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生体触媒を利用する有機合成の研究会
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午前10時 より午後 6時 30分
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有 機 合 成 の 研 究 会
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開会の挨拶 :

阿知波一雄 (静岡県立大学薬学部)      10:00～ 10:05

特別講演 :

1.高 部囲彦 (静岡大学工学部)       10:05～ H:00

演題

天然物合成に有用なキラル ビルディング

プロックの合成 とその利用

(座長 :寺 尾良保)

2。 江崎信芳 (京都大学化学研究所)     H:05～ 12:00

演題

ハロ酸デハロゲナーゼの構造と触媒機構

(座長:中 島 宏)

ショートトーク:(一人3分以内)

ポスターセッション:A01～B18

懇親会:(学 生ホール食堂)

15:20～17:00

13:15～15:15

17:20～18:30



ポ ス タ ー 発 壕 曼 プ 17グ ラ ノ、

(A)酸 化 ・還元 ・その他

A01 チチカビの脱水素酵素を用いた高選択的不斉還元
(京大 ・化研)中 村 薫,○ 松田知子,大 野淳吉

A02 微生物還元に及ぼす “固体有機溶媒"の 影響
(京大 ・化研)中 村 薫,○ 藤井幹雄,大 野淳吉

A03 パン酵母による光学活性カルボニル化合物の合成
(京大 ・化研)○ 河合 靖,斉 藤賢太朗,大 野淳吉

A04 パン酵母由来の還元酵素によるカルボニル化合物の不斉還元
(京大 ・化研)河 合 靖,○ 飛弾浩一,中 村 薫,大 野淳吉

A05 パン酵母還元における新しい選択'性の制御ロ
ー硫黄化合物の添加による効果一

(二重大 ・工)○ 早川隆一郎,藤 澤 有

A06 αクロロケ トンのパン酵母還元による光学活性アルコールの合成と適用
(岡山大 ・工,岡 山大・環境理工)山 下裕司,〇 坪井貞夫

A07 酵母由来アルデヒド還元酵素の構造機能解析と光学活性アルコール類

生産への応用
(京大 ・農)○ 片岡道彦,和 田 大,清 水 昌

A08 植物培養細胞が営む高立体選択的反応
(岡山理大 ・理)○ 浜田博喜,宮 本夕佳,古 谷 力

A09 植物培養細胞を生体触媒とするエポキシ化の機構
(広島大 ・理)〇 小倉正幸,八 幡隆幸,泉  俊輔,平 田敏文

A10 植物培養糸田胞を用いたラセミアルコールよリキラルアルコールヘの

直接変換及びポドフイロトキシン誘導体等の合成研究
(静岡県大 ・薬)○ 竹元万寿美,阿 知波一雄
(プリティツシュコロンビア大)James P.Kutney,Nikolay M.Stoynov

All 微生物による代謝反応を利用するアミノ糖類の調製
(慶大 ・理工)○ 窪木厚人,岡 崎華子,小 宮良輔,葛 城健史,須 貝 威,

大田博道

A12 微生物変換を用いた新規有用Leucomジcin類縁物質の調製
3位脱アシル化能を有するPF1083株の分離と応用
(明治製菓 ・創薬研)○ 清水 明,五 味修一,矢 口貴志,栗 原健一,味 戸慶一

A13 微生物水酸化反応を用いたノルアダマンタン誘導体の調製
(協和発酵 。東京研究所)○ 江口 有,堀 口 晃,持 田顕一



A14 ア リールマロン酸デカルボキシラーゼの基質認識機構
(慶大 ・理工,新 日本製鉄先端研*)り‖崎平康,○ 斎藤公児*,太 田博道

A15 酵素によるニ トリルの水和反応を利用する有用物質の合成
(慶大 ・理工)○ 横山雅裕,中 塚優子,山 崎貴弘,須 貝 威,大 田博道

A16 アル ドラーゼを用いるジアステレオ面選択的反応の開発
(理研)○ 嶋垣正之,中 田 忠

A17 生体触媒を利用 したMyceStericin類の不斉全合成
(京都薬大)中 村大作,○ 伊藤泰史,柴 田佳代子,馬 場崇裕,野 出 学

(理研 。国際フロンティア)Chi―Huey Wong
.   (昭 和大 ・薬)梶 本哲也

A18 Lス レオニ ンアル ドラーゼを利用 したアザイズロン酸 とリボヌクレオチ ド

様ア ミノ酸の合成
(昭和大 ・薬)○ 新宮一司,金 子光明,三 浦 岡1,梶 本哲也,伊 田喜光

(中央大 ・理工)石 塚盛雄
(近畿大九州工)藤 井政幸

A19 Mechanism based enzyme inactivation:ヒ ドロキサム酸によるγ―グルタミ

ルシステイン合成酵素の不可逆的阻害
(京大 ・化研)○ 加藤 真,平 竹 潤,加 藤博章,小 田順一

A20 ハロ酸デハ ロゲナーゼを用いるキラル化合物の合成
(ユニチカ ・中研)中 島 宏,○ 木村 隆

(B) Uzr-€ .  r77t*- t2" <efr

B01 水酸基を不斉炭素上に持たないアルコールの リパーゼを用いたエステル

交換反応
(富山県立大 ・工)○ 川崎正志,川 端繁樹

B02 リパーゼを用いた光学活性 (+)一 メシフランおよびその類縁体の調製

(高砂香料工業 ・総合研究所)○ 鈴木紀生,野 崎倫生

B03 リパーゼによる光学活性アジリン誘導体の調製に関する研究

(岡山大 ・工)酒 井貴志,○ 川端 勇,岸 本徹夫,依 馬 正,宇 高正徳

B04 6員 環状炭酸エステルを基質 とした酵素的加水分解反応
(福井大 ・工)○ 松本一嗣,下 条め ぐみ,畠 中 稔

B05 リパーゼを用いた2オ キセタノンの光学分割
(京大院 ・人間 ・環境)林  嘉行,磯 部 宏,山 本行男

B06 多子L質セラミックス担体である トヨナイ トに固定化 した リパーゼPS:

有機合成基質に対する反応性 とエナンチオ選択性
(岡山理大 ・理,東洋電化工業*)○掘 岡J史,加守雅信*,山下芳孝*,

濱口泰尚,直 島好伸



B07 有機合成基質に対するCandida系リパーゼNOvozymのエナンチオ選択性
(岡山理大 ・理,甲 南化工*)○ 森下 潔,亀 沢 誠*,大 谷武彦*,

橘 芳純*,中 司宏樹,直 島好伸

B08 トアシロキシメチル体を基質とするリパーゼ触媒分害J法
(静岡県大 ・生活健康科学)○ 谷口 慎,塩 沢竜志,寺 尾良保

B09 アクリル酸エステル類およびその誘導体のリパーゼによる光学分割
(大阪有機化学)井 上貞人,森 脇曜一郎,北 川大佳夫,大 橋欽二,○ 赤石良一

B10 1-エ トキシビニルアセタートを使用するアルコール類の効率的な速度論的

光学分割法
(阪大 ・薬)○ 武部 靖,村 田健司,中  忠篤,赤 井周司,北  泰行

Bll 酵素的光学分割による高機能キラル誘導化試薬の合成
(富山工専,富 山医薬大 ・薬*)○ 米谷 正,磯 部貴弘,小 西 幸,竹 内義雄*

B12 キラルジヒドロハロ及びプロモペリドール
ー合成及びカタレプシー誘発効果―

(東北薬大)○ 三浦昌明,本 郷貴久,竹 下光弘
(弘前大 ・医 ・病院薬斉1)大久保正,菅 原和信
(東北大 ・薬)大 島吉輝

B 1 3  ノL名許者舌
j性3-Hydroxy-3-(pentafluorophenyl)prOpionitrile6Dイン万え215乏月Iに

関する研究
(岡山大 ・工)酒 井貴志,○ 高山哲男,吉 尾 修,依 馬 正,宇 高正徳

B14 生体触媒を利用する光学活性chuangxinmycinの合成研究
(東邦大 ・薬)○ 加藤恵介,尾 能満智子,秋 田弘幸

B15 生体触媒を利用する光学活性(4,5)epoxy 2 hexenoate類の合成とその応用
(束邦大 ・薬)尾 能満智子,早 乙女周子,○ 秋田弘幸 ‐

B16 αキモ トリプシンを触媒とするペプチド合成 :脂肪族佃j鎖アミノ酸への適用
(甲南大 ・理)官 澤敏文,○ 田中佳善子,柳 原良二,山 田隆己

B17 代謝―微生物変換融合法 :アルコールアセチル トランスフェラーゼの

基質特異性
(関西ペイント技研,慶 大 ・理工)〇 小田 忍,太 田博道

B18 光学活性グリセロール誘導体の触媒抗体を利用する合成研究
(静岡県大 ・薬)○ 池田 潔,阿 知波一雄



I119

320

B21

B22

脂質修飾法を用いる糖加水分解酵素による各種配糖体の合成
(東工大 ・生命理工)○ 森 俊明,岡 畑恵雄

リパーゼ不斉認識反応を活用するアリルアルコールの不斉合成並びに
キラルジフルオロラクトン合成への応用
(岡山大教育 ・兵庫教育大)○ 伊藤敏幸 ・坂部高平 ・高木由美子

リパーゼ触媒不斉アシル化反応におけるホスト機能性分子の添加効果
(兵庫教育大 ・岡山教育 ・大阪市立大理)

○高木由美子
+,伊

藤敏幸
++, 

築部 浩+++,本
原 寛

+

スチレン代謝系酵素を用いる光学活性体の合成
(福井大 ・工)○ 水口直之,川 端洋一,伊 藤伸哉



特別講演 1

天然物合成に有用なキラルビルディングプロックの合成とその利用

静岡大学工学部 高部 囲彦

不斉中心を有する生理活性分子の全合成において、出発物質としてどのようなキラル

ビルデイングプロックを用いるかは重要な問題であり、その分子設計と効率的な調製法

の検討は、生理活性天然物の全合成の成否にもかかわる重要な課題と考えられる。

これまで当研究室ではこれらのビルディングプロック合成のための不斉導入法として、

1)酵 素法、ならびに2)キ ラルプール法について検討を加えてきた。ここでは酵素反

応を利用した不斉導入法によるビルディングプロック合成を中心に、いくつかの例につ

いて述べる。さらに、これらの手法により合成したキラルプロックを用い、下図に示し

たような比較的簡単な構造を有するテルペノイド、リグナン類、アルカロイドなどの生

理活性天然物の合成についても検討を加えたのでその結果についても併せて紹介させて

いただく。なお、酵素法としては主として有機溶媒中でのリパーゼによる不斉エステル

交換反応を利用し、キラルプール法としては酒石酸をはじめとしたキラルヒドロキシ酸

などを用いて検討をおこなった。

OH
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特別講演

ハロ酸デハ ログナーゼの構造 と触媒機構

京都大学化学研究所 江崎信芳

有機ハログン化合物は除草剤、殺虫剤あるいは合成中間体として有用であり、工

業的に大量生産されている。天然では海藻、微生物などにおいて、ハロベルオキシ

ダーゼの作用によつて種々の有機ハロゲン化合物が合成されている。一方、これら

の有機ハログン化合物の脱ハロゲン反応を触媒する酵素が動物や微生物に見いださ

れている。これらの酵素は環境汚染有機ハロゲン化合物の分解や有機ハロゲン化合

物の有用物質への変換に利用しうるので、環境科学や酵素的合成の立場から注目を

集めている。ここでは、われわれが研究を進めている細菌の2-ハ ロ酸デハログナー

ゼの構造と触媒機構について紹介する。

1.L-2-ハ ロ酸デハログナーゼの触媒機構の解析

L-2-ハ ロ酸デハログナーゼはL一ハロ酸のみに作用し、立体反転でD-2-

ヒドロキシ酸を与える.‐1分子の酵素が 1回だけ反応を触媒するSingle Turnoverの

反応と、 1分 子の酵素が複数回反応を触媒するMulip“Turnoverの反応をH2180中

で行い、生成物2-ヒ ドロキシ酸への 180の
取り込みの有無を調べた。L-2-ク

ロロプロピオン酸を基質としたところ、生成物乳酸への 180の
取り込みはSingle

Turnoverの反応では認められず、Mulipk Turnoverの反応でのみ認められた。これ

は、溶媒の水分子の酸素分子が、いつたん酵素分子に取り込まれた後、基質に取り

込まれたことを示唆している.H2180中で反応を行った酵素をプロテアーゼで分解し

て、得られたペプチド断片をタンデムMS/MS法 で分析した結果、Asp10に
180が

取 り込まれていることが明らかとなった。以上の結果から、本酵素反応では、Asp10

の慣]鎖カルボキシル基が基質の″一炭素を攻撃 してハライ ドイオンが脱離 し、次い

で、酵素 と基質か らなるエステル中間体が溶媒の水分子によつて加水分解されて

2-ヒ ドロキシ酸が遊離するものと考えられた。            |

ヒドロキシルアミン溶液中でL-2-ハ ロ酸デハロゲナーゼの反応を行うと酵素

が失活した。この失活はL-2-ク ロロプロピオン酸やクロロ酢酸など基質の存在

下でのみ起こり、本酵素の基質とならないフルオロ酢酸の存在下では起こらない。

クロロ酢酸の存在下で失活した酵素の分子量をイオンスプレ=質 量分析計で測定し

たところ失活前に比べて約 74増 加していた。N二 末端アミノ酸配列分析の結果、

失活酵素ではAsp10が 修飾されていることが明
‐
らかになった。さらに、失活した酵

素をリシルエンドヘフチダーゼで切断し、Asp10を 含むペプチド断片をタンデムM

S/MS法 で分析 した結舛t、Asp10に 対応する部位で73の 分子量増加のあること

が半J明した。L-2-ク ロロフロビオン酸存在下で失活した酵素では、87の 分子

量増カロがみられたG観 察された分子量増加はAsp10が アスパラギン酸β一ヒドロキ

シム酸カルボキシアルキルエステル残基に置き換わったためと考えられる。この修

-2-



飾残基には、Aspl()、基質、ヒドロキシルアミンの 3者 に由来する部分が含まれてお

り、このことは、本酵素反応が手ステル中間体を経由して進行することを示 してい

る。

2.L-2-ハ ロ酸デハロゲナーゼの結晶構造解析

本酵素結晶のX線 回折データを収集し、重原子多重同型置換法により分解能2.5A

の結晶構造を得た。本酵素 (二量体)の 各サブユニツトは6本の平行βストランド

から成るβシートと9本のαヘリックスを持つα/β タイプの構造をもつ。部位特

異的変異実験からThr14、Arg41、Serl18、Lys151、Tyr157、Ser175、Asn177、

AsP180の触媒反応への関与が示唆されているが、これらはぃずれも触媒中心残基

Asp10の近傍に存在することが明らかとなった。これらの残基はβシート中央部のβ

ストランドのC末端付近に集中しているが、ここには基質が結合できるだけの十分

な空間が存在し、また基質がこの部位ヘアクセスできるチャンネルが存在すること

から、ここが活性部位であると考えられる。これらの残基の改変によつて、本酵素

の基質特異性を改変できるものと期待される。

3。 DL-2-ハ ロ酸デハログナーゼの触媒機構の解析

DL-2-ハ ロ酸デハロゲナーゼはL-2-ハ ロ酸デハログナーゼとは異なり、

2-ハ ロ酸のD、 L両異性体に無差別に作用する。しかし、脱ハログン反応は立体

反転で進行する。D一 またはL-2-ク ロロプロピオン酸を基質としてH28°中で

反応を行ったところ、l分子の酵素が 1回だけ反応を触媒するSingle TurnOverの反

応でも、 1分 子の酵素が複数回反応を触媒するMuliptt Turnoverの反応でも生成物

乳酸への180の
取り込みが認められた。Miliple TuriOヤぎめ反応をH」180中で行った

後、酵素をリシルエンドペプチダーゼまたはトリプシンで分解し、得られたペプチ

ド断片をLC/MS法 で分析した結果、本酵素には180が
取り込まれていないことが

明らかとなった。従って、本酵素反応はL-2-ハ ロ酸デハログナーゼ反応とは異

なり、溶媒の水分子が直接基質を攻撃して加水分解が起こると考えられる。
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チチカ ビの脱水素酵素 を用 いた高選択的不斉還元

(京大化研)中 村 薫○松田 知子 ・大野 惇吉

1.生 体触媒を利用たケ トンの不斉還元は光学活性なアルコールを得る為にしばしば

用いられている。私達は、チチカビの乾燥菌体を生体触媒として用い、広い範囲の基質

を還元 し、光学活性なアルコールを非常に高い収率及び不斉収率で得ることができたの

で報告 したい。

2.基 質 としてβ―ケ トエステル、アセ トフェノン誘導体、脂肪属ケ トンなど様々なも

のを用い、チチカビceο層働um cttJdum IF0 4597)の粉末乾燥菌体 (アセ トンパウダー、

APG4と 略す)に よる不斉還元を検討 した。3-オキソブタン酸メチルの還元では、生菌

体を使用 し反応を行な うとS体 の3-ヒドロキシブタン酸メチルが、不斉収率は39%で

得 られるが、APG4を 生体触媒 として用い、補酵素としてNAD+を 、還元剤 として 2-ア

ルカノールを用いて反応を行なうと、不斉収率は99%以 上に向上した。又、化学収率

も高く、定量的であつた。他のケ トンの還元についても、それぞれ対応する(o―アルコー

ルを高い不斉収率で得ることが出来た。本研究で使用したチチカビのアセ トンパウダー

はTablcに示すように高いエナンチオ選択性を示 し、簡単に調製でき、長期保存が可能で

あり、生菌に比べて生体触媒の量が少ない等の利点がある。

Acetone Powder of
Geotrichum candidum

NAD(P)H NAD(P)+

2-alkanone 2-alkanol

Reduction of Ketones by the APG4 in the prosence of NAD- and 2-propanol

０人
。 Ｈ

．】］一（

Substrate Yieldf%)Ec(%) Substrate       Yicld(%)Ec(%)

Methyl3-oxobutanoate >99 >99(,9) Acetophenone 88 99('S)

Ethyl3-oxobutanoate 99 >99(S) a'Chloroacetophenone >99 >99('t

Neopentyl3-oxobutanoate >99 >99(S) m.Chloroacetophenone 95 >99('S)

6-Methyl-5-heptene-2-one 92 96($ AChloroacetophenone 62 96(5)
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,セ`。

轟靱嘗贈[ウ炉!Fιケ熱こ

)淵 F燕ギ号化旨藤装面一液体2相
不斉収率を向上させることに成功した。

Table l.        ‐

微生物還元に及ぼす “固体有機溶媒"の影響
(京大化研)中村 薫○藤井 幹雄・大野 惇吉

μ ■
OH  O

ダ 嫁
Microbe E.e。ノ% Config。

E. magnusii
E. magnusii
G. candidum
G. candidum
Baker's Yeast
Baker's Yeast

+

+

十

‐７

９４

２。

９９

６８

９９

Ｓ

Ｓ

Ｒ

Ｓ

Ｓ

Ｓ
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パン酵母による光学活性カルボニル化合物の合成

(京大化研)○ 河合 靖 ・斉藤 賢太朗 口木野 惇吉

生体触媒を用いる不斉合成おいて,光 学活性なアルコールの合成法は還元酵素に

よるカルボニル化合物の不斉還元や,加 水分解酵素による光学分割など数多くの研

究例がある。しかし光学活性なカルボニル化合物の合成法は少ない。そこで我々は

パン酵母を用いてα,βT不 飽和ケトンの炭素一炭素二重結合を不斉還元し,光 学活

性なカルボニル化合物の合成法について検討したので報告する。

反応に用いる基質として4-phcnyl-3-methyl-3-buten-2-oneおよびその誘導体を選んだ。

この化合物のパン酵母による還元は以前に報告されているが,そ の選択性は低い。

そこで我々はまずフェニル基の置換基効果について検討した。メトキシ基をオル ト;

メタ,パ ラ位に導入したα,β―不飽和ケトンをそれぞれ合成し,パ ン酵母還元を行つ

たところ,パ ラ置換体では立体選択性に変化はなかつたが,オ ル トおよびメタ置換

体では選択性が飛躍的に向上し(3o体のみを選択的に生成することがわかつた。但し

オル ト置換体は反応速度が極端に遅いため原料回収が多く収率が低い。従つてメタ

置換体が最も良い結果を与えるといえる。メタ位に電子吸引基である塩素やニトロ

基を導入した化合物でも同様に非常に高い立体選択性で反応することから,メ タ位

の置換基による立体的な因子がこの反応の立体選択性を支配している事がわかる。

この反応の機構を更に詳細に検討するために,パ ン酵母中から反応に関与してい

る酵素の抽出を試みたところ,反応に関与している酵素はNADPHを補酵素とする還

元酵素1種類であることがわかつた。さらに重水素同位体を用いた実験からこの酵

素の炭素―炭素二重結合の還元の立体イじ学は形式的に水素分子が トランス付加 して

いる事を明らかにした。この水素付力日の選択性は生成物の立体選択性に関わらず完

全に トランス付加 してお り,反 応機構を考える上で非常に興味深い結果である。

Bakers'Yeast

Yield/7a

H   ―

2-NIleC)―

3-McO―

4 McO¨

3,4-di―MeO―

3-Cl―

3-N02-

１

５

５

１

５

５

５

７

刃

刃

６

刃

”

刃

４２

‐３

７２

７３

５９

９‐

４９

e.e.l7o
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パン酵母由来の還元酵素によるカルボニル化合物の不斉還元

(京大化研) 河合靖 ・○飛弾 浩一 ・中村薫 ・大野惇吉

微生物や酵素を用いた不斉還元は、これまで数多くの報告がなされている。特に

微生物を直接用いる反応は、手軽に行え便利である。 しかしその反面、微生物中に

同じ反応を触媒する酵素が複数個存在 し、それぞれが異なる立体を持つ生成物を与

える時、反応にはすべての酵素が関与してしまうため、見かけの立体選択性は低く

なってしまう。実際、当研究室でもパン酵母よりβ―ケ トエステルに還元活性を持

ち、L体 とD体 の生成物を与える酵素をそれぞれ 2種 類ずつ単離 している。今回、演

者はそれ らの酵素の 1つ であるL-1を用いた種々の基質の還元反応について検討を

行つた。
L-1は様々な2-アルキルーβ―ケ トエステルを還元し、対応するヒドロキシエステル

を与えることがこれまでの研究から明らかにされている。この際、L-1は反応中心の

立体化学と同様そこから離れた2位の不斉中心も認識 して反応が進行 し、非常に高い

エナンチオ選択性 とジアステレオ選択性を示す。そこでアルコール部分 (1'位)に

も不斉炭素を有するβ―ケ トエステル (1)を用いてL-1で還元すると、もしかしたら

1'位の立体化学も認識 して 1度 に3個 の不斉中心を導入できるかもしれないと考え

反応を行った。その結果、 (露,3S,1つ の立体を持つヒドロキシエステル (2)が

得 られ、 3個 の不斉中心を1度 の反応で導入することができた。また置換基Rを種々

検討することによつて1'位の立体選択性が向上した。特にlaの基質を用いたときに

最も高い立体選択性を示 し、>98%e.ё.、88.8%d.e.で2aを得ることができた。本酵

素は、反応部位から離れている11位の立体化学も認識するとい う非常に優れた性質

を持つが、この性質が何に由来するかを明らかにするために基質lb-ldの (10体

と (ls)体 に対するL-1のκ
“
および、たιグの測定を行つた。

早

。
人

R
L-1

2

(2R,3S,lR)

R

1,3-Dithianyl

2-Py

3-Py

4-Py

○

<2%yield

Λ
R

NADPH

ａ
　
ｈ

）

Ｃ

　

ｄ

キ
○ OH

>80Va vield. >997o e.e.

L-1は広い基質選択性 を持ち、 β―ケ トエステルだけでなく、 α―ケ トエステル も還

元する事が報告 されている。 さらに今回 α―ジケ トンの還元にL-1を用いたところ、

α_ジケ トンのアセチル基を位置選択的に還元 し、 α―ヒ ドロキシケ トンを高い立体選

択性で与えることを見いだ した。

Rl=Ph,Pcn,Pr
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バン酵母還元における新 しい選択性の制御

一硫黄化合物の添加による効果一

(三重大工)○ 早川隆一郎、藤澤 有

パ ン酵 母還元 は、安 価 で極 めて入 手 容易 なパ ン酵母 をを還元 剤 と して用 い る有用

な不 斉還元手 法 で あ る。 しか しなが ら、パ ン酵母還元 は基 質 特 異性 の高 さや、反応

時 間が長 い な どのFpl題点 が あ る。我 々の研 究 室 では これ まで、 その基 質特異性 を逆

に利 用 して基 質 に硫 黄官 能基 を導入 す るこ とに よ り、パ ン酵 母 還元 の問題点 を改善

で きるこ とを見 いだ し、種 々 の生理 活性 天然 物の不斉合成 べ と応 用 して きた。 一方、

従 来 β―ケ トエス テ ル誘導体 のパ ン酵母還 元 において 4‐ク ロロ アセ ト酢酸 エ チル、

ア リルアル コール また はメテ ル ビニルケ トンな どを還元酵 素 阻害剤 と して添加 す る

こ とに よ り、得 られ る還 元生成 物 の光学純度 が向上 す るこ とが報告 され てい る。今

回硫 黄官 能基 を有 しな い基 質 のパ ン酵母還元 にお いて、硫 黄 化 合物 を添加 して行 っ

た ところ得 られ る ア ル コール生成物 の光 学純 度 を向上 させ る こ とが で きる こ とを見

いだ したので報告 す る。

反応 は 、蒸留水 中 で 30分 間予備 発 酵 した乾燥 パ ン酵母 を硫 黄化合物 で 30分 間

前処 理 し、 そ の後 基 質 のエ タノール溶液 を加 えて行 った。 ア セ ト酢酸 エ チルのパ ン

酵母 還元 を硫 黄化 合 物 を加 えず に行 う と 94%ecで 3‐ヒ ドロキシ酪酸 エチル が得

られ る。 一方、基 質 に対 して 1当 量 の フェニ ル ビニルスル フ ィ ドを添加 す る こ とに

よ り 99%ecへ と光 学純 度 を向 上 させ るこ とが で きた。 同様 に、 3・オキ ソベ ンタ

ン酸 メチル の場合 には 22%ceの 光 学純度 が 2当 量 のL‐システイ ンに よ り反応 が促

進 され 55%ceへ ど、 さ らにヘ キシルエ ステル を用 いて 3当 量 の フエニ ル ビニルス

ル フ ィ ドを添加 す る こ とで 96%ceで 対応 す る還元 生成物 を得 る こ とに成 功 した。

また、 4-ク ロロア セ ト酢酸 エ ステル誘導 体 や 4‐アジ ドア セ ト酢酸 エス テ ル誘導体

な どの 4位 にヘ テ ロ原子 を有 す る基質 の場合 において も同様 の効 果が得 られた。

α‐ケ トエ ス テル 誘導体 で あ る 2‐オキ ソヘ プ タ ン酸 エ チ ルの パ ン酵母 還元 は 13

%ecで S体 の 2-ヒ ドロキ シベ ンタン酸 エテル を与 え る。 しか しなが ら、 基 質 に対 し

て 1当 量 の ジチ オ酢酸 メチ ル を添加 す る と 55%ecで 、 また 3当 量 のL‐シス テイ ン

を用 い る こ とに よ り58%eeで それ ぞれ立体 化 学 が逆 転 したR体 の還元 生成 物 を得

るこ とに成 功 した。

0

Rl人 占
2

Bakers' Yeast, Sulfur Compound
OH .

11人:」

Sulfur Compound : RSR, RCS2R, L-Cysteine etc.
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α―クロロケトンのバン酵母還元による光学活性アルコァルの合成と応用

(岡大工,岡大環境理工
*).山

下裕司,○ 坪井貞夫
*

α位に電子吸引基の置換したケ トン類はパン酵母により容易に還元され,高 い光学純度の

光学活性アルコールを与える.我 々は以前からα一クロ回ケ トン類のバン酵母による還元

反応を研究してきた。たとえば, 3-ク ロ回二4-オ キソエステル (1)を バン酵母によ

り還元し,ア ルコール体 (2)を 得た.2を 加水分解 した後, トリエチルアミンで処理

し,光 学活性なプテノリド ((S)-3)を 高い光学純度で得たことを報告した,ま た,

2の アセタート ((± )-4)を リバーゼを用いて光学分割し,同 様な操作により:

(R)二 3を合成し,こ れらのプテノリドからウイスキーラク トン,ア ベナシオリド,エ

チソリドなどの天然物の合成に成功している.(ref.1)

0 OH

RttCとP藁 ず1■cふ
Cl   l

OAI      
｀

R/1ヽ
f/＼

C02Rl

Ci

鰤

Amallo― PS

1)19%HCl

2)EちN
C1  2

OH  .

R/1、
r〆

＼
C02RI

CI

β鳥4J〕2 .

Rネ ○

(073.

9A"
. R-Y^co2R'

cl

(3s,4s14

1)19%HCl

Et3N,Ether

25-30°C

14 days

ぎ黙。

OH

�ン
ヘヽグクヽ ё02RI

5

(3R,4Jひ2
| ‐2)Et3N

‐ _    ‐ _rRI,  ‐_     ‐ .
今回は1‐94ン`酵母尋乖で得られ4アィレ■Fttι長主員翼薄イIIFZ菖泄〒墨|こ「世芳学純度の (3)二 4ニヒド菌キジー2-ア

'反応を用いてアメーリカヤシゾウムシのフ土ロモン (6)の合成を検討した1  11 i

OH

RΥ
サ|

Yield(%) 嵐lg4 ee(%)

CH3

C2H5

０

　

０

６

　

５

+26.4(cl.93,CHC13)

+25.9(c2.26,CHC13)

>99

94

ref l)TSub。 1,er al,chθ
".lθ

は,1989,1427;J Org.Chem 56,7177(1991)i Synret 1991)867:
」Org.θ力em,58,486(1993).
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