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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 ・農化)○ 片岡道彦、和田 大、清水 昌

我長は、赤色酵母SpοrObO′Omyces sa′mοnicο′οrが新規なNADPH依存性のア

ルデヒド還元酵素 (AR)を生産することを見出した。ARは、様々なアルデヒド

化含物を基質とするとともに、4-クロロアセト酢酸エチル (CAAE)を仔4-クロロ

ー3-ヒドロキシ酪酸エチル (R―CHBE)に不斉還元することも見出した。還元生成

物であるR―CHBEは化学的にL―カルニチン等に導<こ とができる有用光学活性

化含物である。さらに、S.sarmOnicO′銘よりARをコードする遺伝子のクローニ

ングを行い、そのタンパク質 1次構造から本酵素は、アルド‐ケト還元酵素フア

ミリーに属するタンパク質であることが明らか となつた 。また、S,

sarmοη′cο′Or由来のAR遺伝子を大腸菌に導入し、大量発現させることにも成功

した。

そこで、この組換え大腸菌を用いたCAAEの不斉還元反応の検討を行つた。

AR遺伝子を含むプラスミドを形質転換した大腸菌E cο′′」M109[pKARI株を、

LB培地で培養し、途中IPTG添加によりAR遺伝子を誘導発現させた。この培養

菌体を用いてCAAEの不斉還元反応の検討を行つた。水―有機溶媒 2相系反応を

導入することにより、高濃度基質による反応阻害や水溶液中における基質の不

安定性といつた問題の解決を図った。酢酸n―ブチル50 mlおよび水50 mlの反応

液に菌体、グルコース、グルコース脱水素酵素、NADP+を加え、撹拌しながら

反応を行わせた。

20 mg/mlのCAAEを分害」添加しながら反応を行わせると、収率98.8%で、158

mg/mにCHBEが 生成した。このとき生成したR―CHBEの光学純度は93%eeであつ

た。さらに、初期基質濃度を上げ、40、60、1∞、150、2∞mg/mlのCAAEを 添

加して反応を行わせたところtい ずれも十分な反応収率が得られた。
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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

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

質の物質変換ワ1究を行っている。本講演では、これまでの研究結果を報告し、植物培養

細胞の営む高立体選択的反応について述べる。

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 Dで 行った。以下にこれまでの変換反応の結果を示す。

(1)立体選択的還元
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3.以 上の結果より、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

還元反応、位置選択的水酸化反応.お よび配糖化反応を行う事が明らかになった。

1)H.Hamada θtar.,1■yιοcllemおι7,37(4),1037(1990。
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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

これまでに、当研究室では、植物培養細胞にアルケン類を投与 した時に、それに対応

するエポキシド類が立体特異的かつ鏡像体選択的に得られることを見い出している。
1°

本研究では、植物培養細胞によるエポキシ化の機構の解明を目的として、タバコ培養細

胞において、エポキシ化に関与する酵素系を調べた。

1‐Methylstyrene ① および crS‐2‐methylstyrene(2を基質としてタバコ培養細胞に投与

し、エポキシドの生成と培地中のH2°2量の変化を調べた。■を投与した場合にはエポキ

シドの生成 もH2°2の発生 もみられなかった。しかし、2を 投与 した場合に|よ、cFs‐

epoxide(勘が生成し (図1)、 投与後数時間でH202量は急増した。なお、エポキシドの

生成量はH2°2量のビークを過ぎたところで最大となった:こ のことから、タバコ培養細

胞におけるエポキシ化にH2°2の生成が必須であることが示唆された。

次に、エポキシ化に関与する酵素系の精製を行らた。培養細胞の培地部分から、硫安

分画およびCM‐TOYOPEARLカ ラムクロマトグラフイーにより目‐的酵素を精製 (硫安画

分から約20倍まで精製)した。この活性画分は、■ポキシ化活性||も にp919xi4as,活

性 も有す ることがわかった (表 1)。 この画分はSDS‐PAGEに より単
二あバントを与えt

酔
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Figure I

その分子量は38 kDaであつた。また、N2雰囲気下でエポキシ化反応を行なうと::エポキ

シドの生成はみられなかつた。したがつて、このエポキシドの生成には分子状酸素が関

与することがわかった。

以上の結果から、(1)エポキシ化反応にはH29」が関与していること:(2)エポキシ化の

酸素は分子状酸素に由来すること、(3)エポキシ化反応にはperO�daseが関与しているこ

とが示唆された。

1)T.Hirata`l αJ.1‐Praヵ′risi“ιc,′′タルニβ″.,10,89(1993). ‐     ‐   .  :

2)T,Hirata`′.α′:,Pみyrοc力θ″J∫rry。371401(1994).                    
‐  ‐

―-12-一



A10

植物培養細胞を用いたラセ 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

(ブリテイツシユコロンビア大)James P.Kutney,Nikolay M.Stoynov

近年有機合成化学分野において、パン酵母や、リパーゼ等の生体触媒を使用する反応が

多く見られるが、最近植物培養細胞に合まれている還元酵素、加水分解酵素等多数の酵素

が注目されて来ており、ノくン酵母やリパーゼと同じように植物培養細胞を有機合成分野で

の新規な合成試薬として利用できるのではと期待がもたれている。そこで我々は植物培養

細胞の有機合成試薬としての有用性および簡易利用法について検討を重ねており本研究会

では、植物培養細胞を利用した物質変換について、以下報告する。

(1)植 物に起源を持たない外来有機化合物の物質変換 としてラセ ミアルコールか

らキラルアルコールヘの直接変換
1)

日々草培養細胞によリラセミアルコールがほぼ100%キ ラルアルコールに変換さらに得ら

れたアルコールの光学純度も100%ceが 得られる等世界中でも微生物でわずか数例の成功例

しか報告されていない物質変換に成功した。反応機構も合めこれらの詳細を報告する。
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(2)抗ガン剤エトポシド合成における中間体ポドフイロトキシン誘導体の効率的合

成法幼

抗ガン剤エ トポシドの一般的合成法は、主としてR Pertatumの植物よリポ ドフイロトキ

シンを単離抽出し、つづいて化学的方法によリエ トポシドヘと導く。そこで我々はこの中

FF5体であるポドフイロトキシン誘導体を、ポドフイロトキシンの生合成経路に従い、植物

培養細胞を用い効率的合成法に成功した。化学的合成により得た2から3への環化を植物培

養細胞としてR Peftaturn及びhOrse raddヽh peroxidasc(HRP)を用い各種検討を行つた結

果、HRPに おいて3を81.5%で得た。R PCFtaι口m培養細胞を使用した場合t HRPにくらべ収

率は低下した。これらの環化反応の詳細を報告する。

1)M.Takemoto and K.Achiwa,Tctra力 θdro″Asylnmet″ Ъ6,2925-2928(1995).

2)J.P.Kutney,X.Du,R.Naidu,N.Stoynov,and M.Takemot6,HOterocycfθ 島42,479-484

(1996).
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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 建史、須貝 威、大田 博道

Nア セチルグルコサ ミンに対 し、塩基性条件下での異性化反応 を行なうことによっ

て、vア セチルマンノサ ミンが原料 との平衡混合物 として得られ る.こ の平衡混合物

は、シアル酸の酵素的合成の原料として用い られてきた。 しかし、系中に存在するN

アセチルグルコサ ミンが、この酵素反応を競争的に阻害することが判明したため、我々

はこの混合物からNア セチルグルコサ ミンのみを除去する方法を検討 した。その結果、

R.Jブ7οごοc′pF・OιIS IF0 15564株がこの問題に対 しきわめて有効であることを見い出した。

反応条件の検討の際に、代謝分解活性がNア セチルグルコサ ミンによって誘導 される

こと、および対数増殖期の菌体に高い活性があることが判明し′た。

Nア セチルマンノサ ミンとVア セチルグル コサ ミンの混合物に対 して本菌を作用 さ

せることにより、純粋なNア セチルマ ンノサ ミンを89%の収率で得ることができた

(Sche1lle l)。
R r170σ00わ′Oι′S

IF0 15564
pure ManNAc

ManNAc

82

37°C,pH 6

89°/.

H°モニヽごンニ(も、″OH  +  ‖:[玉さ)]!(11。H
NHAc

GlcNAc

18

Scheme l

次に、この微生物反応の基質特異性 について検討 した。その結果、本菌はグルコサ

ミンの2位の置換基がかさ高 くなるにつれて活性 が低下すること、および4,6位を保護

することによって活1生がほとんど失われることが判明した(11｀able l)。また、 μアセチ

ルマンノサ ミンに加え、Nア セチルグルコサ ミンの α―およびβ―アリルグリコシ ドは基

質とならないことが判明したlTable l)。この結果から、本菌は Nア セチルヘキソサ ミ

ニダーゼを保有 しないと考えられる。

Table l

R30:Eゝ
さ):(3ゝ ′́OR2

NHRl

R. rhodochrous

subttde   Юぽ�e ad�ny

IF0 15564

この基質特異性およびナタマメ由来のβ―ヘキソサミニダーゼによる加水分解反応を組

み合わせることによって、Nア セチルグルコサミシのα,β̈アリルグリコシド混合物か

らβ体のみを選択的に分解除去し、収率94%で純粋なα体を得ることができた

(SChellle 2)。

94%

Scheme 2

-14 -
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微生物変換を用いた新規有用 Leucomycin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 (株)創薬研 ○清水 明、五味修一、矢口貴志、栗原健一、味戸慶一

微生物変換反応を合成化学的に利用 し、数種の新規有用な Leucomyc:n類 縁体を造出することがで

きたので以下のように報告する。はじめに中性糖導入反応にようて合成 した化合物 1及 び 2の 体内動

態を改善するため、9位 のカルボニル基を Sfrepromyces mycaroracたns sF2772株により微生物変

換し、立体選択的に水酸基に還元された化合物 3及 び4を それぞれ高収率で得た。次いでそれらの抗

菌活性を増強するために、3位 のプロピオニル基を切断した。当該脱アシル化に関して、合成化学的

な成功例は殆ど知られておらず、僅かにただ一つ、細菌による生化学的な報告がなされているに過ぎ

ない。そこで我々は真菌約 250株 を新たにスクリーニングし、目的とする3位 のアシル基のみを効

率的に切断することのできる 動 ねropヵοra sp.PF1083株を見い出した。これを用いて化合物 3及 び

4を 微生物変換し、3位 が遊離の水酸基である化合物 5及 び 6を それぞれ調製した。化合物 5は 、類

似の天然物である Leucomycin A7(LM‥A7)と比較して同等以上の優れた抗菌活性を有し、中性糖部

分が代謝されにくいために、Roknamycln(RKM)と 比較してもより優れたマウス体内動態を示した。

→ ?H →  ?H

IIPF10831

・OH一

6

一方化合物 4及 び 6は 、相当する天然物であるMidecamycin及び LMⅢA7と 比較して、 2倍 以上

の抗菌活性を有し、特に化合物 6は 、餞rmOp力 rilys h″
“
enzaeに対して RKMよ り強い抗菌力を示

した。化合物 4及 び 6並 びにそれらの誘導体が優れたマウス感染治療効果を示したので、その活性本

体を解明するために、″ucor sphescensIAM 6071を用いて化合物 4及 び 6の 4“位を脱アシル化

し、主要な代謝物である4"‥脱アシル体が優れた抗菌力を有していることも明らかにした。また

PF1083株 を利用した微生物変換に関する基質特異性についても合わせて討論する。

IIPF1083〕
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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 口有〇、堀 口晃、持 田顕一

津
~N

KVV3902ゝ
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6H
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M3M2

H

N

0

ゝ
KW3902は 利尿作用、腎保護作用などを示すことから医薬品としての

開発が行われている。その過程でヒト血中代謝物などとして水酸化体が

Ml、 M2、 M3な ど複数同定された。それらの薬理評価のためには大量に

単離精製する必要があるが、尿中・血中より大量に取得することが困難

なことから、我々は微生物変換法1手よりこれら水酸化体の大量調製を行

った。また合わせてその他の関連誘導体の調製を行つた。

KW3902を 基 質としてそ の変換活性を保存菌株 よ り検索し、かび

∠腸山物 ″
““

′ KY304、  3"′ 予石θ″′ わassiaba KY781、  細 菌 β′θ」〃υs

“
響 ιθ″口f22 KY3359などを選択した。この中から転換率が最も高く、ま

た副産物の少ない株として ИわJぬ ra“οsaを 選択し、詳細な検討を行つ

た。

一部の水酸化酵素にはインデュ‐サーによる誘導が知られているが、

本菌株では構成的に発現していた。大量調製としてはジャーファーメン

ターを用い、培地中に基質を添加することで Mlを lg程度調製した。転

換率は基質濃度 0.05%の時、Mlと して約 50%以上であった。さらに各菌

株を用い、KW3902や その誘導体を基費とした反応から M2,M3各 lgを始

めのべ 20種 以上の誘導体を単離した。その結果t取 得された化合物は全

て水酸化体もしくはケト体であり、反応はモノオキシゲナーゼ活性によ

ると推定された。

一-16-一



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

川崎平康、 *斎 藤公児、太 田博道

慶応 大理工
*新 日本製鉄先端研

アリールマロン酸脱炭酸酵素は、我々がフェニルマロン酸資化菌から初めて単離した脱炭酸酵素であ

る。反応機構に関するこれまでの研究結果を基に、システイン残基 (Cys188)は補酵素Aの代わりとして基

質のカルボキシル基を活性化する役目を担っているものと推定している。ところで、本酵素の基貿となる

のは、くχ位にアリール基が直結した二iJ換のマロン酸のみであり、アルキル基が置換すると酵素反応は進行

しなくなる。このような厳密な基質特異性の原因は何に出来するのか? これについて調べるために、ま

ず活性部位での基質のコンホメーションに着目し、インダンジカルボン酸、ο″/力ο―クロロフェニルマロン

酸、及びフェニルマロン酸の3種類の基質に対する反応の活性化エントロピー△S‡を速度論実験を行うこ

とによって求め、比較検討した。その結果、本反応は、オル ト位のiLC換基とα位の置換基に関してシンペ

リプラナーとなるコンホメーションを経由して進行することが示唆された。

|

k・H☆
C02H

x=出α    
■
フ

R=H,CH3

次に、では、活性部位において基質のコンホメーションが制御される要因は何なのか ? 一つの可能

1■として、芳香族アミノ酸側鎖と基質のベンゼン環との間に働くCH‐ 相互作用が考えられ、作用様式には

次の2種 類が予想される。(A)酵素の方香環と基質のベンゼン環とが race_t。―edgcとなる様式。(B)その逆の

cclgc-lo「Жeの様式。この 2種 類を区別するために、NMRプ ロープとなるフッ素原子(19Dをベンゼン環上メ

タ位に有する拮抗阻害剤、3-Πuorophcn,lmcthancphosPho�c addを合成した。酵素 llll害剤複合体の 19F―

NMRの シグナルは、フリーの阻害剤のシグナルに比較して、高磁場側にシフ トすることがわかった(0.2_3

ppnl)。したがつて、阻害剤のベンゼン環は、酵素の芳香環側鎖の面から環電流効果を受けている、測1ち、

(A)の関係で結合 していると考えられる。このような酵素と基質との方香環を介する相互作用は、基質認識

の重要なファクターの 1つ であることが証明できた。

Ｒ

‐

ヽ

。

υ /s-1)

F
Enzyme +

O

| |
P-OH
|
OH

0

〔;〕
/＼
iTSi)

F

(A)
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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、太田 博道

酵素を用いたニトリルの水和および加水分解は、
.化

学的方法に比べ極めて温和な条件

で官能基選択的に進行する。我々は、この特徴を活かした有用化合物の合成法の開発を

目的として、我々の研究室で発見されたニ トリルヒドラターゼおよびアミダーゼを有す

る微生物R力θどθcθεε夕Sr力θどθεんrοりIF0 15564を用いる変換反応について検討した。

1)糖シアニドの水和による糖アミドヘの変換 1)

ニトリルヒドラターゼによる 2,5,アンヒドローD―アロノニトリル誘導体 1のアミド2ヘ

の変換を検討した。2は C一 ヌクレオシドや除草剤ヒダントシジン等の合成中間体であ

るが、従来の化学的水和による調製法には反応時間や収率の点で問題があった。そこで

本菌株を用いる変換を検討した結果、基質1のシナノ基に対するニトリルヒドラターゼ

の作用が隣接する3位の置換基のかさ高さに大きく影響されることを見い出した。この

知見に基づいて基質を選択した結果侶
2=H)、ァミド2への速やかな変換は率80～87%)

に成功した6ChCine l)。このときアミダーゼの作用によるカルボン酸の副生は見られなか

った。

1

Ｈ

。″ゴヽ
ＮR.油 οdοc力roυs

iF015564

2

H0 0H

Hydantocidln

Scheme l

l)Yokoyama,M`;Nよ atsuka,Y.;Sugal,T.;Ohta,H.31θ ∫θ′.β′θrιε/7.β′θε77`″1.1996,6θ , 1540

2)β ,γ 一不飽和アミドの汎用合成ブロックの調製

β,γ一不飽和カルボン酸類の合成における汎用性の高いビルデイングブロックとし

て、γ位にボロニル基を有するβ,γ一不飽和カルボン酸を設定し、対応するニトリル

3の加水分解による調製を検討した結果、二重結合のα,β位への移動などの副反応を

起こすことなく、対応するアミド4へと速やかに変換された (収率75%)。 アミド4は

Nl‖le

Hydratase

安定な結晶であり、そのボロニ

ル基部分を利用 してパ ラジウ

ム触媒を用いた炭素一炭素結

合形成反応により幾何異性 を

自在に制御 したジ■ンアミド

5に 変換できたことから、β,

γ一不飽和ア ミドの汎用合成

プロ ックと して有 用で あ る

Sclleine 2)。

H°｀
B― CN
l
OH

3

HO、
B/食、y/´

｀
coNH2

l

0H

4

Ph\,,AlcoNH2

5

Nitrile

Hydratase

Ph～
X PdlのCatalyst

cross-couPling
reaction

-18-
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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

DL体 や不斉炭素をもたない化合物から、立体選択的に炭素―炭素結合を形成させる反

応を開発することは有機化学者の遠い昔からの夢であった。我々はアルドラーゼを用い

てジアステレオ面選択的反応を起こさせ、2位 に電子吸引基をもった馬―アルデヒド

la― gと不斉炭素をもたないジヒドロキシアセトンリン酸2よ り3個 の立体を規制し

た炭素―炭素結合形成反応を見い出し、対応する光学活性アルドール3a一 gの形成法

を開発して来た。

本年度は昨年度までに開発したジアステレオ面選択的反応のうち、 laを 用いて収率

の向上を目指してこの反応を種々検討した。その結果、リン酸バッファー中、重合防止

剤である2,6-di―ι一butyl-4-methylphenol存在下、 la、 アルドラーゼをそれぞれ2倍

量用いることにより、未だ満足とは言えないが、エタノールアミンバッファー中で行なっ

た際の最高収率 22%で あった3aの 収率を 37%ま で向上させることが出来た。

現在 3a― gの立体構造を明らかにするとともに、それらの収率をさらに向上させる

ことを目指してアルドラーゼのジアステレオ面選択性とアルデヒドのpKaとの相関、平

衡系の移動、酵素の新しい固定化素材などを検討している。

X

RttCHO

RS‐aldehyde

la R=,C4H9

lb R=PhCH2

lc R=Ph

ld R=iC4H9

le R=η ―C3H7

lf R=n― C3H7

lg R=″ ‐C3H7

日̈〉＝０

P03H21)pF跳響;:舞r
H20~DMSO

2)acid phOSphatase
pH 45,2024 hr

X=Ci    2

X=Ci

X=CI

X=NHCOCH3

X=S02CH3

X=S02CF3

X=COOCH3

● R=ル C4H9

3b R=PhCH2

∝ R=Ph

3d R=iC4H9

∞ R=,C3H7

3f R=「 C3H7

3g R=,C3H7

X=C:(90:10(22%-37%))★

X=Ci(66:34(27%))

X=Cl(15%,unstable)

X=NHCOCH3(85:15(56%))★

X=S02CH3 (86:14(28%))☆

X=S02CF3 (1° 0:0(14.8%が

X=COOCH3(100: 0(104%))★

☆
 characterized as triacetate
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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 學

理研 。国際フロンティア Chi―Huey Wong

昭和大 ・薬       梶本哲也

Myceste�cin類は、藤多 らにより冬=夏 草菌の一種であるMa ttcraH培 養液より単離された微量生産

物であり、その免疫抑制活性は主生産物であるMy�ocin(ISP‐I;CyclosporinAの10-100倍の活性を示す)

より更に強力であることが報告されている。そこで本化合物が分子内にα,α‐二置換アミノ酸構造を有す

ることに着目し、本化合物の生体触媒を利用した合成を検討した。

1)し スレオニンアル ドラーゼを用いる方法

伽 出da力IImicora lAKU 4586)由来の しスレオニンアルドラニゼはグリシンをエノラー ト源 として利

用し、様々なアルデヒドとのアル ドール反応を触媒することが知られている。

そこで、本アル ドール反応の応用 として、γ―ベンジルオキシプタナールを基質として同反応を試みた

ところトヒドロキシC‐アミノ酸 1が 収率良く得られた。これを出発原料とし、本ユニ ットの環状化合物

への立体選択的 C‐1ユ ニツト導入によりα,α三二置換アミノ酸誘導体 2の 立体化学を確立し、免疫抑制剤

Mycestericin Dの不斉全合成を達成した。
Ph                             Ph

HttT増‰  篭 Ю
Wittig Reaction
Deprotectisr 

,

2) U /{-iz'tHv'6f*

H。」ま錢、

DL‐セリンを原料に用いてオキサゾリン環を形成し、上記の方法でヒドロキシメチル基を導入すること

により収率よく3を 合成することができた。この3を リパーゼを用いる光学分割、また3よ り誘導でき

るジオール 4の リパーゼを用いる不斉アセチル化を検討した。また、これらの方法により得られた光学

活性体の絶対配置をしスレオニン (2S,3R)誘 導体に導くことにより決定した。現在これら光学活性体

を用いての Mycestedcin類の合成を検討中である。

Ph             Ph

HttH蔦
♪

瓦 ∞ 史 H~MIパ
l

3                 4

Ph                           Ph                Ph

M∞

革

H言
‖

電 ∞ 史 H+陥 Q止 た
(→‐3           4● )‐3a

437% 【→98郭 ee1   45 8%【 →914%ool

MItt  eMIRc

HCをC

(●l‐4a

913%  [(+)622%ee]

r.t   5d
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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 剛,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

【目的】 演者 らは,L―スレオニンアル ドラーゼの触媒するアル ドール縮合を

利用 して種々の βヒ̈ドロキシーα―アミノ酸を合成 してきた。

今回,本 酵素反応の有用性を拡大すべ く,ヘ パ リン構成糖であるイズロン

酸のアザ誘導体 (1),な らびにアデニンおよびグアニンの塩基を残基に有する

リボヌクレオチ ド様ア ミノ酸 (2および3)の合成を検討 した。

Ph)更
こ
`tvJIH

L-Threonine
aldolase

Glycine

7s %,

*
I

L-Threonine
aldolase

一
　

　

　

２

Glycine

60 %,
45 %,

R2

Ph),こjミψ∫、}C02H
NH2

雨麟 C02CH3…型ぽ
NHBoc C02H

1

2:Rl=NH2,R2=H

3:Rl=OH,R2=NH2
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Mechanism―based enzyme inactivation:ヒドロキサム酸によるγ一グルタ

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

グルタチオンは、高等動植物から微生物に至るまで、ほとんどあらゆる生物体内に広 く存

在する トリペプチ ドで、生体内の活性酸素、重金属(毒 物などの除去に中心的役害」を果た

し、酸化的ス トレスや薬物による細胞損傷 を防ぐ生体防御機構のフロン トラインを構成 し

ている。われわれは、グルタチオンのもつ広範な生理的役割に注目してグルタチオン生合

成の律速酵素であるγ一グルタミルシステイン合成酵素をタニゲッ トに、その反応機構を

さぐり、グルタチオン生合成を制御する新 しい医薬のリー ドを求めて、本酵素の特異的阻

害剤の合成研究を進めている。今回、グルタミン酸 γヒドロキサム酸が、本酵素の不可逆

的阻害剤 として作用することを見いだした。

γ一グルタミルシステイン合成酵素 (Y―GCS:EC 6.3.2.2)は、AttPの存在下 L―Gluと L―

Cysよ り予Glu―Cysを 合成するリガーゼの一種で、L―Gluの Υカルボキシル基にATPの γ

リン酸を転移 させることによって活性化 したアシルリン酸中間体 を経て反応が進行すると

考えられている。そこで、基質 L‐Gluの アナログとして、L―グルタミン酸 γヒドロキサム

酸 (GluttHx)を 酵素に与えたところ、酵素が不可逆的に失活する現象が見いだされた。

すなわち、本酵素を、ATP、 Cys、および GluttHxと ともに25℃でインキュベー トしたと

ころ、時間とともに酵素が失活 し、 3日 後には酵素活性の90%以 上が失われた。ゲル漉過

により過剰の Glu-7‐Hxを 除いても酵素活性は回復せず、また、ATPが 共存 しないと酵素

の失活は起こらなかった。さらに、L―アスパラギン酸βヒドロキサム酸では、酵素の失活

はまったく観測 されなかったことから、GluttHxと ATPが 関与するなんらかの化学反応

によって酵素が失活 したものと推定された。これまでのところ、GluttHxの ヒドロキサム

酸部分が酵素の活性中心内でリン酸化 を受け、生 じたO―ホスホヒドロキサム酸が一種の

Lossen転 位 をおこし、酵素と共有結合を生成することによって酵素の失活が引き起こさ

れる、一種の mechanism―based enzyme inactivationが起こっているものと推定 している。

_ノ"″″/、c_酬
||
0   (

げ九ハ
『
N‖OH

(

ヽ

（
―
ツ鉾ド∞　ぃ

Ｃノ
＋

Ｎ

／
１
１
Ｈ

、

ｎ
テ

ｅ

一

０

］

Ｌ

¨

ヽ

、

・
‐

プ

／

０σ‐̈
＝０

Ｈ

Ｎ

針
＝
０

∞　^ぃ
Ｃノ

＋
ＮＨ

／

′

‐

ヽ

ヽ

�一

Acyl-phosphate intermediate GluiycHx

GluaHx

―-22-一

一

  enZyme inactivation



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(株)中 央研究所 中島 宏 ・○木村 隆

酵素を触媒とする化合物の合成、特に光学活性体の合成は極めて有用

な方法である。医薬品や農薬の分野では従来のラセミ体から、キラルな

原末が望まれるようになつて来ている。これら生理活性を有する化合物

の合成のための中間体の一つとして、光学活性α一ヒドロキシカルボン

酸がある。

これら化合物の酵素合成には、本杉、江崎らが見い出した2-ハ ロ酸

デハロゲナーゼが有用である。
1)本

報告では、酵素の単離から、各種の

α一ヒドロキシカルボン酸の酵素合成について概略述べ、特に本酵素を

用いる光学活性な3-ハ ロ乳酸の合成について報告する。
2)
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L‐3‐ch10rolac!ic acid
(5)

図1.ジ クロルプロピオン酸から3ク ロロ乳酸への転換 図2.L-3ク ロロ乳酸の合成

1)K.Motosugi,N.Esaki and K.Soda,Agric.Biol.Chem.,`色 837(1982)

2)M.Onda,K.Motosugi and H.Nakttima,Agric.Biol.Chem.,■ 3031(1990)
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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

リパーゼは、有機溶媒中でエステル交換反応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。我々は、これまでにフェ

ニ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ベンゼン環上の置換

基を変化させ、そ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

与えるのかを検討してきた
1'2。

しかしながら、従来のエステル交換反応におけるリ

パーゼの立体選択性に関する研究では、用いられるアルコール基質としては、その

水酸基が不斉炭素上に存在しているものがほとんどである。そこで今回我々は、水

酸基の結合している炭素以外に不斉点を有するアルコールのエステル交換反応を行

い、その時のリパーゼの立体選択性を検討することにした。

種々の微生物由来のリパーゼを触媒とし、酢酸ビニルをアセチル化剤に用い有機

溶媒中35℃で種々のアルコールのエステル交換反応 (アセチル化)を 行なった。未

反応のアルコールおよび生成したエステルの鏡像体過剰率(CC)を測定し、それらの値

より立体選択性の指標となる」値を算出した。

lipase
Org. Solv.

パラ位に2 ォ̈クチル基(R=″‐C6H13)を有するベンジルアルコール誘導体をアル

コール基質 (上のスキーム参照)に 、リパーゼとしてPSθυ凌迎Of7as αPa磁由来の

Amano PS、有機溶媒にシクロヘキサンを用いた場合、リパーゼのアルコール基質に

対する立体選択性は非常に低いものであった。また、オル ト位に置換基を有する

フェノール誘導体の酢酸2-(2-ブチル)フェニルと1‐ブタノールとのエステル交換反応

においては、リパーゼNovozym 435に立体選択性が見られた。発表では、他の基質、

リパーゼ、有機溶媒を用いた実験結果についても言及する。

1)K.Nakamura,M.Kawasaki,and A.Ohno,3υ ノ∴C力cr7.Soc.ゎ p.,67,3053(1994).

2)K.Nakamura,M.Kawasaki,and A.Ohno,3υ ′iC力 θ
".力

θ.ゎ ″.,69,1079(1996).
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