アフラ トキシンB2(4)の形式合成を達成 した。

Table Enzyme Solvent (2),% ee,%(HPLC)

Novozym 435

PPL

CCL

SP 525

Lipase AK

Et20

Et20

Et20

匡t20

benzene

83%

recovered

recoverecl

recovered

recovered

60%

/

/

/

/
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P 2 0

リパーゼによる生体触媒反応を利用した(3R,4E,15E)-4,15-docosadien-1-yn―

3-olの合成

(岡山理大理 ・
*甲

南化工)○ 亀沢 誠
*,菊

地 敬― ,濱谷 英明,橘 芳純
*,

戸谷 哲造
*,大

谷 武彦
*,直

島 好伸

1.有 機合成反応とリパーゼによる生体触媒反応とを組み合わせ、キラルなメチル
あるいはエチルカルビノール骨格を有する光学活性天然有機化合物の合成研究の一
環として、1)海綿(Cribroc力arina yascJυJ77)から単離された長鎖アセチレン型ア
ルコール成分の一つである(3R,4E,15E)-4,1‐5-docosadien-1-yn-3-ol(1)2)を

100%eeに 近い光学純度で合成することを計画、検討した。
2.先 ず、1-ォクチンから3段 階で調製した不飽和アルコール2をPph3・Br2で臭素

化した後、プロパギルアルコ‐ルのTHPエ ーテルとのカップリング反応により、プ
ロパギル型アルコール3に変換した。つぃて、3のLAH還 元、活性Mno2酸化、さら

にリチウムアセチリドとの反応により、ラセミ体のアルコール1あるいはそのアセ
テー ト体4を合成した。引き続いて:光 学活性な1を得る目的で、リバーゼ
AK(Pseυdοmοnas sp.)おょびリパーゼLIP(Pseυdοmοnas sp。)を使用してアセ
テー ト4の加水分解を行った。AKで は反応時間も長く,生 成した(R)―アルコール1

の光学純度は、42%ee程 度であったが、LiPでは67%eeに まで向上した。

CHaCCHム

ー

≡ ≡ = CHICH島
～

cHお OH 
≡ ≡ =

OR

嚇 り5～釧リ

ー
。H≡=CЩ cH215～Cり9人

=CH3rCH島
～ 吟り9く

04い

(R)‐1

(R)‐1l ipase Time (h) Convn (%)
%ee

I c l2ps 1", uuonl

L:P

AK

3.5

21.5

６７

　

４２

０

　

３

４

　

４

+13.3・ (C=1.30)

“

。121 (C=2.43)

1)M.Kamezawa,H.丁 achibana,T.Ohtani,and Y.Naoshirna,

ユ εわem.Ecο ′.,20,1057-1061(1994)。

2)S.P.Gunasekera and G.T.Faircioth,」 L Org.εわem。,55,6223-6225
(1990)。
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P 2 1

リパーゼを用いる光学活性ヒドロキシおょびェポキシェステルの合成と,そ の天然物
合成への応用
(岡大工,環 境理工・)o山 下裕司,江 草恵美子,柳 原―仁,坪 井貞夫

*

3-ク ロロー4-オ キソェステルを水素化ホウ素ナトリウムで還元し, 3-ク ロロー
4-ヒ ドロキシエステル (1)を 合成した。これを4-ア セトキシー3-ク ロロェステ
ル (士-2)に 変換した後,各 種リパーゼを用いて反応速度論的光学分割を行い,光 学
活性な1お よび2を 得た。 1お ょび2を それぞれ加水分解した後, トリエチルアミン
で処理することによって光学活性γ―アルキル置換プテノリド3を 収率よく得た.ブ テ
ノリド3を 用いてプラストマイシノンなどの天然物およびその関連化合物の合成を検討
した。

Rttco2R:

Ci

rt■2

Amano PS

OH

Rりk、r´C`02R'
Ci

(3R,4刷 1̈

OAc

+ R―
co2R:

Cl

βQ4o‐2

rR13 Blastmycinone

アルデヒドとモノクロロ酢酸エステルのダルチェン縮合によって得られるグリシッド
酸エステルをリパーゼを用いて光学分割 し,光 学活性なグリシツド酸エステルを得た。
これ11各種官能基変換が可能な多官能性化合物であり,様 々な天然物合成の合成中間体
として有用である。

RcHO+cIC=2COIEt  ―里2:二

 Rル

C°2Et

鶴4R・l    R CヾXo

LipaSi.レ
   Rヾ(1t`〔

卜002Et

さらにBaylis Hillman反応生成物をリパーゼで光学分割 し,
いてエリン酸などの天然物の合成を検討 した。

Rキ品上R片呻

0

+  R‐ ‐lふC°2H

得 られた光学活性体を用

OH
f

-----------> /.\r,CO2H
:
= nil ic acid
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リパーゼ不斉加水分解 による光学活性 トリブチルスタニル

シクロプロバ ン化合物の合成

(岡大 ・教育) 伊藤敏幸 ・衛本幸恵

1.キ ラルシクロプロバン骨格は種々の生理活性分子に含まれている。近年、特

にポリシクロプロバン化合物が有力な抗カビ剤なることがわか り、その簡便な

合成法の確立が望まれている。我々はヒドロキシシスズ化合物のアセター トが

リパ=ゼ不斉加水分解で効率的に光学分割できることをすでに報告しているが、
1)今

回 トリブチルスタニルシクロプロバンを分子内に有するアセター ト1に お

いてもその光学分割が リパーゼで達成できることがわかった。

2,3.ラセミ体アセター ト1を リン酸緩衝液中 pH7.2で各種 リパーゼで加水分解

を行つた。生成 したアルコール 2お よび未反応アセター ト 1を それぞれ(+)‐

Nr「PAエ ステルに導き 19F NMR測
定を行い%eeを 求めた。その結果、市販の 10

種のリパーゼのうち P∫ι
“
あ″θ′,αs ει″αα由来のリパーゼ PS(ア マノ)お よび

Ps`“あP710″47S Sp 由来の固定化 LPL(TOYOBOlが 良好な光学純度で加水分解生

成物を与えることがわかった (式1)。
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また、対応するラセミ体アルコールについてアシル ドナーとして酢酸ビニル

を用いて有機溶媒中アシル化による光学分割も試みたところ、上記の二種の酵

素でアセター トを高い光学純度(>98%cc)で与えたが、アシル化速度が非常に遅い

ことがわかった。アシル ドナーをブタン酸ビニル、クロル酢酸 ビニルと変化 さ

せ、また反応溶媒を種々検討したが速度は向上させることはできなかった。従

って、この反応基質の場合は対応するアセタT卜 の加水分解のほうが効率が良

いことカツつかった。

この反応の詳細ならびに得 られた トリブチルスタニルシクロプロバン化合物

の合成中間体としての反応性について調べた結果を報告する。

1)Itoh,T.;Ohは ,T CP3ι′
".Lι

″r.,1991,217-218.
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リパーゼによる2-pentylcyclopentanolの光学分害J
(高砂香料工業、総合研究所)○ 押久保重政、野崎倫生

目的)2-pentylcyclopentanolには4種 の異性体が存在する。2-pentylcyclo

―pentanone(1)のパン酵母還元による生成物は花様の香気を有することが知られて

いる。しかし、クロマト上の挙動と旋光度しか報告されておらず、絶対構造は不明

であつた
1)。

本研究はリパ=ゼ を用いた光学分割により2-pentylcyclopentanol

(2)の異性体すべてを得、この有効成分の絶対構造を決定すると共に、異性体それ

ぞれの香気特性を評価することを目的とする。

結果)(1)をNaBH4で 還元して(2)を得た。カラムクロマトによりci琳、rrans体を

分離した後、それぞれをリパーゼを用いた不斉アシル化により光学分害1した。物性

値
1)との比較から、ci義の未反応物が上述の有効成分であつた。一方:絶 対構造

を決定するために、BINAP触媒を用いた不斉還元
2)で

得た絶対構造既知の(1)

を、さらにNaBH4で 還元し、(2)の4種類の異性体を得た。キラルGCの 挙動から、

有効成分の絶対構造は(lS,20体であることを決定した。香気特性については現在

検討中である。

1)J―P BOurdincaud′′
“
′,‖ Progrcss in Flavour Prcctl“or Studics・,P Shrcicくed),A‖ured Publishing,

ぁ淋鍮 習〕ι_7を"ルわ″レ″Ⅲl"2,33,635-638,o992)
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光学活性 ビシクロ[3.3.olオクタン類 の不 斉 合成 とその応 用

岡本 健、田中洋明、野出 学(京都薬大)井 上武久、○中村大作、

【目的】光学活性ビシクロ[3.3.01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ベ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。これまでに我々は、σ‐対称二環性化合物 1お よび7を 基質とした酵素によ

る不斉還元、不斉脱メ トキシカルボニル化を行い、光学活性 ビシクロ13.3.01オクタン類

(+)‐2,(+)-8お よび (―)-8の不斉合成に成功している。今回はこれらの反応の詳細な検討に

加えLゎaseによる(土)_3の光学分割を試み、さらに得られた光学活性体を不斉合成素子と

した各種天然物の合成を行った。

【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は、光学活性ケトー

ル体 (+)-2が 99.4%ecで 得 られ、得られた(+)‐2は 、Capnellchcs,Cantabrc,onic acid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。 また、(土)‐3の Lipasc PSに よる光学分割 においてはアセチル体

(―)-4(～100%ec)と (+)-3(～100%ec)が高収率で得られく得られた (―)-4および←)‐3は 共通の

合成中間体 5を 経由するルートにて天然物εお,cis‐NcpetaaαOnc 6に導くことができた。次に、

σ‐対称を有する7を 基質としたしipaseによる不斉脱メトキシカルボエル化反応は、その詳

細な検討の結果 1∞%ecに て Cソ寸称ジエステル体 (+)-8及び(―)-8を得ることに成功し、そ

の応用として(+)‐8,(‐)-8のQ‐対称性を活用 した各種天然物の合成を行つた。まず (‐)‐8か

らは Cθげ
“
″″ind01c akaloidである (‐)‐TCtrahydrodstonh。9aお よび (‐)‐Aimdicinc 9 bの形

式不斉合成 を達成 し、(+)‐8か らはイ リ ドイ ド系 モ ノテルペ ノイ ドであ る

(‐)‐ISOi�d品りmecin 1 0の短工程不斉全合成およびイリドイド系配糖体である(―)‐Loganin l l

の形式不斉合成を達成した。またさらに(+)‐8か らは各種 PG関 連化合物の重要合成中間体

であるcOrcy lactone 1 2の不斉合成にも成功した。

甲」野峰  R腎 …H
(+)‐2

晴ず郡
Oψ

10 :{‐)‐:SOlrdOmyrrrlem円
》H

電 +0

12:Corey lactone
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生物化学的手法を用いた光学活性アルコールの調製

(慶大理工化学)○ 池田 創、佐藤江里子、須貝 威、大田博道

不斉合成に用いられる光学活性な化合物は、大量、かつ簡便に調製できることが望 ま

れる。入手容易な生体触媒を用いれば、安価な原料か ら短段階で光学活性化合物が得 ら

れ、かつ、一般的にスケールアップも容易である。今回我々はリパーゼ、酵母を用いて

それぞれ不斉合成に有用な光学活性化合物を簡便に合成する方法を開発した。

1.光学活性アセタール系化合物の合成

Pseudomonas cePacta
l ipase

先にChmc‖eらはアセタール化合物1が光学活性な1,2-ジオールの合成において有用であ

ることを報告した1)。
我々はこの化合物をリパーゼを用いた速度論的光学分割によって

簡便に合成することを計画 し、種 々検討の結果、Ps`“′α′ρ″α∫由来のリパーゼが最も適

していることを見い出した。さらに補助溶媒の使用など反応条件についても検討を行い、

酵素反応の立体選択性を大幅に向上 させることに成功 した。

2.光学活性C,対称ジオールの合成

我々は先に、ケ トンの還元においてバン酵母とは逆の立体配置を有するアルコニルを

与える酵母Pたカル′/rl″ル′οゞ
“

IAM 4682を見出している
°
。この酵母を用い、対称ジケトンを

基質として、C,対称性を有する光学活性ジオールの合成を検討 した。

～

0お

HO

(士)‐1

vinyl acetate
+

hexane

外 市
3;ll=2

4:  1

5;  0

部
0^

OAc

(―)‐(2,38)‐2

520/0,75%θ.e.

～

°
お
HO

(+)‐(2月,3o‐1

46・/●,97%θ.θ.

尽  力
(月,月)‐6 or7    mesO‐

3

,intt     n=0

その結果、二つのカルボニル基の位置が離れている場合(3,4)、それぞれ独立に高い

選択性で還元され、光学的にほぼ純粋な(Ro―ジオ~ル が得 られた。 しかしながらビア

セチル5を基質とした場合、メソジオール8が優先的に生成 した。二つのカルボエル基の

間隔により立体選択性が全く異なることは非常に興味深い。

1)Cilarctte,A B:�lC1lon,C;Rouillard,L;�lalenhnt,

2)sugal,T10hta,H Agrた θ′οノ C力ど″l,1990,57,

Sugal,T:Ohta,H βわル′
`〃

εノ′
`′
′7.1993,ノ ,7卜75

ES,りlセ′r,1993,81-82

1577-1578:� lochizuki,N: Yanla(la、 Hi
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バン酵母を用いる1-ク ロロー2、4-ア ルカンジオンの不斉還元における

添加剤としての有機溶媒の効果

(岡山大工)○ 獲 京南、 酒井貴志、 依馬 正、 宇高正徳

1-ク ロロー2、4-ア ルカンジオン をバン酵母で還元 し、1-ク ロロー2-ヒ ドロキシー4-ア

ルカノンが調製できる。これらのクロロジケ トン類の還元によって、キラルシントンとして有

用なクロロヒドリン類が製取できる。問題点は炭素鎖の長短によって立体配置の反転が見られ、

光学純度が低いことである。そこで、立体配置の選択、1光学純度と化学収率の向上のための方

法を開発することを目的として条件検討 したところ、反応系に少量の有機溶媒を加えることに

よつて、光学純度が大きく変化することが分かつた。

R

Run

R=n― C3117

0/O ee

2 Hexane 0.25 ml
3 Hexane 0.5 ml
4 Hexane SOVo

5 iso-Hexane 0.5 ml

6 Cyclohexane 0.5 ml

7 n-Heptane 0.5 ml

8 Ethyl acetate 0.5 ml

84

76

82

70

87

65

75

80

6  S

45   S

60  S

6  R

71  S

41  S

39  S

55  S

9   Ether    O.5 mi

lo 丁HF   O.5 mi

ll THF   l.Om!

12 Methanoi O.5 ml

13 Acetone 0 5 mi

14  Ethano!  0.5 ml

15  Ethano1  5.O rnl

16  Benzene O.5m!

55    45

78    57

82    72

67    30

78    38

70    26

57    57

65     6

S

S

S

S

S

S

S

S

反応系 に、ア リルアルコールリと酵母を加 え、50°Cで 30分 間加熱処理幼してから還元に用い

たところ、S配 置の選択性が 大幅に高 まることがわかった。 さらに、少量の有機溶媒 を加 える

ことによって、S配 置の選択性が を 96%eeま で高めるとともに収率 も 70%ま でに向上で きた。

BYa)            BY+EHb)+AAC)+Heatd)

R       O/O Yieid  °/o ee   R/S     O/O Yield   O/O ee   R/s

CH3       53   29    s 54    95    S

68     96    s

70     94     S

52    81     S

41     66    S

C2H5 70    14    R

o) Dry baker's y"^r , b) 0.25 ml Erher + o.zi'rrri Hexane,
t) 67-N,l Allvl Alcohol . d) H*t-r""otmenr at 50'C for30min

1)K Nakamura, K inoue, K Ushio, S Oka and A Ohno, Chem Lett 679(1987)

2)K Nakamura, Y Kawal, and A Ohno, Tetrahed Lett Vo1 32, No 25, 2927(1991)

n‐C3H7     84    6     s

n‐C4H9    76   39    R

n~C5Hl1     58    58    R

Dry Bakers' Yeast ,', fl 
oH

Organic Solvents as Ad-ditiv R/\-,\,.C|
0/O Yield °/oeё R/s

Substrate 0.5 mmol, dry bakers yeasr 2.0 g, water 37.5 ml, glucose 2.0 g, 30'C, 1- 6h.
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Candida bο′din〃SA051を 用いた2級アルコール類の立体選択的酸化

(高砂香料工業 ・総合研究所)○ 鈴木紀生,鷲 巣幸夫,野 崎倫生

(目的)微 生物を用いた酸化反応は還元反応に比べて例が少ない。我々は温和

で環境に優しい官能基変換システムの一つとして、アルコール類のアルデヒド

またはケトンヘの酸化についての研究を行つている
1ヽここではその一環として

2級アルコール類の立体選択的な酸化について検討する。

(方法及び結果)酸 化反応にはメタノール酵母であるCandda b9dn″SA051

を用いた
2、この酵母を、炭素源としてメタノールを含む培地で培養し、集菌し

たものを反応に用いる菌体とした。反応は菌体を懸濁したリン酸緩衝液 (0.lM,

11『子i111燒 電静 亀り筆 ヒ躙 、ゝ
(7ざ

=〕 し瀾 霞]を

基質とすると、 2級 水酸基が選択的に酸化され、ケ トアルコール(2)が得られた。

この際に2級水酸基の立体についても多少は認識されていた.

ふ 。Hθ

″

ゑ 。H+

(1)                      (2)

OH

-OH S―(1)

27°/。ee

2級水酸基を二つ有するメソ体のジオール類の中には、立体選択的にひとつの

水酸基のみが酸化され、光学活性なケトアルコールが得られたものがあつた。

また、アルカンー2-オール類(3a―e)を基質とした場合には、(S)―体のアルコー

ルが優先的に酸化され、生成したケトンとともに(0-体のアルカンー2-オール類

(～75%ee)が 得られた。

人 エ スR
(3a‐e)

R=ethyl～作hexyl

+凡
R―(3a‐e)

ref 1)鈴木ら,1995年 度日本農芸化学会大会講演要旨集 p271

2)Y_Sakal er a′,ハ§К_8fOI Chem.,51,2177(1987)

一
∞
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Gθο
`r′

ελ
“
″ θα

“
ごjJ“凛 によるケ トンの不斉還元における立体制御

(京大化研)中 村 薫 。○松田 知子 ・井上 祐子 。大野 惇吉

菌体の培養時の培地濃度、反応時間、菌体の量、及びArgon雰囲気等の微生物還元の立体撰択性におよ

ぼす種々の要因を検討した。その結果、非常に高い収率及び不斉収率でアセ トフェノン誘導体を還元させ

て対応する光学活性なアルコールを得た。

1 微生物による立体選択的反応で撰択性を向上させるために様々な方法が開発され

てきた。基質濃度の変化、酸化剤や還元剤のような添加斉J、阻害剤、及び有機溶媒の使

用などである。このように反応条件の検討は多々されてきたが、生体触媒である微生物

の培養条件と反応の撰択性の関係についての研究はまだ開発されていない分野である。

私達は主として菌体の培養時の培地濃度を変えることによリアセ トフェノンの還元の立

体制御を達成 した。

2 様々な培地濃度で培養 した菌体を使用し、アセ トフェノンの還元を行なった。培

地を通常の濃度の1/4にすると生成 したS体 のフェニルエタノールの不斉収率は88%で、

7/10にするとR体 が30%の不斉収率で得られた。培養条件の検討により微生物還元の立

体制御を行なう事は新 しい方法である。 しかしながら収率及び光学収率は培地濃度の検

討だけでは有機合成の立場から見ると実用的ではなかつたので反応条件の検討も行なつ

た。培地濃度を通常の培地の1/4にした培地で成育した菌体を使用し、反応時間、菌体

の量の検討を行なった。その結果、Argon雰囲気下で反応を行なう事によりS体 のフェ

ニルエタノールの不斉収率は95%にまで向上した。又、化学収率も98%と満足の行く結

果であつた。アセ トフェノン誘導体についても薄い培地濃度の培地で培養 した菌体を使

用し反応条件を検討 したところ良い結果が得られたので報告したい。

n〓 0-2,ni=0-2
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好気性好熱菌 による α一および β―ケ トエ ステル類の不斉還元

(京教大 ・理学) ○石原 浩二 ・岩井 啓祐 。大島 敏久

(京大化研)中 村 薫   (岡 山県大 。栄養)中 島 伸佳

これまでに生体触媒,特 にバン酵母を中心としたプロキラルなケ トンの還元例が多 く

報 告 され て きた .そ の よ うな 中 で耐 熱 性 に優 れ て い る と い う こ とか ら

η■21110anaeroЫumレ ∝趙 などの嫌気性好熱菌による不斉還元およびその菌体由来

の酵素を用いた不斉還元についても研究されてきた.し か しながら,他 の好熱菌を用い

た例,特 に不斉還元に関する研究についてはほとんど報告がない。酵素を単離精製する

上でも,ま たそれら酵素を利用するという観点から考えても,耐 熱性に優れた好熱菌を

生体触媒として用いる研究は非常に重要であると言える。

そこで我々は,培 養時間が短く取り扱いが簡単な好気性好熱菌の 1種であるパチルス

菌に注目し,そ れらを用いたα―およびβ―ケトェステル類の還元を試みた。

26種 のバチルス菌からスクリーニングを行い,還 元率と得られるアルコール体の立

体選択性について調べたが,菌 体と基質だけでは還元はほとんど進行しなかった。そ こ

で様々な添加剤を検討した結果,反 応系にグリセロールを添加すると還元率が上昇する

ことを見いだした。また五●(』us slearolllerIIJoph」us DSM a297を 用いてグリセロー

ル存在下,3-メ チルー2-オ キソプタン酸エテルを還元したところ, 98%の 変換率,

>99.9%ee(R)と いう極めて高い立体選択性で対応するアルコール体が得られ

ることが分かった。その他の基質についても報告する予定である。

ず

C02Et

OH

平晦日籾"a
B acillus st ear othermophilus

glycerol
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P30 馬肝臓アルコール脱水素酵素を触媒とするケ トンの不斉還元反応

:疎水性部位を利用した立体選択性の制御

大阪大学基礎工学部合成化学科  廣瀬良樹,○ 重松 創,苗 村浩一郎

我々は,馬 肝臓アルコール脱水素酵素(HLADHD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。HLADHは X線 結晶構造解析が行われており,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が,近 年,従 来の活性部位モデルだけでは説明のつけられない新規な現象

が見いだされてきた。この原因は触媒部位から外れた所にある疎水性領域が及ぼす影響である

と推測されている。しかしこの疎水性領域についての研究は殆 どなされておらず,こ の疎水性

領域の影響も考慮に入れたHLADHの 立体選択性に関する研究が必要とされていた。

そこで我々は,酵 素の触媒部位から離れた疎水性部位が反応の立体選択性に及ぼす影響と,

その部位の構造 とを,こ の部位に捕捉される基質の反応の立体選択性を調べることによって明

らかにし,よ り完成度の高いHLADHの 活性部位全体のモデルの作成を目指して研究を行つた。

我々の研究に用いた基質ケ トンは,活 性部位に捕捉された時の配向の推定が容易な立体配座

が固定された環状構造を有し,こ の疎水性部位を探る手がかりとなるアシル側鎖を持つケ トン

上～ユ である (Figure l)。

日gure lЮ
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Юβ
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∝R。ぷR:本ρR Ottμ
1          2        3               4            5              6
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°
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RC絆 錦 R
R : alkyl groups

これ らの基質を用いた還元反応の結果から以下

のことが明 らかになつた。 (1)反 応速度 ;いず

れの基質 において もアシル側鎖を付けると早 くな

り,し かもエステル側鎖の長さに依存 した。反応

速度が最高 となる基質の側鎖の炭素数は殆 どの場

合 6か 7で あった。 (2)絶 対配置 ;生成 したヒ

ドロキシエステルの水酸基の絶対配置は全て S配

置であつた。 (3)光 学純度 ;側鎖の鎖長と光学

純度 との関係はそれぞれの基質によって異なる。

我々は今回の結果 を合理的に説明出来 る新 しい

モデルとしてCubic Space SectionModelを改良 した

右図のモデルを提案する。今回のポスター発表で

は,こ の新 しいモデルの詳細を報告する。

Modified Cubic Space Section Model of HLADH

hydorophobic binding barrel
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P31 ニンジン培養細胞による不斉還元反応を利用した

キラルアルコールの合成

(岡山理大理)○ 雑賀 徹、直島好伸

1.植 物培養細胞を有機合成における不斉試薬 として使用するための研究

の一環 として、固定化 したニンジン培養細胞によるρ―置換アセ トフiノ ン、

ケ トエステル、アセチルピリジン類、及び脂肪族ケ トンの生化学的不斉還

元を検討 した。

2.固 定化ニンジン細胞を使用 して、 4位 にニ トロ基やハ ログン、あるい

はメ トキシ基や メチル基を有するρ―置換アセ トフェノンの還元を行つた。

置換基が電子吸引性のものと電子供与性のものとでは、反応時間に大きな

違いが認められたが、何れの基質の場合も高いエナンチオ選択性で反応が

進行 し、96～99%ceの (S)―アルコールが好収率で生成 した。また、アセチ

ル基の位置が異なる 3種 のアセチルピリジンの同様な還元を行つたところ、

そのエナ ンチオ選択性はアセチル基の位置 とは関係なく優れてお り、96%

ce～99%ecの (S)―アルコールが得 られた。さらに、ケ トエステル類の還元

においても高い選択性が認められ、最高99%ecの キラルアルコールが得 ら

れた。 この結果、ニンジン細胞は比較的多 くの基質の還元に有効であ り、

その選択性 も高いものと推測される。1)

0
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在駐由]淵1lH√鴫6
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ｏ人 OH

∝
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1)Y Akakabe,M Takahashl,M.Kamezawa,K.Klkuchi,H Tachibanal■ Ohtani,

and Y Naoshima,」 .Cr7θm.sο c,Perkin Trans.7,1995,1295‐ 1298
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P32

ニチニチソウ培養細胞によるモノテルペンの水酸化反応
(岡山理大 。理)○ 浜田 博喜 。安宗 秀明 ・西脇 敬子

1 我々は、植物培養細胞を利用 して有用物質を合成する目的で、植物培養細胞によ

る外来基質の物質変換研究を行っている。本講演では、モノテルペンのカルボンと

リモネンの研究の結果を報告 し、ニチニチソウ培養剤‖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―基質の投与および変換生成物の

同定は、前幸r)と 同様な方法で行った。以下に、ニチニチソウ培養細胞によるカル

ボンおよびリモネンの物質変換生成物を示す。

(+)-()rvone

I(a"
i

a\

(-)-Carvone

rnain pruluct

main product

main prtxluct

(―)‐Limonenc

3 以上の結果より次の事が明らかになった。

1.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。

2ニ チニチソウ培養細胞は、l■)―カルボンのカルボニル基と炭素―炭素二重結合を

還元する。

1)H Hamada et aF., PFlyι οcbe■lisFry,37(4),1037(1994)
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