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第６回生体触媒化学シンポジウム プログラム 
 

 
＜第１日 １２月１２日（木）＞ 
 

9:55–10:00 開会の辞 松田 知子 
 

10:00–11:00 ポスターショートプレゼンテーション I（英語、１人２分） 
（座長 加藤且也） 
 

P-01 ﾘﾊﾟｰｾﾞによるα-ﾊｲﾛﾄﾞｷｼﾄﾘﾌﾙｵﾛｴﾁﾙﾌｪﾉｰﾙの位置及び立体選択的反応 
（産総研）○加藤且也, ｲﾘﾒｽｸ ﾛｸｻﾅ, 斎藤隆雄, 横川善之 

P-03 キシレンモノオキシゲナーゼ遺伝子を組み込んだ大腸菌による p-キシ

レンと m-キシレンの両末端酸化 （東ソー・東京研）丸山高廣，飯田寛，

○柿谷均 

P-05 単一微生物による光学活性２級アルコールの両鏡像体の合成 

（昭和大・薬，京大・化研）○藤井幹雄， 伊田喜光，中村薫    
P-07 新規ポリケタイド鎖延長ユニット生合成経路の特定と Engineered 

Biosynthesisによる新規 6-デオキシエリスロノリド類合成への応用 

（富山県立大・生物工学研究センター，ワシントン大・化）○加藤康夫，

Linquan Bai，Tin-Wein Yu，Heinz G. Floss 

P-09 ハロゲンフリーイオン性流体中のリパーゼ不斉アシル化反応 

（鳥取大工）伊藤敏幸，○尾内希望，西村嘉人 
P-11 耐熱性変異型ファルネシル二リン酸合成酵素の基質特異性〜イオウ原

子を持つ基質アナログについて〜 

（山形大・理，東北大・院工，弘前大・理工，東北大・多元研）後藤吉

範，〇佐々木夕起子，土本美代子，大谷典正，西野徳三，長岐正彦，古

山種俊，槙 雄二 

P-13 光学活性α-(フロロメチル)アラニンの合成研究 
  （静岡理工大・富山県立大）○桐原正之，滝澤隆，幡野明彦，川崎正志 

P-15 ２段階酵素反応による２つの不斉炭素をもつ化合物の合成 

（福井県大生物，京大院農）○和田 大、吉住あゆみ、野田祐美子、高

木博史、片岡道彦、清水 昌、中森 茂 

P-17 Toyonite 固定化リパーゼにおける低温下での架橋剤の最適化 

（岡山大工）酒井貴志○猪野 恵・田中優子・是永敏伸・依馬 正 
P-19 有機溶媒中のエステル交換反応における酵素活性と添加物効果により



誘導される酵素分子の flexibilityとの相関性 

（神戸大院総合人間科学）○安岡久志，梅村健，渡辺圭一，上地真一 

P-21 イソプレノイド化合物の膜間移動に関するアッセイ系の構築 
（東北大多元研）○小関弘恵知、高橋征司、古山種俊 

P-23 植物培養細胞によるダイレクトグリコシレーション 

（岡山理大，京都教育大，岡山県立大）浜田 博喜・大岩 正吾・古谷 

力・石原 浩二・中島 伸佳 

P-25 2-置換-4-クロマノン類の不斉合成：リパーゼを用いる光学活性中間体の

合成 
（富山県立大工，富山高専）○川崎正志、後藤道理、米谷 正 

P-27 リパーゼ触媒によるヘミアミナール類の動的速度論分割 

（ 産総研）○モハメッド シャファディン・加我晴生・岩井優子・山田

眞二 

P-29 Pseudomonas cepacia lipase (PCL) の第 1 級アルコールエステルに対する

立体選択性加水分解反応：律速段階の様相 
（滋賀県大工）○横田 智明・木村 秀人・井上 吉教・広原 日出男 

P-31 酵母を用いる鎖状化合物のエナンチオ選択的酸化および還元反応 

（明星大理工）松本一嗣、○橋本 慶、辰田淳一、長井悠人 
P-33 豚膵臓リパーゼ触媒による立体的に込み合った軸不斉エステルの加水

分解： 光学分割のための反応条件の最適化 

（東京理科大理）○江本剛，竹村哲雄  
P-35 Candida antarctica lipase B (CALB) の立体選択性触媒作用機構：アシル化

反応の様相 

（滋賀県大工）○木村 秀人、横田 智明、井上 吉教、広原 日出男 
P-37 食品原料の光学分割触媒機能（食品の持つ 4 次機能） 

（サンヨー食品・開発部，京大化研）○永岡宏行，中村 薫 

P-39 リパーゼを用いたアシル化エンドキャップによるロタキサン合成 

（阪大・基礎工）廣瀬啓治，増田大輔，土井靖子，戸部義人 

P-41(C) 溶媒効果及び添加物効果により誘導された酵素分子の flexibility の変化

とエナンチオ選択性発現との相関性 

（神戸大院自然科学）○渡辺圭一，岡本崇，上地真一 

 
P-43(C) 微生物を用いた a-置換カルボン酸のデラセミ化反応 



（慶大理工，住友化学）○加藤太一郎，光田賢，太田博道 

P-45(C) 部位特異的変異導入によるアリールマロン酸脱炭酸酵素の機能改変 

（慶大理工，東ソー）○寺尾陽介，居島洋一郎，柿谷均，太田博道 
P-47(C) リパーゼ触媒反応を活用した光学活性トリフルオロメチルアルカノー

ルの合成研究 

（香川大・教育，鳥取大・工）高木由美子，○山名芙弥，伊藤敏幸 
P-49(C) 酵素反応を利用した２級アルコールの絶対配置決定法の開発 

(岡山大工)依馬 正○吉井昌孝・是永敏伸・酒井貴志 

P-51(C) 放線菌由来脱水素酵素系を用いた脱水素型環状ジペプチドの合成 
（岡大農）○池田万里 森本篤史 仁戸田照彦 神崎浩 

P-53(C) 酵素光学分割を経るプロリン関連化合物の合成研究 

（慶大理工，岡山県立大，京都教育大）○黒川真行、進藤武之、鈴木麻

珠三、中島伸佳、石原浩二、須貝威 

P-55(C) 藍藻を利用したケトンの不斉還元の光によるコントロール 

（京大化研）○山中 理央，中村 薫 
P-57(C) 水晶発振子マイクロバランス法を用いたグルコアミラーゼによる加水

分解反応の解析 

（東工大院生命理工）◯西野秀和・仁平高則・森俊明・岡畑恵雄 
P-59 Penicillium citrinum由来のβ-ケトエステル還元酵素と補酵素再生系酵素

の共発現系による光学活性アルコールの生産 

（富山県大生物工学研究セ）伊藤 伸哉、〇坂野 公紀、朝子 弘之、 

脇田 龍平、清水 将年 

P-61(C) 炭酸固定反応を触媒する脱炭酸酵素の反応特性と一次構造解析 

（岐阜大・工・生命工）○内田 玲，吉田豊和，藤田浩平，長澤 透 

P-63(C) デンドリマーカテキンコンジュゲートの酵素合成と応用 

（生研機構，京大院工）鄭 主恩，栗沢元一○宇山 浩，小林四郎 
 

11:00–12:30  ポスター発表 I 
 
 
 
 
 

 
 

13:30–14:30  ポスターショートプレゼンテーション II（英語、１人２分） 
（座長 加藤康夫） 



 

P-02  Bacillus sp. OxB-1 株由来のフェニルアセトアルドキシム脱水酵素大量

発現系の構築とニトリル合成への応用 

（富山県立大・生物工学研究センター）○加藤康夫，謝勝学，浅野泰久 

P-04 ゾル-ゲルプロセスによる包括カプセル化リパーゼ粒子作製法の最適化

（産総研）加藤且也、○橘樹淳子、イリメスク ロクサナ、斎藤隆雄、横

川善之 

P-06 Direct Enzymatic Esterification with Water Removal under Vaccum: a Simple 
Efficient Method for Kinetic Resolution of Secondary Alcohols  

（産総研）○イリメスク ロクサナ，加藤且也，斎藤隆雄 

P-08 ホタテガイ中腸腺由来の粗酵素を触媒としたペプチド合成 
（北海道医療大・薬）○関崎春雄，伊藤邦彦 ，豊田栄子，谷澤和隆  

P-10 リパーゼ不斉アシル化反応による光学活性 2,3-ジヒドロベンゾフランの

合成 
（鳥取大工）伊藤敏幸，○河合公雄  

P-12 プレニル基転移酵素の人工基質、homoIPP の反応性〜抗腫瘍活性関連物

質合成のために〜 
（弘前大・理工，山形大・理，東北大・院工，東北大・多元研）○ 長岐

正彦，三木庸平，桑原一博，槙雄二 ，西野徳三，，古山種俊 

P-14 光学活性 2,6-エチルアミノピリジン類の合成 
（京都薬大）上西潤一○高見太郎、油谷幸子、伊藤嘉彦 

P-16 低温法を用いたリパーゼ光学分割におけるアシル化剤の選択による効

率化 
（岡山大工）酒井貴志○松田明子・是永敏伸・依馬 正 

P-18 CGTaseによるキラルアルコールの選択的配糖化 

（岡大工）酒井貴志・大賀則夫○高橋 真・田中延明・是永敏伸・依馬 

正 

P-20 新規生体酸化触媒の探索-シクロヘキサン資化菌の単離及び菌体内タン

パク質の解析- 
(宇部興産，山口大 医)○吉田 洋一，則武 智哉，浅原 健彦，渡辺 正徳 ，

藤本 正憲，中村和行 

P-22 Rhizoctonia solani Anastmosis Group 1 によるモノテルペノイドの変換 
（近畿大理工）○川添秀樹、百町満朗、宮澤三雄 



 

P-24  Glomerella cingulataを生体触媒として用いた(-)-a-santoninの変換 

（近畿大理工）○上田征史，宮澤三雄 
P-26 Arthrobacter globiformis 由来銅アミンオキシダーゼによる触媒反応の立

体選択性（京大人環）○内田真由美、大谷晃文、岡島俊英、谷澤克行、

山本行男 
P-28 キャンセル 

P-30 長い側鎖を有する光学活性２H-クロメン類の合成 

（富山大理）○山口晴司 ・村山洋平・石橋 大・宮沢眞宏 ・平井美朗  
P-32 遺伝子組換え大腸菌による各種光学活性アルコールの合成 

（ダイセル化学･筑波研）○上田 桃子、山本 浩明、工藤 眞丈、木本 訓

弘、松山 彰収、小林 良則 
P-34 ラット肝 S-9 画分によるへテロ原子含有化合物の不斉酸化還元反応 

（東北薬大）○上井幸司，永島晴美 ，大島朋子，佐々木直子，竹下光弘  

P-36 プロキラル 3,3-ビス（ヒドロキシメチル）オキシインドール類のリパー

ゼ触媒不斉非対称化反応 

（阪大院・薬）赤井周司，○辻野俊明，秋山絵美，谷本晃一，北 泰行 

P-38 リパーゼ触媒ドミノ型速度論的光学分割/分子内 Diels-Alder反応 
（阪大院・薬）赤井周司、○谷本晃一、大村倉平、中忠篤、北泰行 
 

P-42(C) イオン性流体を反応媒体とする減圧条件リパーゼ不斉アシル化反応 

（鳥取大工）○西村嘉人，尾内希望，福場孝章，韓世輝，伊藤敏幸 

P-44(C) 酵素を用いたラクトン類の開環重合によるポリエステル合成 
（慶大理工，理研）○鈴木陽一、田口精一、松村秀一、土肥義治 

P-46(C) 生命分子計算による酵素リパーゼと有機合成基質のドッキングコンホ

メーションの探索 
（岡山理大・総合情報，岡大院，甲南化工）直島 好伸，○小浦 征規，

森 義裕，木村 崇知，亀沢 誠，橘 芳純，大谷 武彦 

P-48(C)  低温下でのリパーゼ反応におけるエナンチオ選択性の転化温度の原因

調査（岡山大工）酒井貴志○熊代雄一・是永敏伸・依馬 正 

P-50(C) 微生物由来生体触媒によるテルペノイド類の不斉合成 

（徳島文理大家政）○野間義明、橋本敏弘、浅川義範 
P-52(C)  酵母 Torulaspora delbrueckiiを用いる還元反応の有機合成化学への応用 



（慶大理工）○冨宿賢一、富田美奈、須貝威 

P-54(C)  (+)-Heliannuol C の全合成 

（医薬資源研セ）○亀井 智代，新藤 充，宍戸 宏造 
P-56(C) 微弱超音波を用いる酵素反応の制御 

（東工大院生命理工）○星野友・川崎剛美・岡畑恵雄 

P-58(C)  酵素触媒反応における種々の変性剤の添加によるエナンチオ選択性の

向上（神戸大発達科学）○森修一・渡辺圭一・西村幸・松味里奈・橘美

樹・湯元宏美・上地真一 

P-60(C)  酵素酸化と加水分解による酸化的修飾を受けたグリセロリン脂質およ

びコレステロールエステルの合成 

（岡大・農）○Arnold N. Onyango, 中島修平、清水 昌、馬場直道 

P-62(C) 天然資源ロジンの位置選択的・立体選択的水酸化 

（岐阜大・工・生命工）○満倉浩一，射本武史，長岡宏一，吉田豊和，
長澤 透 

P-64(C) フェニルアセトアルデヒド還元酵素による水素移動型不斉還元プロセ

スとその応用 
（富山県大生物工学研究セ）○伊藤 伸哉、坂野 公紀、馬淵 真理子、松田 

理子、牧野 祥嗣 

 
14:30–16:00  ポスター発表 II 

 
16:00–18:00 特別講演  欧米の生体触媒研究の現状（座長 太田 博道） 

16:00–16:30 
I-1 "Biocatalysis in the fine chemicals field inGermany - current applications and 

future trends" 

Dr. H. Groeger (Degussa, Germany) 
16:30–17:00 
I-2 " Biocatalysis in Pharmaceutics : Challenges and Trends at Merck /USA". 

 Dr. S. Yamazaki (Merck, USA) 
17:00–18:00 

I-3 "The interrelation between academia and industry in the area of biocatalysis in 

Europe" 
Prof. H. Griengl（University of Technical, Graz, Austria ） 

 
18:30–20:00  懇親会 

  



 
＜第２日 １２月１３日（金）＞ 
 

10:00–11:00  ポスター受賞講演 （座長 高木 由美子） 
 

11:00–12:00  ベンチャービジネスと生体触媒（座長 広原 日出男） 

11:00–11:30  
I-4 「韓国における生体触媒」 

Dr. Moon-Hee Sung (Laboratory of Microbial Functions, KRIBB,Taejon, 

Korea)  

11:30–12:00 
I-5 「日本の大学でベンチャーは育つか」 

岡畑 恵雄（東工大・生命理工） 
 

13:00-16:00  産業界における生体触媒 （座長 小林良則） 

13:00-13:40 

I-6 「ゲノムの知見をバイオプロセスにどう活かすか」 

   藤尾達郎（協和発酵工業） 
13:40-14:20 

I-7 「酵素法によるアミノ酸・核酸の製法開発から学んだこと」 

   中沢英次（味の素） 
14:20-15:00 

I-8 「キラル化合物の工業生産に適用されたバイオ反応」 

   長谷川淳三（鐘淵化学工業） 
15:00-16:00 

パネル討論「生体触媒に未来はあるか？（企業が大学に、大学が企業に

期待するもの）」 
小林良則（ダイセル） 

16:00 閉会の辞 中村 薫 



 

The 6th Japanese Symposium on the Chemistry of 
Biocatalysis 
 
December 12 (Thu) 
 

9:55–10:00 Opening Remarks: Tomoko Matsuda 
 

10:00–11:00  Short Talk for Poster Papers (I)     Chairperson: Kastuya Kato 
       

P-01 Lipase-catalyzed Regio- and Enantioselective Reactions of -Hydroxy 
trifluoroethylphenols  

(AIST) Kastuya Kato,Roxana Irimescu, Takao Saito, Yoshiyuki Yokogawa 

P-03 Oxidation of both termini of p- and m-xylene by Escherichia coli transformed 
with xylene monooxygenase. 

(Tosoh Corporation) Takahiro Maruyama, Hiroshi Iida, Hitoshi Kakidani  

P-05 The synthesis of both enantiomers of secondary alcohols by reduction with a 
single microbe 

(Showa University) Mikio Fujii,Yoshiteru Ida, Kaoru Nakamura    

P-07 Identification of genes involved in the formation of a novel extendar unit for 
Pkase and application for the engineered biosynthesis of novel 

6-deoxyerythronolides 

(Toyama Prefectural University) Yasuo Kato, Linquan Bai, Tin-Wein Yu, Heinz 
G. Floss 

P-09 Lipase-Catalyzed Enantioselective Acylation in a Halogen-free Ionic Liquid 

Solvent 
(Tottori University) Toshiyuki Itoh, Nozomi Ouchi, Yoshihito Nishimura 

P-11 Substarte specificity of the thermostable FPP synthase from Bacillus 

stearothermophilus:- substrate analogs having sulfur atom in their prenyl chain 
-   

(Yamagata University) Yoshinori Gotoh, Yukiko Sasaki, Miyoko Tsuchimoto, 

Norimasa Ohya, Tanetoshi Koyama, Tokuzo Nishino, Masahiko Nagaki, Yuji 
Maki 

P-13 Syntheric Study on Optically Active -(Fluoromethyl)alanines 

(Shizuoka Institiute of Science and Technology) Masayuki Kirihara, Ryu 



Takizawa, Akihiko Hatano, Masashi Kawasaki 

P-15 Synthesis of double-chiral compound by two-step enzymatic reduction 

(Fukui Prefectural University) Masaru Wada, Ayumi Yoshizumi, Yumiko Noda, 
Hiroshi Takagi, Michihiko Kataoka, Sakayu Shimizu, Shigeru Nakamori 

P-17 Optimization of the organic bridges for the Toyonite-immobilized lipase at 

low-temperatures. 
(Okayama University) Takashi Sakai, Megumi Ino, Yuko Tanaka, Toshinobu 

Korenaga, Tadashi Ema 

P-19 Relationship between enzymatic activity and conformational flexibility of 
enzymes brought about by additive effects for transesterification in organic 

media 

(Kobe University) Hisashi Yasuoka, Ken Umemura, Keiichi Watanabe, 
Shin-ichi Ueji 

P-21 Development of methodology for transmembrane movement studies of 

isoprenoid compounds 
(Tohoku University) Koichi Koseki,Seiji Takahashi,Tanetoshi Koyama 

P-23 The Direct Glycosylation by plant suspension cells 

(Okayma University of Science) Hiroki Hamada, Tsutomu Furuya, Kohji, 
Ishihara, Nobuyoshi,Nakajima 

P-25 Asymmetric Synthesis of 2-Substituted 4-Chromanones: Synthesis of Chiral 

Intermediate through Lipase-catalyzed Reaction 
(Toyama Prefectural University) Masashi Kawasaki, Michimasa Goto, Tadashi 

Kometani 

P-27 Lipase catalyzed dynamic kinetic resolution of hemiaminals  
(AIST)Mohd. Sharfuddin, Harumi Kaga, Yuko Iwai, Shinji Yamada 

P-29 Stereoselective hydrolysis of acetates of primary alcohol enantiomers catalyzed 

by Pseudomonas cepacia lipase (PCL): a study of rate-determining step 
(The University of Shiga Prefecture) Tomoaki Yokota, Hideto Kimura, 

Yoshinori Inoue, Hideo Hirohara 

 
P-31 Enantioselective Oxidation and Reduction of Acyclic Compounds by Yeast 

(Meisei University) Kazutugu Matsumoto, Key Hashimoto, Junichi Tatsuta, 

Yuto Nagai 



P-33 Porcine pancreas lipase-catalyzed hydrolysis of sterically-crowded 

axially-chiral esters: optimization of reaction  

(Tokyo University of Science) Go Emoto, Tetsuo Takemura 
P-35 Mechanism of stereoselective catalysis of Candida antarctica lipse B (CALB): 

studies on acylation step 

(The University of Shiga Prefecture) Hideto Kimura, Tomoaki Yokota, 
Yoshinori Inoue, Hideo Hirohara 

P-37 Kinetic Resolution with Food Materials 
(Sanyo Foods Co.) Hiroyuki Nagaoka, Kaoru Nakamura 

P-39 Synthesis of rotaxane by acylative end-capping catalyzed by lipases 

(Osaka University) Keiji Hirose, Daisuke Masuda, Yasuko Doi, and Yoshito 
Tobe 

P-41(C) Correlation between the origin of the enzyme's enantioselectivity and the 

conformational flexibility induced by the effects of additives or organic 
solvents 

(Kobe University) Keiichi Watanabe, Takashi Okamoto, Shin-ichi Ueji 

P-43(C) Microbial Deracemization of -Substituted Carboxylic Acids 
(Keio University) Dai-ichiro Kato, Satoshi Mitsuda, Hiromichi Ohta 

P-45(C) Inversion of Enantioselectivity of Arylmalonate Decarboxylase(AMDase) by 

Point Mutation 
(Keio University)  Yosuke Terao, Yoichiro Ijima, Hitoshi Kakidani and 

Hiromichi Ohta 

P-47(C) Simple Preparation of Optically Pure Trifluoromethylalkanol through Lipase 
Catalyzed Reaction 

(Kagawa University)Yumiko Takagi, Fumi Yamana, Toshiyuki Itoh 

P-49(C) Mechanism-Based Enzymatic Method for Reliable Determination of Absolute 
Configuration of Secondary Alcohols 

(Okayama University) Tadashi Ema, Masataka Yoshii, Toshinobu Korenaga, 

Takashi Sakai 
 

P-51(C) Synthesis of dehydrogenated cyclic dipeptides by actinomycetous 

dehydrogenases 
(Okayama University) Banri ikeda, Atsushi Morimoto, Teruhiko Nitoda,  



Hiroshi Kanzaki 

P-53(C) Synthesis of enantiomers of proline-related compounds via enzyme-catalyzed 

kinetic resolution 
(Keio University)Masayuki Kurokawa, Takeyuki Shindo, Masumi Suzuki, 

Nobuyoshi Nakajima, Kohji Ishihara, Takeshi Sugai 

P-55(C) Light-mediated reguration of asymmetric reduction of ketones by a 
cyanobacterium 

(Kyoto University) Rio Yamanaka, Kaoru Nakamura 

P-57(C) Analysis of Hydrolytic Reaction by Glucoamylase using a Quartz-Crystal 
Microbalance 

(Tokyo Institute of Technology) Hidekazu Nishino, Takanori Nihira, Toshiaki 

Mori, Okahata Yoshio 
P-59 Chiral alcohol production by -keto ester reductase from Penicillium citrinum 

coupled with regeneration system of NADPH 

(Toyama Prefectural University)Nobuya Itoh, Kiminori Banno, Hiroyuki Asako, 
Ryuhei Wakita, Masatoshi Shimizu 

P-61(C) Characterization and Structural Analysis of Reversible Decarboxylases 

Catalyzing Carbon Dioxide Fixation 
(Gifu University) Akira Uchida, Toyokazu Yoshida, Kohei Fujita, Toru 

Nagasawa 

P-63(C) Enzymatic Synthesis and Applications of Dendrimer-Catechin Conjugates 
(Kyoto University)Joo Eun Chung, Motoichi Kurisawa, Hiroshi Uyama, Shiro 
Kobayashi  

 
11:00–12:30  Poster Presentation (I) 
 
13:30–14:30  Short Talk for Poster Papers (II)     Chairperson: Yasuo Kato   
 

P-02 High- level expression of phenylacetaldoxime dehydratase of Bacillus sp. strain 
OxB-1, in heterologous hosts and application for the enzymatic nitrile synthesis 

(Toyama Prefectural University) Yasuo Kato, Sheng-Xue Xie, Yasuhisa Asano 

P-04 Synthesis and evaluation of lipases encapsulated within sol-gel derived 
materials 

(AIST) Kastuya Kato, Junko Tachibana, Roxana Irimescu, Takao Saito, 

Yoshiyuki Yokogawa 



 

P-06 Direct Enzymatic Esterification with Water Removal under Vaccum: a Simple 

Efficient Method for Kinetic Resolution of Secondary Alcohols  
(AIST) Roxana Irimescu, Katsuya Kato, Takao Saito 

P-08 Peptide synthesis catalyzed by crude enzyme from mid-gut gland of an Ezo 

giant scallop 
(Health Sciences University of Hokkaido)Haruo Sekizaki, Kunihiko Itoh, Eiko 

Toyota, Kazutaka Tanizawa 

P-10 Synthesis of Optically Active 2,3-Dihydorxybenzofuran Derivatives through 
Lipase-catalyzed Enantioselective Acylation 

(Tottori University) Itoh, Toshiyuki, Kimio Kawai   

P-12 An artificial substrate, homoIPP (4-methyl-4-pentenyl diphosphate) of 
prenyltransferases 

(HIrosaki University) Masahiko Nagaki, Yohei Miki, Kazuhiro Kuwahara, Yuji 

Maki, Tokuzo Nishino, Tanetoshi Koyama 
P-14 Preparation of optically active 2,6-bis(1-aminoethyl)pyridines 

(Kyoto Permaceutical University) Jun'ichi Uenishi, Taro Takami, Sachiko 

Aburatani, Yoshihiko Ito 
P-16 Enhancement of the Enantioselectivity and Reaction Rate in the 

Lipase-Catalyzed Resolution at Low Temperature by Choice of Acylating 

Reagents 
(Okayama University) Takashi Sakai, Akiko Matsuda,Toshinobu Korenaga, 

Tadashi Ema 

P-18 CGTase-Catalyzed Selective Glucosylation of Chiral Alcohol 
(Okayama University) Takashi Sakai, Norio Ooga, Makoto Takahashi, Nobuaki, 

Tanaka, Toshinobu Korenaga, Tadashi Ema 

P-20 Screening for Novel Biocatalysts of Oxidation Reactions-Isolation of microbe 
which utilize cyclohexane, and protein analysis of the microbe - 

(Ube Industries,Ltd) Youichi Yoshida,Tomoya Noritake, Takehiko  Asahara, 

Masanori Watanabe, Masanori Fujimoto,Kazuyuki Nakamura 
P-22 Biotransformation of monoterpenoid by Rhizoctonia solani Anastmosis Group 

1 

(Kinki University) Kawazoe Hideki, Hyakumachi Mitsuo, Miyazawa Mitsuo 



P-24  Biotransformation of (-)--santonin by Glomerella cingulata as a biocatalyst 

(Kinki University) Masashi Ueda, Mitsuo Miyazawa 

P-26 Stereoselectivity of the Catalytic Reaction of Copper Amine Oxidase from 
Arthrobacter globiformis 

(Kyoto University) Mayumi Uchida, Akifumi Ohtani, Toshihide Okajima, 

Katsuyuki Tanizawa, Yukio Yamamoto 
P-28 cancellation 

P-30 Synthesis of Chiral 2H-Chromenes having a long side chain 

(Toyama University)Seiji Yamaguchi, Yohei Murayama, Masaru Ishibashi, 
Masahiro Miyazawa, Yoshiro Hirai 

P-32 Syntheses of several optically active alcohols using recombinant E.coli cells  

(Daicel Chemical Industries, Ltd.) Momoko Ueda, Hiroaki Yamamoto, 
Masatake Kudoh, Norihiro Kimoto, Akinobu Matsuyama, Yoshinori 

Kobayashi, 

P-34 Kinetic Resolution of Racemic Hetero-atom Containing Compounds by 
Enantioselective Redox reaction using rat liver S-9 fraction 

(Tohoku Pharmaceutical  University) Koji Uwai, Harumi Nagashima, Tomoko 

Oshima, Naoko Sasaki,Mitsuhiro Takeshita 
P-36 Lipase-Catalyzed Enantioselective Desymmetrization of Prochiral 

3,3-Bis(hydroxymethyl)oxindoles 

(Osaka University)Shuji Akai, Toshiaki Tsujino, Emi Akiyama, Kouichi 
Tanimoto, Yasuyuki Kita 

P-38 Lipase-Catalyzed Domino Kinetic Resolution/Intramolecular Diels-Alder 

Reactions 
(Osaka University)Shuji Akai, Kouichi Tanimoto, Sohei Omura. Tadaatsu Naka,  

Yasuyuki Kita 

P-42(C) Lipase-catalyzed Enantioselective Acylation under Reduced Pressure 
Conditions in an Ionic Liquid Solvent System 

(Tottori University)Yoshihito Nishimura, Nozomi Ouchi, Takayuki Fukuba,Shi 

Hui Han, Toshiyuki Itoh 
P-44(C) Polyester Synthesis by Enzyme-Catalyzed Ring-Opening Polymerization of 

Lactones 

(Keio University)Yoichi Suzuki, Seiichi Taguchi, Shuichi Matsumura, 



Yoshiharu Doi 

P-46(C) Search for the docking conformations between a lipase enzyme and xenobiotics 

using biomolecular modeling calculations 
(Okayama University of Science) Yoshinobu Naoshima, Masanori Koura, 

Yoshihiro Mori, Takatomo Kimura, Makoto Kamezawa, Hojun Tachibana, and 

Takehiko Ohtani 
P-48(C)  Origin of the inversion temperature in the lipase-catalyzed reactions at very 

low temperatures 

(Okayama University) Takashi Sakai, Yuichi Kumashiro,Toshinobu Korenaga, 
Tadashi Ema 

P-50(C) Asymmetric synthesis of terpenoids by biocatalyst originated microorganisms 

(Tokushima Bunri University) Yoshiaki Noma, Toshihiro Hashimoto,Yoshinori 
Asakawa 

P-52(C) Application of Torulaspora delbrueckii-mediated reduction in organic synthesis 

(Keio University)Ken-ichi Fuhshuku, Mina Tomita, Takeshi Sugai 
P-54(C)  Total Synthesis of (+)-Heliannuol C 

(Tokushima University) Tomoyo Kamei, Mitsuru Sindo and Kozo Shishid 

P-56(C) Control of Enzyme Reactions under a Week Ultrasonic irradiation 
(Tokyo Institute of Technology) Yuu Hoshino, Takatoshi, Kawasaki, Yoshio 

Okahata 

P-58(C)  The enhancement of the enantioselectivity of enzyme-catalyzed reactions by 
addition of several protein denaturants. 

(Kobe University)Shuichi Mori, Keiichi Watanabe, Miyuki Nishimura, Rina 

Matsumi, Miki Tachibana, Hiromi Yumoto, Ueji Shinichi 
P-60(C)  Synthesis of oxidatively modified glycerophospholipid and cholesteryl esters 

via enzymatic oxidation and hydrolysis reactions 

(Okayama University) Arnold N. Onyango, Shuhei Nakajima, Sakayu Shimizu, 
Naomichi, Baba 

P-62(C) Regio-and stereo-selective hydroxylation of natural resource rosin by 

microorganisms 
(Gifu University) Koichi Mitsukura, Takeshi Imoto, Hirokazu Nagaoka, 
Toyokazu Yoshida, Toru Nagasawa 

P-64(C) Asymmetric transfer hydrogenation process by phenylacetaldehyde reductase 



and its application  

(Toyama Prefectural University) Nobuya Itoh, Kiminori Banno, Mariko 

Mabuchi, Michiko Matsuda, Yoshihide Makino 
14:30–16:00  Poster Presentation (II) 

 
16:00–18:00  Invited Lecture:  
         Progress Research on Biocatalysis in USA and Europe 

Chairperson: Hiromichi Ohta 
 
16:00–16:30 
I-1 "Biocatalysis in the fine chemicals field in Germany - current applications and 

future trends" 

(Degussa AG, Germany) H. Groeger  
16:30–17:00 
I-2 " Biocatalysis in Pharmaceutics : Challenges and Trends at Merck /USA". 

 (Merck, USA) S. Yamazaki  
17:30–18:00 

I-3 "The interrelation between academia and industry in the area of biocatalysis in 

Europe" 
(University of Technical, Graz, Austria) H. Griengl 

 
18:30–20:00  Mixer 

  
 



December 13 (Fri) 
 

10:00–11:00  Oral presentation by excellent poster presenters  
Chairperson: Yumiko Takagi  

11:00–12:00  Biocatalysis in venture business   Chairperson: Hideo Hirohara 
11:00–11:30  

I-4 “Venture business in Korea “ 

(Laboratory of Microbial Functions, KRIBB,Taejon, Korea) Moon-Hee Sung  
11:30–12:00 
I-5 “Venture business growing from university in Japan” 
  (Tokyo Institute of Technology) Yoshio Okahata 

13:00-16:00  Biocatalysis in industry Chairperson: Yoshinori Kobayashi 
13:00-13:40 

I-6 Application of Genome Science to Bioprocess 

 (Kyowa Hakkou Kogyo Co.) Tatsuro Fujio 
13:40-14:20 

I-7 What I Iearnt from the development of enzymatic synthesis of amino acids and 

nucleic acids 
(Ajinomoto Co.) Hidetusgu Nakazawa 

14:20-15:00 

I-8 “Industrial production of chiral compounds” Discussion for “Biocatalysis in 
industry: present and future” 

 (Kaneka Co.) Junzo Hasegawa 

15:00-16:00 
Panel discussion  Future Impact of Biocataltsis in Industry and University  

 
16:00 Closing Remarks : Kaoru Nakamura 
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Biocatalysis in the Fine Chemicals Field in Germany: 

Current Applications and Future Trends 
 

Harald Gröger 
Degussa AG, Project House Biotechnology, P. O. Box 1345, 63403 Hanau, Germany 

 
Abstract: In this presentation, selected biocatalytic key technologies which are applied by German 
speciality and fine chemicals companies will be described. Those biocatalytic technologies comprises 
biocatalytic resolutions as well as asymmetric enzymatic syntheses. A main focus of this presentation 
will be on enzymatic technologies developed at Degussa AG. 
 
 Biocatalytic technologies have been recognized by numerous speciality and fine chemicals 
companies as an important tool for the production of optically active compounds.[1] Advantageous 
with respect to applications on industrial scale are, e.g., the environmentally friendly reaction 
conditions as well as the high efficiency of enzymatic reactions, in particular with respect to 
stereoselectivity issues. In this presentation, an overview about the state of the art in industrial 
biocatalysis at the speciality and fine chemicals industry in Germany is given by describing selected 
examples of biocatalytically produced optically active fine chemicals. 
 
 The industrially applied biocatalytic technologies comprise "classic" enzymatic resolution 
reactions, dynamic resolution processes, and asymmetric (bio-)catalytic syntheses. Representative 
examples for resolution processes are the aminoacylase-catalyzed approach to chiral amino acids at 
Degussa,[2a] and the BASF-process for optically active amines by means of a lipase-based 
resolution.[2b] Among examples for a dynamic resolution process on industrial scale, the L-
hydantoinase-based concept developed recently at Degussa will be presented.[2c] This whole-cell 
catalyst consists of three enzymes (racemase, L-carbamoylase, L-hydantoinase) and allows a 
quantitative access to enantiomerically pure L-amino acids albeit racemic hydantoin substrates are 
used as starting materials. 
 
 The direct enzymatic conversion of a prochiral substrate into a chiral product can be also 
carried out on an industrial scale. This has been demonstrated at Degussa in the reductive amination 
under in situ cofactor-regeneration which has been successfully carried out on tons scale already in 
the production of the non-natural amino acid L-tert-leucine.[3] 
 
References 
[1] For a comprehensive handbook about biocatalytic syntheses, see: K. Drauz, H. Waldmann (Eds.), Enzyme 

Catalysis in Organic Synthesis, Vol. 2, 2nd ed., Wiley-VCH, Weinheim, 2002. 
[2] a) A. S. Bommarius in: Enzyme Catalysis in Organic Synthesis (Eds. K. Drauz, H. Waldmann), Vol. 2, 2nd ed., 

Wiley-VCH, Weinheim, 2002, chapter 12.3; b) F. Balkenhohl, K. Ditrich, B. Hauer, W. Ladner, J. Prakt. Chem. 
1997, 339, 381; c) O. May, S. Verseck, A. Bommarius, K. Drauz, Org. Proc. Res. Developm. 2002, 6, 452. 

[3] A. S. Bommarius, K. Drauz, W. Hummel, M.-R. Kula, C. Wandrey, Biocatalysis 1994, 10, 37. 
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Biocatalysis in Pharmaceutics : Challenges and Trends at Merck / USA 
 

Shigeko Yamazaki 
Bioprocess R&D, Merck Research Laboratories, Rahway, New Jersey 07065, USA 

 
The importance of chirality to drug efficacy is well recognized by pharmaceutical 
companies and worldwide governmental regulatory agencies  (e.g., the U. S. Food & 
Drug Administration).  Often times, one stereoisomer of a particular drug substance is 
required for efficacy while the other has low or no activity.  Merck & Co., Inc. was one 
of the first pharmaceutical firm to license and market a chirally pure therapeutic, that 
being of the antihypertensive ALDOMET® in 1962.  
Chiral drug intermediates can be prepared by a) natural products from fermentation 
process, b) resolution of racemic compounds, and c) asymmetric synthesis employing 
chemical or biocatalytic process.  Unique aspects of the pharmaceutical industry include 
a) the need to deliver new drugs to market rapidly and efficiently, b) close product 
regulation by governmental agencies, and c) a high risk and low probability of success.  
Biocatalysis already plays an important role in pharmaceutical industry, however, it is 
exceptionally challenging due to the requirement of rapid process development 
(discovery to scale-up) in order to support an accelerated time line for preparation of 
clinical materials.  Future trends and recent examples of biocatalytic process development 
efforts, including lipases catalyzing the asymmetric hydrolysis of diester to chiral 
monoester (1) and yeast mediated asymmetric hydrolysis of  - unsaturated ketone to 
corresponding  (R) -allylic alcohol employing Candida chilensis (2), will be discussed. 
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特別講演３

　The lntenllation Between Academia and

lndustry in the Area ofBiocatalysis in Europe

　　　　　　　　　　　　　　　　Herfiied Grjengl ｡

　　　　　　　　　　Universily ofTechnology， Graz，Austria

Abstract:Ajlera gene�overview emphasis willbe given toindustzyrela童edresearchin Graz

regardjng the enantioselectiveenzy111ecata】ysedcyanol!yd一1reaction and tllemjcrobial

hydroxylation oforganic compounds.

From being more or less a curiosity in its very e�y beginnings biocatalysis has now

developed mto a powerthl tool in orgamc synthesis. Althou油some imponant older indus�al

applications are knowll a wide vahety ofprocesses f1)rapplications in larger scale have be四

developed durmg the past 10 to 15 years. This strong increase was caused by the recognition

ofthe advantages ofbiocatalysis: mild and envlronmentally lhendly reaction conditions and

high selectivity.hl particular the inherent enantioselectivily ofbiocatalytic processes has led

tothedevelopmentofnumerousproceduresfbrtheindustlialproductionofenantiopure

intermedjates fbr phamlaceuticals and agrochemicals. The enormous progress recently made

in molecular biology has contributed a considerable share to this booming ofbiocatalytic

methods －a development which made it possible to obtain nearly tailor-made enzymes of

sulicient stabilityand quantity f1)rlarge-scale aPphcation.

Bearinginmindtheseadvantagesofbiocatalysisthjsareacanbeconsideredasoneofthe

most面ponant fhture technologies world-wide. As a cosequence， high fimding was provided

bothbygovemmentsandprivateinvestorsinordertocreateregionalcentresofexcenence.

Besides these national developments the research programmes ofthe European Commission

gave strong impact to the foundation ofresearch networks between the member states

compnsing research groups at universities and fiom the mdustly.

The enzyme catalysed cyanohydrhl readon is a good example fbr the combination of

academic and industrialresearch，Both(外and(ざ)-configured cyanohydrins can be obtained.

111ese compounds serve as starting materials leading to targct structures ofbiological

皿portnce. Recently the synthesis ofthe (S)-cyanohyd出of3-phaoxybenzaldehyde，an

important intermediate for synthetic pyrethroids， has been developed and upscaled to multi-

ton quantities. RegardingthemicrobialhydroxylationoforganicJompoun(isthe novel

concept ofdocking/prote�ng groups has been developed.

Refbrences: H. Griengl and M. Fechter:Enzymatic Synthesis ofCy皿ohydrinsjn Enzyme

9叫糖s i 01″g°icSyillhesis･K･ D“uzand H. Waldmann,ed.,Wney二VCH,2002jpp.
976,989.

A.deRaadt,H.Glielgl and H. Weber: T11eConc叩t ofDocking and ProtectingGfoups in
Biohydroxylation，CiE剤.£zjr.j.2001，7,27-31;

３



特別講演４

　韓国におけるベンチャー：㈱バイオリーダース保有

　　　　プラットホームテクノロジーの事業化

　1)韓国生命工学研究院　生物触媒技術国家指定研究室

2)㈱バイオリーダース　3)㈱バイオリーダースジャパン

　　　　　成　文喜(Moon'Hee Sung)1),2),3)

1.韓国バイオベンチャー企業の現況

　バイオテクノロジーを基にした生物体が保有している機能と情報を活用し、有用

先端生物素材の生産及びサービスで再加工できる高付加価値の知識産業であるバイ

オ産業の中枢的な役割を果たしているバイオベンチャー企業は、韓国では現在約

600社以上が設立されている(2000年度233社、2001年度200社が集中的に設立

されている)。韓国バイオベンチャー企業の業種別の分布を見ると、生物医薬分野

(37％)が最も多く、バイオ食品(15％)、生物環境(15％)、生物化学(14％)、生物工程及

び機器(8％)、生物農業(7％)、生物検定及び情報(4％)の順に分布しており、その地域

的分布はソウル･京幾地方に約58％､科学研究団地がある大田･忠南に20％であり、

地域的な特徴を示している。

2.㈱バイオリーダースの設立

　㈱バイオリーダースは21世紀が始まった2000年１月１則こ21名の生命工学関

連の産・学・研の各分野の専門家(Bio･Leaders)が集結し、21世紀の先導的なバイオ

テック企業への成長を目標として、会社名を㈱バイオリーダース(BioLeaders

Corp.)と決定し、韓国生命工学研究院の研究員創業ベンチヤーとして出帆しました。

3.㈱バイオリーダース保有プラットホームテクノロジーの事業化:韓国伝統大豆発

　　酵食品微生物al｡zZZssljM画9 Chungkookjang 利用技術

　韓国伝統大豆発酵食品チョンクッチャンから分離された発酵食品微生物a､czzz・

sMz＆(hmgkookjang菌株(韓国安東地域のチョンクッチャン)は、日本の大豆発

酵食品である納豆から分離されt Badlus subtnis Natto菌とは異なる固有の特性

(好塩性、プラスミド未保有、超巨大分子量のアミノ酸高分子ポリーガンマーグルタミ

ン酸の生産など)を保有していることを確認した。㈱パイオリーダースでは産業的な

活用の可能性が非常に高いa9�Zzjss�･as Chungkookjang菌株を対象として独創

的及び汎用性を保有したプラットホーム技術を開発し、現在次のような事業アイテ

ムを推道中である。　　　　　　　　　　　　　゜

ｉ)ａ&辺zjs szjゐlzS Chungkookjang菌株からの分挙量200万、500万ポリ･ガン

　　マーグルタミン酸の大量生産技術の確立及び用途開発を通じた新規市場の創出

ii)安全性保有GRAS微生物としてaJ。sljゐasChu城kookjang菌株を用い

　　た組換えタンパク質分泌生産技術開4及び廠蜃え'ﾀﾝﾉり質受託生産事業迦行

・)agaZlssljゐ£ag Chungkookjang菌株のポリーガンマーグルタミン酸生合成に関

　　連する酵素系遺伝子を用いた微生物菌体表層へのタンパク質及びペプチド発現

　　技術の事業化

４
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特別講演５

日本の大学でベンチャーは育つか

　　一東工大を例としてー

東京工業大学生命理工学研究科

　　　　　　　　　　岡畑恵雄

１．東京工業大学における崖学連携研究について

　東京工業大学には、漢学連携に関係した組織として発足順に、大学技術移転

機関（TLO）、フロンティア創造共同研究施設、ベンチャーピジネスラポラト

リー（VBL）、インキュベーション施設などが発足している。以下にその概要

をのべる。

U__ILQ（大学等の研究成果を産業界に技術移転するために設立された技術移

転機関、Technology Licensing organization）

　大学の教官が発明した技術を会員企業にライセンスすることにより、会員企

業はその優先使用権を、教官側は配分金が得られるという制度。東京工業大学

では、（財）理工学振興会内に事務所を設置し、すずかけ台キャンパス内にオ

フィイスがある。〒226-8503神奈川県横浜市廠区長津田町4259 te1045-921-4391 fax

045-921-4395 http:ﾉﾉhQma〕age1.nifty.com/cpse/tlo/index.htm1

　　　　　　　1奥羽鐘●●●●1ｲﾒｰｼﾞ】
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特別講演６

　　　　　　　ゲノムサイエンスのバイオプロセスヘの展開

　　　　　　　(協和発酵工業ヽリサーチフェロー)○藤尾達郎

　　　　　　　　　　Application of Genome Scienceto Bioprocess

　　　　　　(Research Fellow､ Kyowa Hakko Kogyo Co･､ Ud.)工磁ａ辺丿以必

　1953年にワトソン・クリックによって遺伝子の本体がＤＮＡという化学物質である

こと、それが二重螺旋構造をとっていることによって親から子へ性質が伝わる遺伝の

メカニズムが見事に説明できることが見いだされて以来、生物学は大きく変貌を遂げ

始めた。 1980年代には、遺伝子工学の技術が確立され、人の遺伝子を微生物に導入し、

人特異的な生理活性クンパク質を微生物で大量生産することが可能となった。この技

術は様々なバイオプロセスにも応用され、特に、我が国のバイオプロセス技術と結び

ついて、多くのめざましい成果が生まれている。まず、遺伝子工学技術をバイオプロ

セスに適用して成功した例を取り上げてみたい。

　また、最近では個別の遺伝子をクローニングする代わりに、生物のゲノムＤＮＡの

全塩基配列を決定し、そこから有用な遺伝子情報を導き出そうとするゲノム科学への

取り組みが強力に進められ、人や稲の全塩基配列などが次々と決められる状況となっ

ている。微生物関係でも、まず病原性菌から始まり最近ではバイオプロセス用に有用

な微生物が盛んに取り上げられ、その塩基配列が次々と決定されている。このような

塩基配列の情報から遺伝子を規定する「意味のある塩基配列」を特定し、その遺伝子

産物であるタンパク質の機能を特定しようというバイオインフオマティックス技術

の開発も平行して進められ、急速な進展を見せている。

　今後5～10年のうちに、多様な生物起源の様々な触媒機能を待った酵素タンパク質

の遺伝子について、膨大な量の情報が蓄積することは間違いない。そのような生体触

媒が利用されることを待っている状況が現出する。また、望み通りの触媒活性を有す

る酵素タンパク質が見いだされないばあいでも、近似の性質を有するタンパク質の遺

伝子を改変することによって、望みの活性を有する酵素遺伝子を造成する分子進化工

学技術も開発されている。近未来のバイオプロセス開発においては、このように蓄積

された遺伝子情報および関連技術を活用することによって､20世紀のバイオプロセス

では不可能であった効率的なプロセス開発が可能になると期待される。

　地球環境問題が深刻さを増す中で、化石資源使用量を削減することが求められてい

る。植物資源を原料とするバイオプロセスは本質的に環境に優しいプロセスであるた

め、これからの物質生産手段として期待されている。

　しかし、バイオプロセスの用途を拡大するためには、プロセス開発自体を効率化す

るとともに、バイオプロセスの生産性を改善し、生産プロセスとしての競争力を強化

することも必要である。ゲノム科学の急展開により初めて可能になった基盤技術もあ

るので、それらをも取り入れて技術基盤の整備を進める必要がある。バイオプロセス

の用途を拡大するために必要な基盤技術開発に関する最近の取り組みを紹介する。

９

ﾀﾞ

//



OI

　　　　゜ｔＵ３１Ｑ(ぷSZ口重99!a｡蒼冨Ｓ審sなー11(朗f苫素麺揚Ｑ９４話一i｀(1941r2

　　　　　　　　　　　　　　　｀1§゜9lsg恥肺包911g一碧こり/禦苫Ｓ尽噺jiMI盛■/｀1

辱I鞭Sg粂謐≒｀砧刄硲(ａＳＩ・￥(１ぶ圭嚇｡・■･ＵＩＩ諭旨嚇Ξi)･葡萄Ｓｌ６りiiSI}ゑijja一

割砺素一｡｀・c？si揃iiω9tll2°91Jqllこ?りli￥il簿扮4.な畜一歯工Eｮ・コ菖准躊崇Ｑ

　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｊ　・　。　　　　　　　-■　　　　･■■ 孝一｀・ｉ｀砧9･QgS!コ6り劃Ｓａ揃珊(z)歯工,£1!}－剽涙雨(j劃萄害一９？コ励毎－｀蜀４

　　　　　　　　°９μ褒ｌこ4どJ･一一･1rx4－/1ぶﾆ(z)aj吸厠漸-｀・一｀ｌ・(が1111｀脇歯(z)

「瑕素一｣ぶry歯恥Qca.｀ｺｰlj1°9より;ｌｉ籾唇＠-i･マｉＭ■一2./1襄=i一重:な恥潜皆(2)

　(d孤!-
｡･9/V7ljV)一滴μ:r疎(/SJ･4y/1-rl｀M一d゛I)禰／ミZ;1な恥球Ｍｭ.QI琴

(i(z)(i{一眼S・一一廸ぶ1こ;μS19}眠浙｀Ｑ？コｕ惧歯屎剽ｇｉ印緬－宗:na｡74j6泌/で/s水

　　　　゜９↓一碧こμ･;1}l憾｀曇・Ｕｉ努l瞳コ冨鴇1な2:1ﾝ嘔琢￥｀菖ｇ(jW

鴻μ？疎i･姚剱｀嘔軍ぶ(zぼ４ロぶ｀Q(ia｡躊包sg屎雨(29＆勝一■Ｕ剽「唄素倆｣゜９

Ｕｉ崔勧sなy4.口ぶ;屎雨水l■11驀(z)-･涙雨la7疎旨曇｀赤a(z)涙雨孤峰｀ヱｃ？コマ

コＧｇａ｡衝Ｓ憲－ｉ｢皐Ｓ寥尽佃素一｣ｭ｡9厦■葡萄素●7L19僣ﾕ,１コＧ７(ｚ)コ　(i･)

　　　　　　　゜9.μΓ一コGり劃艇剽｢孤｣β？疎｢喜JQ葡萄素一(29φ禰壽蜘素薩｀ｭｰ

ｃ？ｺ12;1な爾准尉μ(一一麗ﾆ?唄栃翁４蔓奢ｺ1－ｉ孝一Ｑ著(z)4.｀141°aiilな重Ｑ聾

一21励一一｀羽禰･屎・｀旨曇｀淑S(z)９Ｓ次尽(∂a｡孝一価雨－(a汲ｉ｀・ＵＳ冨ｉ　(ｇ)

　　　　　　　　　　　　　　　゜９Ｕｉｉｌｇ(－ｌ＠9!g)｀ど/ご４ＪＱ４．｀９４４](ｚ)

濠參９郡ＳＩＱ４－ｊムｙ４ｇｔｇＵ９僣ふ禰漸こ?ぶーGり愉＠｢９苫×蒼蜘｣(zﾌ峰ｉ－

　｀s似りμ1〉ｭ.tり一ｉ蓋剽コＧ？Ｇ冒sな々旨羽薯ａ４Ｓ４;な゜9t4!S岩振】｡ｃ？コj/で

ご一rlぶy;aSりー砺９４４１Ｑ素一助ｉ－(29〉SsQ!習孝一９ゑ葡萄ISii!1(a･1｀コ￥　(ｚ)

　　Ｍ啄sな？コ91111isgZJ･jJ･Zt伐1迦｀9414](z)/でl/S－4ごｔミcJI(iコ９

β－Ｑａ凶家lilj兪(jr麺ｌ)こ?{Ｓ尽i胴}｣｀崩!g°9ふこ?(Z)9:175りi!X徊ｉ著(がF11KI

豊IW(2)･l.゜9Q?a.ZJ･jJ･j(j哨2g哨り禰(z)こ屎li孤峰一重Ｓ偽￥コfi響｀ぷ乖　(Ｉ)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　゜９;ａ二?諭91g一/1ry4－

/1ぶ(ｚ)４ｃ蕃｀i□IQI■9Q919盃21a｡isl}厠漸｀ｌｉり冨ｉ｢唄素・｣■Ｕ蚕呼lg{zl溺

　　　　　　　　　　　　　　゜９１Ｊ嚇lallg碧ｉ９;な逝｀箸４｀Σｃ？ｺ|こ?コ9i,isl}涙l算ｉ

ｌ圓＠揃珊眠９(り41･？lfil(a9!IQI捕９？コ｢素・｣9･i2a劃一潜函｀４１１て1!1』ｺ16e劃

一sQI珊由{糾li鰯－勧Ｑ孤l;1蔓μ？疎画19蔓゜９ｔＱ．１祈願〉ｉ￥剽sl}af葦こ?・圖(z)揃珊涙雨

Qa.迦必禰滴y2？ｌ禰／ミＺ｀コ励｀ｓｇＭＩ￥９４ｭ/1倣畜コ1�!屎・Ｑ菖峰宙Ji－9t49

tり９？コ｢珊素一｣゛９ａｭ｡ｉ工c17〉E;|迦ふi↓i｀111｢哨案■｣９'¥基(iマ揃珊屎ｉ(泗

宸高話諭=ｉ４ｉ尽緩ｉ參鮭!Jlc抑1｀:;μ=･価瘤祈sgr¥1池｢唄●一｣=?｛珊寥尽64isl}｣

￥源延　φ擢￥捨場珊蕪頴聴衆(Z)徊

マコぶn/壽９倅涯囲珊濡(Z)珊珊・珊／ﾐFぶ９Ｔコ瑕素剱

£盾搦rlg橋



-

特別講演８

産業界における生体触媒：キラル化合物の工業生産

　鐘淵化学工業株式会社　ライフサイエンスRDセンター

　　　，　　　　　長谷川淳三

　　　　ApplicationofBiocatalyslsto Chirallndustry

　　　　　　Kaneka Corporation，LSRD Center

　　　　　　　　　]unzo　Hasegawa

　　太古以来人類はある時は自然の営みとして、細胞が発見されてからはバイ

オ技術として微生物およびその機能の実態である酵素を巧みに活用してきてお

り、今日では食糧、医療、化学工業、環境、あらゆる場面で微生物、酵素の利

用がなされ、産業、ひいては我々の生活にとって必須なものとなってきている。

しかし、多岐にわたるこれまでの応用の歴史を振り返っても、神の贈り物とし

ての微生物、酵素を十分知り尽くしているかと言えば否と答えるべきであり、

別の見方をすれば、この事が生体触媒を研究している者を、更なる未知なもの

への挑戦に駆り立てる原動力ともなっているのも事実である。

　　この様な背景下､演者らは国内外の多くの研究者と同様に未知なる微生物、

酵素の能力を信じ、微生物、酵素の特性を如何なく発揮しうる分野として医薬

品を始めとする光学活性化合物の工業生産への活用を検討してきており、実際

に活用できる技術も開発出来てきている。

　　化学工業における微生物、酵素の応用技術開発は日本がリードしてきてい

ると言っても過言ではなく、事実、昨年10月にドイツ・ポツダムで開催され

た国際酵素工学会議では、アジア、アメリカ、ョーロッ八三極でのアカデミッ

ク、インダトリー代表による各々技術進展に関する基調講演が行われたが、実

用的成果は圧倒的に日本発のもので占められていた。

　　本講演では、演者の独断と偏見による選択ではあるが、日本で開発された

微生物、酵素の潜在能力を如何なく発揮させ活用したインパクトある実用的バ

イオプロセス例と共に、演者らが開発した光学活性化合物生産プロセスについ

ても紹介したいと思う。

　　ついでながら、昨年のノーベル化学賞は不斉触媒合成化学の新規概念の確

立に対して授与された。我々も同じような目的で酵素の活用を目指してきてお

り、お互いが切磋琢磨していけば、更にレベルの高い知恵が閃き、より優れた

技術開発が達成できるものと考える。

Ｈ
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ﾘﾊﾟｰｾﾞによる-ﾊｲﾄﾞﾛｷｼﾄﾘﾌﾙｵﾛｴﾁﾙﾌｪﾉｰﾙの位置及び立体選択的反応 
（産総研）○加藤且也、ｲﾘﾒｽｸ ﾛｸｻﾅ、斎藤隆雄、横川善之 

Lipase-catalyzed Regio- and Enantioselective Reactions of -Hydroxytrifluoroethylphenols 
(AIST) Katsuya Kato, Roxana Irimescu, Takao Saito, Yoshiyuki Yokogawa 

 
Abstract:   Lipase  LIP  from Pseudomonas aeruginosa  catalyzed the enantioselective  
alcoholysis of racemic 4-(1-acetoxy-2,2,2-trifluoroethyl)phenyl acetate with n-butanol, 
affording (S)-4-(1-hydroxy-2,2,2-trifluoroethyl)phenol at >99% e.e. (E= >100) 
 

光学活性含ﾌｯ素化合物は、医薬・農薬及び液晶材料に広く利用されており、より

簡便で効率のよい合成法が求められている。近年、酵素特にﾘﾊﾟｰｾﾞの立体選択的な反

応を利用した含ﾌｯ素ｱﾙｺｰﾙの光学分割に関する報告は数多い。しかしながら含ﾌｯ素ﾌｪﾉ

ｰﾙ類の酵素による光学分割の例はほとんどない。これまでに我々は、ﾘﾊﾟｰｾﾞによるﾌｯ

素特にﾄﾘﾌﾙｵﾛﾒﾁﾙ基を有するｱﾙｺｰﾙ及びｶﾙﾎﾞﾝ酸の光学分割について報告している 1)。

今回、ﾗｾﾐ体-ﾊｲﾄﾞﾛｷｼﾄﾘﾌﾙｵﾛｴﾁﾙﾌｪﾉｰﾙの簡易合成法を開発すると共に、ﾘﾊﾟｰｾﾞによる

光学分割を行ったので、その結果について報告する。 

ﾌｪﾉｰﾙとﾄﾘﾌﾙｵﾛｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞとの混合液中に、触媒量の炭酸ｶﾘｳﾑを加え、60℃で 12

時間加熱することにより、目的物質である 4-(1-hydroxy-2,2,2- trifluoroethyl)phenol, 1 を

収率 65%で合成することができた 2)。さらに置換基を有するﾌｪﾉｰﾙ類に対しても同様な

反応が進行することが分かった (2,3)。 ﾘﾊﾟｰｾﾞによる立体選択的反応は、ｼﾞｱｾﾁﾙ体 

(6, 8, 10) と n-ﾌﾞﾀﾉｰﾙをｼﾞｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｴｰﾃﾙ中に溶解し、各種ﾘﾊﾟｰｾﾞを加えることによ

り行った。その結果、Pseudomonas aeruginosa 由来ﾘﾊﾟｰｾﾞ LIP (東洋紡)が化合物 6 に

高い反応性を示し、なお且つﾌｪﾉｰﾙ部位のｱｾﾀｰﾄを位置選択的に分解することが分かっ

た。しかしこの反応の場合、立体選択性はほとんど見られなかった。さらに反応を継

続した場合、高い立体選択性を有しながらﾍﾞﾝｼﾞﾙ部位のｱｾﾀｰﾄの分解が進行すること

が明らかとなった。以上のように、2 段階ﾘﾊﾟｰｾﾞ反応を利用することにより、高い光

学純度を有する-ﾊｲﾄﾞﾛｷｼﾄﾘﾌﾙｵﾛｴﾁﾙﾌｪﾉｰﾙの合成に成功した 3)。 

CF2X

OAc

AcO

R CF2X

OAc

HO

R CF2X

OH

HO

R

n-Butanol
Isopropyl ether
0.3-5 h, 30oC

n-Butanol
Isopropyl e ther
20-48 h, 30oC

Lipase Lipase

6; R=H, X=F
8; R=OMe, X=F
10; R=H, X=H

7; R=H, X=F
9; R=OMe, X=F
11; R=H, X=H

1; R=H, X=F
2; R=OMe, X=F
3; R=H, X=H

di-acetate mono-acetate di-alcohol

 
Figure: Lipase-catalyzed kinetic resolution of 4-(1-hydroxy-2,2,2-trifluoroethyl)phenol, 1, 
and its related compounds 2 and 3 by enantioselective alcoholysis of their 
acetates.  The two-enzymatic deacetylation steps of the di-acetates, 6, 8 and 10. 
 
References 
1) K. Kato, Y. Gong, S. Tanaka, M. Katayama, H. Kimoto; J. Mol. Cat. B, Enzymatic, 11, 

287-294 (2001). 
2) Y. Gong, K. Kato, H. Kimoto; Bull. Chem. Soc. Japan, 74, 377-383 (2001) 
3) K. Kato, Y. Gong, R. Irimescu, T. Saito, and Y. Yokogawa; Biotechnol. Lett., 24, 1623- 

1630 (2002) 



ポスター２

一

　　　Bad7us sp. 0XB-1株由来のフェニルアセトアルドキシム脱水酵素

　　　　　　　　　大量発現系の構築とニトリル合成への応用

　(富山県立太一工・生物工学研究セ)○加藤康夫，謝勝学，浅野泰久

　High-level expression of phenylacetaldoxime dehydratase of＆ldl&asp.strain OXB-ljn

　　　　　　heterologous hosts and application for the enzymatic nitrilesynlhesis

　(Toyama Prefectural university)Yasuo KATO, Sheng-xue xIE，and Yasuhisa ASANO

Abstract: Conditions overexpressing novel heme-containing FMN-dependent lyase，

phenylacetaldoxime dehydratase of Sacilij sp. strainOXB-1， in heterologous hosts were

examined.By using resting cens of the recombinat stfain,various ary-，alkly-，andarylalkyl-

nitrileswere synthesized in high yields from theircorresponding aldoximes.

　我々はこれまで、Ｚ-フェニルアセトアルドキシム分解細菌BaciHusslp.0XB-1株由来

の、新酵素｢フェニルアセトアルドキシム脱水酵素｣の精製、酵素化学的諸性質の

解明及び酵素遺伝子のクローニングを行ってきたI)。今回は、遺伝子組換え大腸菌中

における本酵素の大量発現系の構築とニトリル合成への応用について報告する2､3)。

　本酵素遺伝子の5' 一末端にリボソーム結合部位及び開始コドン(ＡＴＧ)を合むよう

に設計したオリゴヌクレオチドプローブを用い、本酵素遺伝子を含むプラスミド

pOXD-5Fに対してPCR反応を行い、約l kbp の増幅断片を得た。それをPUC19の

lacプロモーターの下流に連結し、発現プラスミドpOXD-90Fを構築した。本活性プ

ラスミドにより形質転換した£.co/jJM109株を用いて、様々な培養条件下で発現実

験を行った。IPTGの存在下、アンビシリンを合むLB培地中37℃にて形質転換体

を培養することで、本酵素蛋白は良好に発現したが、その大部分はインクルージョ

ンボディーを形成した。検討の結果、培養温度を25－30℃に下げて培養すること

で、本酵素を可溶化したまま発現させることに成功した。興味深いことに、本酵素

の発現量は培養フラスコに仕込む培地の量に大きく依存し、仕込量を増やすほど高

発現することを見いだした。２リッター容の三角フラスコ中に１リッターの培地を仕

込み、30℃にて45時間振とう培養することで最も高い活性が得られ、単位培養液当

たり野生株の約2､000倍の本酵素活性を示し、菌休内金可溶性タンパク質の40％以

上を占めるほど高発現するまでに至った。最適条件下で培養した本組換え大腸菌の

休止菌休を用いることで、アリール、アルキル、アリールアルキルニトリルを温和

な条件下(30゜C、pH7.0)にて対応するアルドキシムから高収率で合成した。

£cai JM109/pOXD-90F overexpressinS
　　phenylacetaldoxime del】ydrgtase

゛^ＯＨ

Ｒ-Ｃ＝=Ｎ

　　　　　　　　　　　Aldoxime　　　　　　　　H20　　　　　　Nitrne

References: I)Y.Asano，j.＆･ﾌΓε＆gl･，94，65-72(2002)，2)S.-X. xie，Y. Kato， and Y.

Asano，拓Q5d.召必za:㎞QI.召・aaz,65，2666-2672(2001)，3)Y. Kato and Y. Asano，

？rafin EX7ﾌΓε∬.7)Mri，&2ρΓgsj

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，14－



ポスター３

　　キシレンモノオキシゲナーゼ遺伝子を組み込んだ大腸菌による

　　　　　　　　p-キシレンとｍ-キシレンの両末端酸化

　　　(相模中央化学研究所I、東ソー株式会社　東京研究所2)

　　　　　　　　　丸山高廣1、飯田寛1、○柿谷均1･2

0xidation ofboth termini of鳶and阻-xylene by£sc/la面力治ａ逍transfomled with xylene

　　　　　　　　　　　　　monooxygenase gene

　　　　　　(Sagami Chemical Resemh Centerl､Tosoh Corporation2)

　　　　　　　Takah面Maruyamal､mroshi lidal､U血止i玉aki血nil'2

Abstract:£涌e吋ご/心cり/fstrainstransformed w池xylene monooxygenase (XMO)genefiom

Pseudomons putida waelound to oxjdize both temlinj of77- and zη-xylene，givingrise to

various oxidized compounds， inc�ding ﾌﾌｰand ｍ-xylyleneglycol. lnterplay of xMO and

hostfactor(s)isconsidercd as a cause of也is complex oxidationpronle.

　xylene monooxygenase （XMO）はtoluene、xyl。eのメチル基を特異的に酸素酸化し

てbenzylalcoholヽmethylbenzylalcoholを生成する。我々はRpt雨damt-2由来のＸＭＯ

遺伝子を種々の大腸菌株に組み込んで7､-xyleneおよびｍ-xyleneを基質とした反応を行

ったところ、これまで報告されていないxyleneの両末端酸化の現象を見出したのでこ

こに報告する。

　６種の大腸菌株を宿主としてＸＭＯ遺伝子を組み込んだ形質転換菌を作成した。こ

れらはいずれもtolueneをbenzylalcohol、ρ-xyleneをρ-metl!ylbenzylalcohol、・-xy1・e

を。-methylbenzylalcohoHこ酸化する活性を有していたが、C600とMC4100に由来す

る形質転換菌の活性が高く、これらの反応物にはbenzylalcohol類よりもさらに酸化の

進んだ化合物が検出された。GC-MSにより分析した結果、鳶（あるいは。､）xylene

を基質とした場合に生成する化合物はρ-（あるいはt）methylbenzylalcoho1以外に鳶

　（あるいはt）tolualdehyde、μ-（あるいはや）hydroxymethylbenzaldehyde、ρ-（ある

いは。-）xylyleneglyco1および極微量の一一（あるいは房-）methylbenzoic acid であった。

　こうした多様な化合物が生じる酸化経路を明らかにする目的で、上記化合物に加え

terephthaljdehyde、isophUlalaldehydeを基質として用いた反応を行った。生成する化合

物の時間経過から鳶（あるいは。）xylyleneglycoHまμ-（あるいは。-）methylbenzylaleohol

から直接生成するのではなくρ-（あるいは。-）tolualdehydeを経由して77-（あるい

は。-）hydroxymethylbenzaldehydeから生成するものと推論された。後者の還元反応は

宿主大腸菌のalcohol dehydrog・aseによるものと考えられる。

　
一
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1)T. Maruyama, H.nda,H.Kakidsi,J.μ�.G2r.j.'£暇yzz･･，(2002)in press.
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ポスター４

　　　ｿ勺ﾚｰｹ勺ﾚﾌ)ｾｽによる包括ｶｱｾﾙ化リハ尚ｾﾞ粒子作製法の最適化

　(産総研)加藤且也、○植樹淳子、ｲﾘﾒｽｸﾛｸ計、斎藤隆雄、横川善之

　　　Synthesis and evaluationof hpases enc叩sulated wlthin so1-geldenved mateljals

(AIST)Katsuya Kato､ Junko Tac恒bana､Roxana lrimescu､ Takao Saito､Yoshiyuki Yokogawa

Abstract:　Foぽkinds of lipases (fyomCa�l･ｄａ ａポａｒｄｃａ、Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ･ｃｅｐａｃｌａ、ａｎd

Pseudomonas juorescens、 Pseudomonas aen4ginosa)were encapsulated in inorganic matrices

by the so1-gel method in order to synthesize chiral compounds by kinetjc resolution.

　　ｿﾞﾙｰｹﾞﾙ法による酵素の包括ｶﾌ'ｾﾙ固定化法は、酸化還元酵素による/ヽ゛ｲｵｾﾝｻｰの

作成を中心に活発に研究されており、近年では、モノクローナル抗体や核酸など酵

素以外の生体分子の包括ｶﾌﾟｾﾙ化にもｒﾙｰﾀﾞﾙ法が利用されるようになってきたlj。本

研究では、ﾘﾊﾟｰｾﾞをｿﾞﾙｰｸﾞﾙ法により包括ｶﾌﾟｾﾙ化するための条件を検討するととも

に、ラセミ体化合物の光学分割に適用した。

　　ゲル中にｶﾌﾟｾﾙ化されるりﾊﾟｰｾﾞとして、各種ラセミ体化合物の光学分割に工業的

に利用されているCa､一心alαπfjalipase(Novozym 525)を選択し、ｱﾙｷﾙｼﾗﾝ、ﾎＭﾋﾞｪ

ﾙｱﾙｺｰﾙ(PVA)、ﾌｯ化外りｳﾑ(NaF)からなるﾀﾞﾙｰｹﾞﾙ反応による包括ｶﾌﾟｾﾙ化りﾊﾟｰｾﾞを

作成した。最初にゲル作成条件を詳細に検討したところ、ﾋﾞﾆﾙＨｴﾄｷｼｼﾗﾝ(VTES)、

4％PVA、1M NaF より作成されるゲルが、最も高いい'-ｾﾞの加水分解反応性を示す

ことが分か･った2'。またアルキル置換基の持たないﾃ}ﾗﾒﾄｷｼｼﾗﾝ(TMS)から作製され

たりﾊ･-ｾﾞ粒子は、ほとんど酵素活性を示さなかった。またこのiﾌﾟｾﾙ化ﾘ･'ヽ゜-ｾﾞは、商

い温度安定性を示すことが明らかとなった。つまりｶﾌ'ｾﾙ化されていないﾘ･ヽ'-ｾﾞは、

60°C・ 1 時間加熱で急激に加水分解活性が低下するのに対して、ｿﾞﾙｰｹﾞﾙｶﾌﾟｾﾙ化ﾘﾊﾟ

ｰぞは9()℃・1時間加熱で約70％の残存活性を示した。
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Fig.1 Encapsulationofhpase SP525 by sol-gel　Fig 2 Themaj stabihtyofimmobilized lipaseSP525.

Referenca　l)I.Gill,A. Ballosteros｡Zjs. C12es. SOC. 120，8587-8598 (1998)

2)K.Kato,Y.Gong,T.Saito,Y. Yokogawa, aagj.Rioiec111.刄Qaaz.66,221-223(2002)



ポスター５

単一微生物による光学活性２級アルコールの円鏡像体の合成

（1昭和大・薬､2京大・化研）○藤井幹雄､1伊田喜光１中村薫２

The synthesis of both enantiomers of secondary alcohols by reduction with a single microbe

　(1School of Pharmaceutical Sciences，Showa university‘2lnstitutefor Chemical Research，

Kyoto university,)M迄丿公£匈1Lj Yoshiteru lda,I Kaoru Nakamura,2

Abstract: Both enantiomers of secondary alcohols were prepared by reduction of the

corresPonding ketones with a single microbe.Thus，reduction of aromatic ketones with

Geotrichum candidum 1F0 5767 afforded the corresponding (夕)-alcoholsin an exceUent ee

when amberlitel゛ XAD-7, a hydroPhobic Polymer, was added to the reaction system and the

same microbe a汀orded(R)-alcohols also in an excenent ee when the reaction was conducted

under aerobic conditions.

　生体触媒を用いたケトンの不斉還元は光学活性２級アルコールの選択的合成に有

用である。一般に，微生物は複数の還元酵素を持つので，ケトンの還元においても

鏡像体を与え，不斉収率は低い。しかし，条件を選択することによって特定の酵素

を選択的に働かせ，両鏡像体のいずれかを高い不斉収率で得ることができる。

　先に，我々はGeotrichLtm candはum 1F0 4597による不斉還元でAmb�ite xADｺﾞﾌ

の添加によって,高収率かつ高不斉収率で(S)-アルコールが生成することを見出し，

またG.candidMm IF05767によるラセミアルコールの光学異性化では(和一アルコー

ルが高収率かつ高不斉収率で生成することを見出した。

　今回，上記の方法をアセトフェノン類縁体の還元に応用し，反応条件を変える

だけで両鏡像体をそれぞれ選択的に高不斉収率で合成することに成功した。

　　　　　　　　　　　　　　G.candidumxFO5767　　　　＿

RI
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ＩＣ ld ｌｅ

　9H

Rへ

　　　(R)-2

　85-＞99％ee

61 －＞99％yield

lf
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ポスター６

　　　　　　　減圧下におけるリパーゼエステル化反応:

　　　　　　　　　2級アルコールの効率的光学分割法

　　　　　(産経研)○イリメスクロクサナ、加藤且也、斎藤隆雄

　　DlrectEnzymatic Estermcation with Water Removal under Vacuum:

a Simple and Emcient Method for Kinetic Resolution of Secondary Alcohols

　　　　　(AIST)Roxana lrimescu､ Katsuya Kato､ Takao Saito

Abstract:　Kinetic resolution of some chiral secondary alcohols with high

e皿ntioselectivity(E)300)was achieved by direct esterilication with fiee fatty

acids catalyzed by immobilized Candida antarcnca B1ipase.The reaction

equilibrium was shifted towafds the synthetic side by the renloval of formed

water under vacuum.

　　　　Esterification of 7･α,]-2-octanolat alcoholﾉ?FA molar ratio ＝2/l was

used as a model reaction. The chain length of the FFA 。d their structure

influenced the reaction rate，but did not have a measurable eflect on E. The best

acyl donor was decanoic acid: ＞47％reaction yield and＞99％e.e.fbr the

resulted(沢)-2-octyldecanoate a1 4 h with virtually perlict E. Temperature did

not affect significantly E in the range studied (15-45℃)，but temperatures at the

higher end am〕rded improved reaction rates｡

　　　　The reaction rates and E were compared for three difirent acyl donors.

The initial reaction rate increased in the fbllowing order: ethyHaurate ＜lauric

acid＜vinyl acetate. Ewashigh(E＞300)fbr all acyl donors｡

　　　　Racemic l-phenylethanol and l-(2-naphtyl)ethanol were also resolved

by direct esterification with decanoic acid in short times (3 and 4 h respectively)

with E ＞300 and excellent reaction yields.

References

l)Orremus C.，0hrner N.，Rottici D.，Mattson A.，Hult K.，Norin T.

　7i?zr�le＆□zl.･j司ﾉﾌ9le匈6:1217-1200(1995)･

2)Ottosson J｡HultK.Jλ勿ICα�丑･励z聊11: 1025-1028(2001)･
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ポスター７

新規ポリケタイド鎖延長ユニット生合成経路の特定とEngineered

Biosynthesisによる新規6-デオキシエリスロノリド類合成への応用

　　(*富山県立大・工・生物工学研究セ、ワシントン大づﾋ)

　　○加藤康夫*、Linquan Bai、Tin-Wein Yu、Heinz G. Ross

ldentitlcationof genes involved in the formation of a novel extendar unit for Pkase and

　　　application for the engineered biosynthesis of nove1 6,deoxyerythronolides

　　　　　　　(*Toyama Prefectura1 University, University of Washington)

　　　　　　Yasuo KATO*，Linquan BAI, Tin一盾泌inYU， Heinz G. FLOSS

Abstract: By analyzing the biosynthetic gene duster of Ansamitodn, a set of genes involved in

the formation of the noveドmethoxymalonyl-ACP¨extendar unit for Pkase were identified and

aPPlied for the engineered biosynthesis of nove1 6-deoxyerythronolides.

　アンサマイトシン(ＡＳＭ)は、PKaseによる基本鎖のアッセンブリの時点で、メト

キシ基を有する特異なユニットを組み込んで生合成されることがラベル実験等によ

り示されているが、同ユニットの生合成に関する検討は全くなされていない。今回

演者らは、ＡＳＭ生合成遺伝子群を解析することで、同ユニットの生合成遺伝子及び

酵素群を特定し機能解明すると共に、Enがneered Biosynthesisへの応用を試みた。

　ＡＳＭ生合成遺伝子鈴によりコードされる蛋白を、相同検索等より詳細に解析レ

本ユニットの生合成に係わっていると思われ心asm-13~17にコードされる蛋白群に着

目した。野生株における各遺伝子の破壊株は、メトキシ基を有するASMの生産能を

完全に失ってお(これらの蛋白の同ユニット生合成への関与が証明された。本遺

伝予鈴をErプロモーターの支配下で発現する様なプラスミドpHGF9251を構築レ

StrePtomyces株を形質転換して各菌株の発酵産物をLC-Massを用いて詳細に観察した

が、特定の低分子化合物の生産は見いだせなかった。これらの結果と、各種13C-ラ

ペル前駆体を化学合成し、野生株への取り込み実験を行った結果とを合わせて、回

生合成ユニットはａｓｍ-ｊ４によりコードされるACPと結合した‥Methoxymalony1-ACP'･

として生合成され、PKaseによりＡＳＭ基本鎖中に組み込まれることが推定された。

一方、本ユニットを取り込めるように改変した6-デオキシエリスロノリドーB(6-DEB)

生合成酵素と本ユニット生合成酵素をざ.Z函面む中で共発現させたところ、メトキシ

基を有する新規な6-DEB誘導体を効率よく生合成した。

です
回三珀言四回

M｡crolacQmizalit,n

EΞl

Ｍ-

　　一

Ｓ

】Iroatsam119Cm

Aasamit･xinP-3

ら巳Ξl

　　　　　　　　　　　　　　　　　　SehemePraissedbiosynthelicpathwlyafAnsamiioein

References:　1)j. j4m. Ck£ml. SQ･]･，124，4176-4177(2002)，2)崩d，124，5268-5269

(2002)，3)崩d，124，6544-6545(2002)，4)j)r･っc.jvarl.kd.＆.｀.び尨，99，7968-7973

(2〔〕02)，5μ.Ｂ泌1.agi･，277，9155-9159(2002)
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ポスター８

　　ホタテガイ中腸腺由来の粗酵素を触媒としたペプチド合成

　(北海道医療火薬)○関崎春雄、伊藤邦彦、豊田栄子、谷渾和睦

Peptide synthesiscatalyzedby crude enzyme 丘ommid-gut gland ofan Ezo giantscallop

　(Fa£ulty(がPh(Fmaceutical Scien£es､HeallhSdences universityofHokkaido)

　　　　Sekizaki丑aru伍ltoh Kunihiko､ Toyota Eiko､ Tanizawa Kazutaka

Abstract: A crude enzyme was isolated fiom mid,gut g�nd of an Ezo がant scanop. This

enzymewase睨�ve as catalyst for the peptide bond formation using ”inversesubstrate”as acyl

donor components.

　酵素法ペプテド合成は、化学法に比べて多くの利点がある反面、酵素の基質特異

性によるアミノ酸の制限、あるいは酵素による生成物の分解などの欠点も合わせ持っ

ている。この様な欠点を克服すべく、トリプシンの基質認識基である正電荷を説離

基側にデザインされだ逆性基質"を利用したトリプシン触媒ペプチド合成を検討

し、しアミノ酸以外にもD-アミノ酸、a､(x一ジアルキルアミノ酸あるいは非天然アミ

ノ酸を含むペプチドも合成が可能であることを報告してきた｡1'3)今回、生物資源の

有効利用を念頭に、ウロと称して処理が社会問題となっているホタテガイ

(Pati限)Pedenyessoensis)の中腸腺中の成分に着目した。そこで、ベブテド縮合反応の

触媒活性を指標に分離を進めた結果、比較的低分子のタンパク質両分に活性物質の

存在を見出したので報告する。

　活性成分のアッセイには次のスキームに示した反応系を用いた。即ち、アシルド

ナー(逆性基質)１ｍＭ、アシルアクセブター(L-Ala？NA)20mMの50％DMSO-MOPS

(pH 8.0)溶液にホタテガイ中腸腺の抽出物を適当量加え、25･Cでインキュベーション

し、生成物を逆相HPLC(310nm)で確認した。

　　　　　　　　　　　　　　　＋

淳一Boc-AA-○-《L)ﾄNH-cてIMI十　L,Ara-pNA

AA＝L-Ala，D-Alaetc.

　　　　　　　Scheme
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Crude enzyme

仙Boc-AA-L-/Ma-pNA
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　初めにトリプシン様酵素を求めてアフィニティークロマトグラフィー、あるいは

各種イオンクロマトグラフィーを試みたが、活性部分はすべて素通り部分にあった。

現在、ゲル濾過クロマトグラフィーを繰り返し、Boc-レAla心A!a？NAをはじめ

Boc-D-Ala-しAla？NA、Boc-L-Leu-L-AlafNAあるいはBoc脊Ah-β-Ala-t1-NAなどの生成を

触媒する活性部分を得、その構造を検討中である。

Referelces

l)Sddzaki,H･; Murakami, M.;ltoh.K.;Toyota,E･; Tanizawa. K.，J MaZ. Q�.βf,zzy｡z.．

　11，23-28(2000).

2)Sddzaki.H･;ltoh,K.;Toyota,E.; Talli7awa｡K･．4㎡凹血油･,21，175-184(2001).

3)Sddzaki,H･;ltoh,K.;Toyota,E.;Tanizsa,K.,jj匂辿･&ｺﾞ.,8,521-528(2002).



ポスター９

　ハロゲンフリーイオン性流体中のリパーゼ不斉アシル化反応

　　　　　（鳥取大工）伊藤敏幸≒○尾内希望，西村嘉人

Lipase-Catalyzed EnaJltioselective Acylation in a Halogen一如e lonic Liφd Solvent

　　　　　Toshiyuki ltoh゛,NQzpmi ouchi,and Yoshihito Nishimura

　Depaltment ofMaterials Science, Faculty of Enghleering, Tottori unjversity，

　　　　　　4-101 Koyama-cho Minaml, Totton 680-8552, Japan

Abstract: various types of imidazolium sulfonateswere prepared and evaluated as solvent

for transest�ncationofalcoholstookplaceinhalogen一説e ionicliqujdsolventsystem.

　イオン性液体は，不揮発性，低毒性，再利用可能など環境調和型の次世代反応媒

体として期待されている。我４は，イオン性流体であるEbmim】PFI溶媒を用いてリパ

ーゼ触媒不斉アシル化に着手し，酵素を「イオン性流体中に固定化」して再使用で

きることを明らかにし，さらに減圧条件下でメチルエステルをアシドナーに用いて

極めて効率的な酵素再利用システムの構築に成功しているI.”’。環境調和型反応媒

体としての利用を考えると，ハロゲンフリーのイオン性液体中で反応が進行すれば

更に望ましい。イミダソリウム塩のカウンターアニオンとして硫酸イオンが利用で

きれば，ハロゲンフリーイオンl生液体が実現する。そのような塩がいくつか報告さ

れているが，酵素反応については成功例がなかった。今回，硫酸イオンを対アニオ

ンとするイミダソリウム塩を調製し，反応媒体とするリパーゼ触媒アシル化を検討

した。

　ラセミ体5-フエニル↓ペンテンー3-オール（=Q-1を基質に硫酸イオンをカウンター

アニオンとするイミダソリウム塩を反応媒体に用いて，酢酸ビニルや減圧条件下フ

エニルチオ酢酸メチルをアシルドナーに使用してリパーゼ触媒不斉アシル化を行っ

た（Eq.1）。

(蜂1

　Ljpase

Acyldonor

ﾚ

． RSO3’

　　　OCOR'

Cヴ｀゛

　　(S)-2
(1)
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(R)-i

　その結果，硫酸イオン系イミダソリウム塩ではカウンターアニオンのアルキル基

　(R)により性質が極めて大きく変化することがわかり，メトキシメチル硫酸イオン

を持つプチルメチルイミダソリウム塩を反応媒体とするとリパーゼ触媒不斉アシル

化がエナンチオ選択的に進行することを見いだした。各種の硫酸イオン系イミダソ

リウム塩を反応媒体とするリパーゼ不斉アシル化の結果を報告する。

Refirences

l)ltoh,T.；Akasaki,E.;Kudo,K.;Shirakan,S.Qa･.£gzl.2001，262.2)ltoh,T･; Akasaki，

E.;Nishimura,Y.Cis･.Le11，.2002，154.3)ltoh,T･; Nishimura, Y･; Kashiwagi, M･;Onaka，

M.，lonic Liquids as Green Solvents:Progress and Prospects,ACS Symposium Series,Eds，

R.D.Rogers and K. R.Seddon,0xfbrd universityPress,inpress.



ポスター10

一

　　　　　リパーゼ不斉アシル化反応による

　　　　光学活性2,3-ジヒドロベンソフランの合成

　　　　　（鳥取大工）伊藤敏幸≒○河合公雄

Synthesisofoptically Active 2,3-Dihydorxybenzo瓦ran Denvatives through Lipase-

　　　　　　catalyzed EnantioselectiveAcylation

　　　　　　T hiy瓦 lt h dm

　Department of MaterialsScience,Faculty ofEngineering, Tottoriuniversity，

　　　　4-101 Koyama-cho Minaml, Totton 680-8552，Japan

Abstractl Fe�c ion catalyzed cycloaddition of styrene denvatives with quinone gave 2,3-

dihydrobenzofuran derivativesin excenent yields with frsls selectivity.Synthesis of

opticany active 2,3-dihydrobenzofxlranderivativeswas accomplished　subsequent npase-

cata】yzedenantioselectivetrallsesterlfication.

　我々は鉄塩触媒電子移動反応によりスチレン誘導体とキノンの13＋2]型膜化付加反

応が進行し，対応するトランス体２，３－ジヒドロベンソフラン誘導体を合成して

いるlj。この反応は１電子移動から始まるため，不斉配位子による不斉反応化が困難

である。そこで，３位にヒドロキシメチル基を有するベンソフラン誘導体についてリ

パーゼ不斉アシル化反応により光学分割を検討した(Schemeふ
ｏ
占
〉
‐
ｏ

　
　
＋

ｅ

二三告白良一゛ ”e（ぺ）そ｡H

"eo{:》守s

(士)１(陥nsonly)

Novozyrr435

vinyl acetate

一

i-P『20　3yC

R=H.E=10-s'｀

マ

　Ｋ２ＣＯ３

　　　一一Ｊ

ＭｅＯＨ，「|

・･-ｏやa。

2｀OAc

肖ｏ｛〉

　　　　　　　Sdlemel.Synthesis ofan opticallyactive2,Ary1-3-hydroxymethyl,2,3-
　　　　　　　dihydro旬randerivativey/‘∂lipase-catalyzedreacjon

　酢酸ビニルをアシルドナーに用いて各種リパーゼによりアセチル化を行い，光学

分割を試みたところ，フェノール性水酸基がフリーであるとエナンテオ選択性が低

く，Novozym435でＥ値10が最高であった。一方，メトキシ体とすると飛躍的に選

択性が向上し，同じ酵素でＥ値50以上まで向上し，実用的に十分なレペルで光学分

割することに成功した。アシル化を受ける水酸基と遠く離れた位置の官能基でエナ

ンチオ選択性が大きく影響を受けることがわかったため，フェノール性水酸基につ

いて種々保護基を変えてアシル化を検討した。この反応の詳細について報告する。

Reference

1)Ohaia,H･; Kiyokane, H.;ltohjr.71elrz21�rlJ･.£gzl.2002,43，3041
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ポスター11

耐熱性変異型ファルネシルニリン酸合成酵素の基質特異性

　　　　～硫黄原子を含む基質アナログについて～

　　(山形大一理、東北大・多元研剔東北大院・工2)、弘前大・理工9))

後藤吉範、○佐々木夕紀子、上本美代子、大谷典正、古山程俊1)、西野徳三2'

　　　　　　　　　　　　　長岐正彦sl･槙雄二

　【はじめに】ファルネシルニリン酸(FPP、C15)合成酵素は£型短細プレニルトランスフェラ

ーゼに分類され、イソプレノイド生合成の鍵酵素となる。FPP合成酵素はジメチルアリルニリン

酸(DMA?P)やゲラニルニリン酸(GPP)にイソペンテニルニリン酸(IPP)をHeadtoTan型に順

次縮合させ、最終生成物としてFPPを合成する反応を触媒する。

　　今日まで､FPP合成酵素を含むいくつかのji･プレニルトランスフェラーゼの一次構造が明ら

かにされ、７つの保存領域(１~Ⅶ)の存在が指摘されている。東北大の大沼らが、これらの酵素

の高保存領域ｎのＤＤｘｘＤ配列から５つ上流に存在するアミノ酸(本酵素では81番目のチロシ

ン)が生成物の細長決定に大きな役割を持つと報告した。本研究では81番目のチロシン(Y81)を

セリン(S)、アスパラギン酸(Ｄ)、アルギニン(R)に、それぞれ置換した点変異酵素(Y81S､Y81D、

Y81R)を調整し、それらの基質特異性を硫黄原子を含む基質アナログを用いて検討した。また、野

生型酵素についても同様の反応を行い、変異型の結果と比較を行った。

　【実験方法】今回検討した酵素は、中等度好熱性細菌丑9αajss蝕lj悦ゐsl72x¥､1j7s(BST)由来

FPP合成酵素の野生型及び点変異型(Y81S､Y81D､Y81R)である。酵素は、前の報告に従い調

製し２つのカラム法を用いて単一に精製した。酵素反応はともに55℃で行った。生成物確認は逆

層TLC(LKC-18)を用い、各様品とのRf値の比較から行った。

　{結果と考察}野生型酵素は側鎖に硫黄原子を含む基質アナログに対して大変低い反応性を示す

のみであった。一方、変異型酵素Y81S､Y81D､Y81Rは硫黄原子を含むDMAPPアナログについ

ては野生型と同様に低い反応性を示したが、硫黄原子を含むGPPアナログに対しては大変高い反

応性を示した。側鎖に硫黄原子を含むアナログについての反応性の結果の一部を下図に示した。な

お、各活性値は野生型FPP合成酵素の天然基質GPPの活性を100％とした時の相対値(％)で示し

ている。また、今回の硫黄原子を含む基質アナログの結果が、以前に報告した酸素原子を含む基質

アナログの結果と大変似た反応性を示すことが分かった｡野生型酵素はヘテロ原子を持つアナログ

に対して低い反応性を示すのみであるが、各変異酵素はいずれもGPPアナログに対し高い反応性

を示すことは興味深い。これらは、

本酵素の有機合成への利用を広く示

唆している結果といえる。さらに、

各反応の生成物の分析、IPPの取り

込み数についても検討したのであわ

せて報告したい。
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ポスター12

　プレニル基転移酵素の人工基質、homoIPPの反応性

　　　～抗腫瘍活性関連物質の合成のために～

　(弘前大理工、山形大理、東北大院工、東北大多元研)

○長岐正彦、三木庸平、桑原一博、仲田美乃里、槙　雄二、

　　　　　　西野徳三、古山稜俊

　An artificialsubstrate､homoIPP(4-methyM-pentenyl diphosphate)

　　　　　　ofprenyltransferases

　(m 必Ｕ・ 回 Ｕｉ Ｔ )心

　　YoheiMiki.Kazuhiro Kuwahara､ Minori Nakada､YujiMaki、

　　　　Tokuzo Nishjno､ Tanetoshi Koyama

¬

Abstract: As a basic research for synthesizing the terpenes with antitumor advlty， we have

exammed the reactiⅥtyof4-methy14-pentenyl diphosphate (homoIPP)as homoaUylic substrate

m the reaction catalyzed by some bactenal prenyl cham elo昭atig enzymes･

1.近年、ホヤやナマコ等より抗腫瘍活性（P388、WEHI164等）を示すテルベン系

硫酸エステル類が単離され注目されている。

　我々は、プレニル基転移酵素［ファルネシルー（FPS）、ゲラニルゲラニルー（GGPS）、

ヘキサプレニルー（HexPS）、およびウンデカプレニルニリン酸合成酵素（UPS）jを用

いて、これらの抗腫瘍活性を有する関連物質の合成を試みるためにIPPホモログである

人工基質、4-methyl-4-pentenyl diphosphte（homoIPP）の反応性について検討した。

2.酵素反応は耐熱性の場合は55°Cで､その他は3ァCで反応レ定法通り処理しHPLC

とGC-MSを併用して解析した。

叫づ｡。 ん_orrヱ=七4 ＯＨ
＋

Ｈ

　DMAPF､1=1
　G?P、n-2
　FpP、I-3
3.これまでプタの肝臓から得られるFPSを用いてGPP(orDMAI゛P)とhomolPPを反

応させた場合にはZ-homoFOH(orZ-homoGOH)が得られることが知られていたj'2)。

　しかし、今回＆z�＆sjzasia71叩A血s FPSを用いてGPPとhomolPPの反応を試み

たところ、召-およびZ-homoFOHが5.5％の反応率で得られ、その割合は48:52であっ

た。更に、DMAPPとhomoIPPの反応では、£-およびZ-homoG()Hが71％の反応率

で得られ、その割合は35:65であった。

　また、如､7aaαs Mas B-P 26 HexPS を用いてFPPとhomoIPPの反応では、＆およ

びＺ-ｈｏｍｏＧＧＯＨが8.7％の反応率で、その割合は、60:40で得られた。

　Ｚ型長鎖プレニル基転移酵素、M&aza･ B-P 26 UPS を用いてFPPとhomoIPPの反応

ではZ-homoGGOH(反応率:2.0％)のみが得られた。

　また、ゲラニルゲラニルニリン酸合成酵素(GGPS)を用いた反応に関して現在実験続

行中である。

　これまでの細菌類から得られたプレニル基転移酵素の反応結果から、いずれの場合

も１分子縮合物の生成物のみが得られ、しかもUPS以外は＆体およびZL体の両方が含

まれる事が明らかになった。また、これらの反応機構についても考察した。

Relerences1〕K.0gu蹊A.S幽o､T.Koyarya､andS.Seto､jか1.Cゐa･Sac､96.4〔〕37(19ﾌ4)｡
　　　　　2)A.Saito､K-○･Ila､andS.Seto､(js･.lm.(1975)1013.
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ポスター13

　　　　　光学活性Q･(フロロメチル)アラニンの合成研究

　　　　(静岡理工大・理工)○桐原　正之，滝渾　隆，幡野　明彦

　　　　(富山県立大・工)　　川崎　正志

　　　　Synthetic Study on optically Active (l-(Fluoromethyl)alanhles

(Shizuoka lnst. Sci.＆Tech,)Masayuki Kirihara，Ryu Takizawa, Akihiko Hatano

(Toyama PrefecturaI Univ.)IMasashi Kawasaki

Abstract We triedto synthesize chhh-(nuoromethyl)alanines fyom chhl monoacetates of

2-(nuoromethyl)-2-methylpropane-1,3-dio1. However， all our attempts to get the chiral

monoacetates ushlg lipase-catalyzed reaction were aled. We are now examiniJlg to

synthesize chiral monoacetates of 2-benzoyloxyc�)onylamino-2-methy1- I,3-diol and

synthesizechiral(z-(nuoromethyl)alanines肋mthem.

α-アルキルー(ｒアミノ酸や、それらを構成アミノ酸として含有するペプチド・タン

パク質は生物活性的に興味深い。1)我々は、含フッ炭c『アルキルーα-アミノ酸の合

成研究を行っており、既に光学活性DFACC(1)を、リパーゼを用いた不斉トランスエス

テル化反応を利用して合成することに成功している。2)今回は、種々の生物活性クン

パク質の構成アミノ酸として知られているa-メチルアラニンの、モノフッ炭化誘導

体Lr(フロロメチル)アラニン](2)の不斉合成を検討した。

≒二
F･

Ｆ

(S)-1

ＯＯＨ

H3CI

メチル基とフロロメチル基を併せ特つ1､3-ジオール(3)の不斉トランスエステル化、

又は1､3-ジアセテート(4)の不斉加溶媒分解により、光学活性モノアセテート(5)を合

成し、これを用いて２の不斉合成を行う事を試みた。しかしながらいずれの場合も目

的の５を得ることには成功しなかった。そこで、メチル基と窒素官能基を併せ持つ

1､3-ジオール(6)の不斉トランスエステル化により光学活性モノアセテート(7)を合

成し、７から２を不斉合成することを計画した。現在６を用いてリパーゼとの反応を

検討中である。

二
lipase-catalyzed

transesteriication こ〉ぐ

　3　　　　　　　　　　　　（R）-5

HO　　　OH　　　　CbzNH　　　OH　大大　大

　　　　OH　　　　　　　　　　OH
　　　　　　　　　　　　　6

lipase-catalyzed

solvorysis

一一

　　　　　　4

1ipase-catalyzed

transestenfication

一一一一一一一一一一一一－一一一-･･

CbzNH　　　ダーOAc　　　　⑤

・H

Ｆ　ﾀﾞ‾OH　ぺこ

(S)-5

Referelces

l)山田俊一，阿知波一雄，化学,21，474(1966).

2)M. Kjfihara,T.Tauwa.M. Kawasaki, H.Kakuda,S.Hlrokami,H, Tilkahata,Cigs.£gr£

　1999,405.
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ポスター14

光学活性2,6-エチルアミノピリジン類の合成

京都薬大　上西潤一、〇高見太郎、油谷幸子、伊藤嘉彦

　　Preparationof opticaHy Active 2､6-Bis【1-aminoethy】)pyndines

　　(Kyoto Phamlaceutical unlv.)Jun'ichi uenishi､Taro Takami、

　　　　　　　　　Sachiko Aburatani､Yoshihiko lto

Abstract: LiPase catalyzed kinetlc acetylation of 2,6-bls(1-hydroxyethyl)Pyndine with vinyl

acetate gave (Ｒ,Ｒ)-diacetate，(沢)-monoacetate，and(ざβ)-diohn good yield. Substitution of

chiral hydoxylcarbon center with amines 嶮z methanesulfonate will be discussed.

　ヒドロキシ･エチル基がピリジン聚の2､6位に置換したジオールを、酵素a/

(Novozym 435)の存在下にビニルアセテートをアセチル化剤に用いて速度論的分割

を行った。その結果、(Ｒ､Ｒ)-ジアセテートが収率22％で、(刄)-モノアセテートが43％

で、そして(5､ざ)-ジオールが22％の収率で得られた。これらの化合物は報告されて

いる旋光度との比較で純粋であることを確認したほか、光学活性アミンとのジアス

テレオマー形成をおこなって確認した。また(尺)-モノアセテートはアセチル化しても

加水分解しても旋光度がゼロのメソ体に誘導できた事からその構造を確認した。

ＯＨ ＯＨ
Ｐら0,rt

＋

ＯＨ ＯＡｃ

＋

ＯＨ ＯＨ

　　　　　　　　　　　　　[α],29+138(cl,8,acetone)tα]｡29+48(c0.7,acetone)Eα]｡2≒63(cl.4,acetone)

　既に酵素a/を用いたピリジニルエタノールの不斉アシル化とそれらの各種求

核剤による立体特異的な置換反応を報告したがl)，得られた光学活性(尺,和一および

(S,S)-ジオールを同様の方法でメタンスルホネート誘導体を経由して，置換反応を行

った。それぞれのメタンスルホネート体を別途アセトニトリル中ピベリジンを作用

させると，収率約9o％で1-(yピベリジル)エチル基が2,6位に置換したピリジンが

得られた。これまでの結果からこの位置での置換反応は立体反転で起こることが分

かっており，かつ沢和一ジオール体から得られたジピベリジノ体と(S,S)-ジオール体か

ら得られたジピベリジノ体では，旋光度の値が等しく極性が反転しており，両者が

エナンチオマーであることが確認できた。

ｒｔ､０､５ｈ

ＯＭＳ

quant.

ＯＭｓ

60°C､0､5h

[α]D27

９皿

-６２(ｃ０．３,ＣＨＣ１３)

1）J.Uenishi,T.Hifaoka，S.Hala,K.Nishiwaki，0.Yonemilsu,K.Nakamlza,adH.Tsuk!ibe,J.Q－.a｡。｡，

　　199S,6j,2481 andJ. Uenlshi,T.T廬agi,H.Hiraoka,0.Yone皿tsu,azld H. Tsuhbe, 励nlg11，1999, 41.
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ポスター15

　　　２段階酵素反応による２つの不斉炭素をもつ化合物の合成

　　(福井県立大学・生物資源学部、京大院農・応用生命科学専攻･)

○和田　大、吉住あゆみ、野田祐美子、高木博史、片岡道彦*、

清水　昌*、中森　茂

Synthesis ofDouble-Chiral Compound by Two,step Enzymatjc Asymmetric Reduction

(Fukuj Prefecturaluniversity, Graduall school ofKyoto university*)

M胞坦Oy挺垣,Ayumi Yoshizumi, Yumiko Noda, Hiroshi Takagi, Michihiko Kataoka*，
Sakayu Shimizu*，皿d Shjgeru Nakamori

Abstraet: A practicalenzymatic synthesisofa double-chiralkey compo皿d,(4j?,67?)4-

hydfoxy-2,2,6-trjmethylcyclohexanone,startmg丘om the readily available2,6,6-壮imethyl-2-

cyclohexen,1,4,dione is described.

　【目的】酵素を用いてケトンのカルボニル基を立体選択的に還元し、光学活性な２

級アルコールを与える酵素的不斉還元反応は数多くの研究例がある。しかし、炭宗一

炭素２重結合の酵素還元に関しては報告例が少ない。本研究ではketoisophorone(KIP)

から有用カロテノイド前駆体であるダブルキラル化合物actio1を酵素反応で生産す

る方法を検討した。

　【方法・結果】KIPの２重結合を立体選択的に還元し、actiolの前駆体である(67?)-

1evodioneを与える酵素をハン酵母(Saccharomyces cerevisiae)より精製し、それが01d

Yenow Enzymeであることを明らかにした。S、cerevisiae中には２つのＯＹＥ(ＯＹＥ２、

０ＹＥ３)が存在することが知られている。S、cerevi5iaeのゲノム情報をもとに両遺伝子

をPCRクローニングし、構築した発現プラスミドで大腸菌を形質転換した。得られ

た形質転換体の細胞抽出液を用いて検討したところ、KIPの不斉水素添加にはOYE2

が適していることが判明した。補酵素再生には天野エンザイム社のGlucose

dehy＆ogenaseを使用した。生成した(6和一levodioneをCorynebaderium aquaticumM-13

由来のlevodione reductaseと反応させると、actinolが得られた。条件検討の結果、10

mg/mLのKIPから9.5mg/mLのactinolが生成し、その光学純度は94％c.ε｡であった。

2,6,6-trimethyl,2-cydohexen.

1冷dione(ketoisophorone)
(祓)-2,2,64rimethyl-cydohexane-

1,4-dione((6・)-levodione)
(4刄,6－)-4-hydroxy-2,2,6-

trimethylcyclohexanone(actinol)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　94％ae.

Re・rence: M. Wada eta】･，Produetjonofdoub】e-chira】compound,(4j?,6j?)-4-hydroxy-2,2,6-

trimethylcyclohexanoDe,by two-step enzymatic asymmelric reduction,jJ7μ.£zn冶･り一.
λ6･crobil･�.，hlpress

27



ポスター16

　　　　　低温法を用いたリパーゼ光学分割におけるアシル化剤の

　　　　　　　　　　　　　　　選択による効率化

　　　　　(岡山大工)酒井貴志○松田明子・是永敏伸・依馬　正

Enhaneement of the Enantioselectivity and Reaction Rate m the Lipase-Catalyzed Resolution

at Low TemPerature by Choice ofAcylatmg Reagents

(Faculty of Engineering， 0kayama university)Sakai，Takashi; MatsudaJ駄函Q; Korenaga，

Toshinobu; Ema, Tadashi

Abstract: various acylating reagents were exammed to enhance the enantioselectivity and

reaction rate in the lipase-catalyzed resolution ofazirine derivative at low temperature.

　当研究室では、リパーゼPSを用いた3-Pheny1-IH-alzirine-2-methano1の光学分割を行

ってきた。これまでの結果より、アシル化剤に酢酸ビニルを用いたところ、-40（Cと

いう極低温下ではE＝99という高いエナンチオ選択性を実現した1）。しかし低温下

では反応速度が低下する（TTN/h＝210）。そこで多孔質セラミックスToyonite D-M （東

洋電化工業（株））に固定化したリパーゼPSを用いると反応速度は改善されたがそ

の反面、エナンチオ選択性が低下し、£＝63であった。

　そこで本研究では、エナンチオ選択性、反応速度をさらに向上させるため、アシル

化剤に着目し、これまでに用いてきた酢酸ビニルに変えて、最適なアシル化剤の検索

を行った。

　　　　　　Scheme l. Lipase-catalyzedresolutionoO､PhenyX-IH-alzirine-2-mcthanol

　　　　　　　　　　　　　　using variousacylatingreagents

UJ

天一

　(±)-1

120

100

　80

　60

4
0
2
0

０

ＯＨ

lipase PS on

　　　　　　Toyonite D,M

Ｈ２ＣニCHOCOR｛1~2equiv.｝

　　　　　Et20 40°C

1　　　3　　　5　　　7　　　9

　　　　　　　Acyl Chain Length

　Figure 1.£-valuew.acyl chain length

１１

　　り｡H

Ph/
Åﾑく::し○

宮R　＋ ｡hノペ4o”

　　　(町2　　　　　　　　(S)-1

炭素鎖の長さの異なるアシル化剤を調

査したところ、炭素鎖の長さによって

エナンチオ選択性に大きな変化が見ら

れ(図1)、カプロン酸ビニル(n＝5)を用

いたとき最もエナンチオ選択性が高く、

£＝102､TTN/hこ2000であった｡また、

適切な架橋剤をもつToyonite 200に固

定化したリパーゼを用いた調査も行っ

たのであわせて報告する。

Reflrence

l)Sakai,T.; Kawabata, I･;Kishimoto, T･;Ema,T.;Utaka,M.j.θ嘔C陥72. 1997，62,4906.
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ポスター17

　　　Toyonite固定化リパーゼにおける低温下での架橋剤の最適化

　　(岡山大工)酒井貴志○猪野　恵・田中優子・是永敏伸・依馬　正

Optlmization ofthe organic bridges for the Toyonite-immobillzed npase atlow-temperatures.

(Facu!ty of Engineer≒，0kayama university)Sakai，Takashi;謐丿血赳面;Tanaka，Yuko;

Korenaga,Toshinobu: Ema, Tadashi)

Abstract: Some types of organic bridges were investigated the liPase-catalyzed resolution of

prlmary alcohols at low temperature.

　リパーゼを用いた１級アルコールの速度論的光学分割において、当研究室では、極

低温下で反応を行うことによりエナンチオ選択性の向上に成功したI）。低温下での反

応速度の低下については、多孔質セラミックス（Toyonite）固定化リパーゼを用いる

ことにより、大幅に改善することができた。　しかし、基質によってはエナンチオ選択

性が低下する場合もあった2）ため、本研究では、低温下の反応においてより商いエナ

ンチオ選択性を発現させるための固定化架橋剤について調査を行った。

　リパーゼに対する架橋剤の作用を調査するために、炭素鎖や官能基を変化させた架

橋剤（Figufel）を合成し、Toyonite固定化リパーゼを調製した。

Sehemel.Lipase-catalyzed resolution of

2-hydroxymethyl,1,4-benzodioxane.

lnE

3.5

　　　　　　　　　　　lmmobilized
　　NO　　　　　　　lipasePS 、々○⑤

○

几
OH‾ぶ7;yjﾗｽﾞｦﾌ⑤

○

こ

OAc 30

○

月ル計
３
６

一
一
一
一

ｎ
ｎ

ａ
ｂ
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μ
｀･鳶

　　ｃ：ｎ＝１１

　弗疹|

　　　｜

Filure l. various organic bridges.
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ｆ

９

ｈ

Ｒ＝ＣＨ３
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Ｒ＝Ｃ６Ｆ５
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□
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ｄ
ｆ

口　ｅ

ａ
ｂ

●　９

Ｃ

ｈ

　　　　・5 1/7^(10'3 K'1)410

昌こごTemperature e脱ctoflipase｀catalyzed

　結果をFigure 2 に示してある。架橋剤の構造が温度効果・選択性に大きく影響を与

えることが分かった。また，架橋剤によって転位温度が示唆されるものも見られた。

それについても調査したので報告する。

1)Salcai,T･;KawabauU･; Kishnoto,T.;Ema,T･; Ulak4 M. J a･-.Cies.1997,62,4906.2)Sakai,T･;Mikj，

Y.;Tsuboi,M.;Ti£euchi,H.;Ema,T.;Uneyama,K.;Utaka,M.J.0－.Ckl●｡2000,ij,2740.
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　　　　　　CGTaseによるキラルアルコールの選択的配糖化

　（岡山大工）酒井貴志・大賀則夫○高橋　真・田中延明・是永敏仲

　　　　　　　　・依馬　正

　　　　　　CGTase-Catalyzed Selective Glucosylation of Chira1 Alcoho1

（Faculty of Engineering， 0㎞yama univers時）Sakai，Takashi; Ooga， N�o; T皿aka，

Nobuaki; Takahashi, Makoto; Korenaga, Toshinobu; Ema. Tadashi

　Regio一匹d enantioselectivitiesin CGTase,catalyzed glucosylation reactions of chiral

1,2-diolswere investigated.

　天然物の中には糖鎖を有する化合物が多数報告されている。また、有機化合物へ配

糖化することにより、熱・酸化安定性、水溶性を向上させることができるため、多様

な糖鎖、配糖体の合成が盛んに行われている。しかし、配糖化におけるエナンチオ選

択性の発現についでの報告例は少なく、ほとんど調査されていない。我々は、シクロ

デキストリングルカノトランスフェラーゼ(CGTase)を用いてキラルな1､2-ジオール類

への配糖化を行ったところ、エナンテオ選択性、および位置選択性が発現することを

見出したので報告する。

　配糖化は、まずCGTaseによってアルコールヘ配糖化し、グルコアミラーゼで多糖

部分を切断してモノグルコシドを得た。ＩＨ ＮＭＲ、ＨＰＬＣによりジアステレオマー比

を調査した。

　　ＯＨ
Ｈｏｿa

　(t)･la-c

1)CGTase,starch，

　acetate buffer(pH 5.5)，

　50°C,48h

2)9lucoamylase，

　acetate buffer(pH4.5)，

　40°C,16h

Hj

ＨＯＪヽａ

2a･{2

＋

Hj

3a-c

　(R)-2aの化合物では二次元ＮＭＲを測定して1'位のＣと１位

のＨの相関関係を見ることによって二級水酸基に配糖化してい

ることを確認した。また、基質に1､2-dio1を用いて反応を行うと

二級選択的かつ7?選択的に配糖化した。側鎖がアルキルのもの

より芳香環のもののほうが二級配糖体の刄選択性がよかった。

二級選択性の発現は一級水酸基との相互作用によるものではな

いかと考えている。

substrate ｢atios(％)of glucoside 2 ÷3

totalyield（％）（R）-2（S）-2（R）-3（S）-3

÷

(吟2a

(S)-la･c

6’

a　n゛C4H9

b　n'C6H13

c　　Ph

Ｎ
　
ａ
　
Ｑ

ｇ
Ｐ
ｔ
　
９

45　44

50　　41

58　　21

Ｑ
　
ｇ
　
Ｎ

&
Z
U
n
　
a

　
　
　
　
　
　
　
１

remaining alcohol l
-
yield(％)ee゛(％)
-

38　　　6(S)

43　　15(S)

45　　43(S)

゜De抽『minedbylHNMRandHPLC.゛DeterminedbyGCorHPLC.
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　　有機溶媒中のエステル交換反応における酵素活性と添加物効果

　　　　　　により誘導される酵素分子のnexibnityとの相関性

　　　　　　　　(神戸大院総合人間科学１・神戸大院自然科学2)

　　　　○安岡久志１・梅村健１・渡辺圭一２・岡本崇２・上地真一1'2

　Relationship between enzymatic activity and cona}rmational nexibmty of enzymes

　　　bn)ught about by additive enicts n)r transesterincation in organic media

(Grad皿te School of Cultur�StudiesandHL4manSciencejGraduateSchoolofSdenceand

　　　　　　　　　　　　　7と屈�男５２瓦油eび雨wrs卵)

Hisashi Yasuokaj Ken umcmuraj Kciichi Watanabe, 2 Takashi okamot0,2 Shin-ichi ueji1'2

Abstract: The mechanistic details for the additivc-induced high enzymatic activity werc

invcstigatcd on the basis of the discussion of the kinetk study and the enzyme7s nexibility

estimated丘om the ESR measurements ofthc sPin-1abeled enzymc･

　ａ-キモトリプシンを触媒とした有機溶媒中でのエステル交換反応をモデル反応

として､種々の添加物効果による酵素のnexibilityの変化と酵素活性との相関性を検

討した。

　有機溶媒中で酵素が活性を発現するに当たってば、少量の水を添加することが有

効であることは従来から知られていたが、1)これにDMSOを同時に添加することに

よって酵素の活性が著しく上昇することを見出した。本研究では、酵素活性の向上

に対するDMSOと水の協同効果を明らかにするため、Michaelis-Menten動力学に基

づいた解析とESR測定による酵素分子のnexibility2)の変化について検討を行った。

その結果、DMSOの添加に伴って、酵素分子のnexibilityが増加することにより、

酵素一基質複合体の安定性が向上することが分かった。

　また、エステラーゼを触媒とした反応について、水の添加物効果より誘導される

酵素のnexibilityの変化と酵素活性との相関について検討を行ったので併せて報告

する。

Relerences:(1)Kitaguchi H，ltoh l，0no M， ags. £g｡ 1203-1206 (1990)･

(2)K.Wltanabe,T,'ybshida,S.Ueji,aes.CQssa･，1260(2001)･

３１
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　　　　　　　　　　　新規生体酸化触媒の探索

　　　-シクロヘキサン資化菌の単離及び菌体内タンパク賀の解析-

(宇部興産　宇部研究所)○吉田洋一　則武智慧浅原健彦　渡辺正徳

　　　　　　　　(山口大学医学部)藤本正憲　中村和行

　　　　　Sea�ng fbrNovel Biocatalysts ofoxidation Reacti(s

4solation ofmica)be which utmze cyclohexane, and芦)tein analysis ofthe microbe －

　　(Ube lndustries,Ltd)Xskhadija,TomoyaNoritake,Takehiko Asahara，

MasanoriWatanabe(Yamaguchi unjversity)MasanoriF司im(yto.KazuyukiNakamum

Abstract: Abact�um capableofdlizi昭cyck)hexane was isolaled肋mtheshldgeandidentifiedas

Psa4あmona5sp.(UBMOI003)｡0ur study ofinduad F)teins suggestedhl UBM01003 m油tbve

newoxida丘on enzyme system.

　化学法における酸化反応は、硝酸酸化に代表されるように高エネルギー、多廃棄物である

ことに加えて危険性が高く、グリーンケミストリーの流れに逆行するプロセスである。しか

も、反応の選択性は低く、コントロールが難しい。これらのことからグリーン且つ高選択的

な酸化反応プロセスが求められている。

　そこで、我々は新規な酸化反応を触媒する生体触媒を見出すべく、シクロヘキサンを資化で

きる微生物を土壌サンプル等からスクリーニングした。

　スクリーニングの結果、当社工場汚泥中よりシクロヘキサンを唯一の炭素源として生育で

き、且つ、種々の有機溶媒に耐院な微生物(7)回函msysp.UBM01003)を単離した。

　培養上清の分析よりエポキシクロヘキサンを検出し、且つ本微生物の資化性から

jdn叔)b(zctersp等で報告されているBaeyer･V囲Frタイプの代謝系とは異なる、以下の代謝系

を有する可能性が示唆された。

○⇒(≫⇒プ≫○昌
　　　　　PIlsumedM由bonc Pathway ofCyd油exanebyPsajomoflasspヽUBMOI003

　本微生物からシクロヘキサン代謝に関与する酵素群を特定するために菌体内タンパク質の

解析を行った。

　菌体内タンパク質の解析は複数の炭素源で培養した対数増殖後期の本菌の可溶性両分を

SDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳勤して比較することにより行った。

　その結果、炭素源をシクロヘキサンとした場合のみに誘導されるバンドが複数見出され、

そのアミノ酸配列を解析した結果､その中の数種はタンパク質配列DB中に該当のない全く新

種のタンパクであることがわかった。

　これら未知タンパクには、新規な反応を触媒する酵素が含まれている可能性がある。

32
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　イソプレノイド化合物の膜間移動に関するアッセイ系の構築

　　　(東北大・多元研)○小関弘恵知、高橋征司、古山稜俊

　　　Development ofmethodology for tansmembrane movement studies

　　　　　　　　　　　　ofisoprenoid compounds

(lnstituteof Multidisciphnary Research for Advanced Materials､Tohoku university)

　　　　　　　Koichi Koseki、SeijiT辿allashi､Tanetoshi Koyama

Abstract: For the purpose of investigating thc transmenbrane movcment of isoprenoid

compotmds(undecaprenyl phosphate， geranylgeranyl phosphate and famesyl phosphate)，

we have synthesized some nuorescent probe compounds and detemlined their UV 皿d

nuorescence characteristics.

（目的）ウンデカプレニルリン酸（ＵＰ）は､細菌のペプチドグリカン生合成における

ベプチドグリカン前駆体、ボリミキシン耐性菌のリピドＡの生合成における新附質

前駆体などの膜アンカー附質として機能しており、イソブレノイド化合物の中でも

極めて重要なものである。近年、我々はこのＵＰの供給に重要な酵素として、

Micrococcu5 luteusB-P26由来ウンデカブレニルニリン酸合成酵素の遺伝子クローニ

ング及びこの酵素のＸ線結晶構造解析に成功している。 IJ）このＵＰが各々生合成

後に前駆体から遊離されると細胞膜の外膜から内膜へ反転（フリップーフロップ）

することが想定されているが、まだ詳細は不明である。我々はこのＵＰの膜間移動

の過程を明らかするため、まず最初に蛍光プローブを用いたフリッブーフロッブの

アッセイ系の構築を行うことにした。

（実験及び結果）ＵＰのリン酸部分にアミノエチル基をジエステル結合させ、更に

このアミノ基に蛍光発色団であるNBD（7-nitrobenz-2-oxa-1､3-diazo1-4-yl）基を導入し

た化合物を蛍光プローブとして合成した。またブレニル部分がファルネシル基及び

ゲラニルゲラニル基である蛍光プローブも同様に合成した。次に、今回合成した３

種類の蛍光プローブがEgg PC及び大腸菌由来リン附質リポソームに導入出来るこ

とを蛍光顕微鏡で確認した。またジ子オナイトによる蛍光消光法を用いることで、

リポソーム中の蛍光プローブの相対蛍光強度を蛍光分光計で測定出来ることを確認

した。この結果よりリポソーム中でイソプレノイド化合物のフリッブーフロップを

アッセイするための実験系を構築できることが分かった。更なる構築のため現在リ

ポソーム中での各蛍光ブローブの挙動について解折中である。

CH2CH2NI ＮＯ２

　　　　　　　　　　　　　Figure,IFluorescentprobecompound

References:

I)N.Shlmizu,T.Koyama,and K.0gura(1998)jJ沁/.Ga7.273，19476-19481

2)M.Fujlashi,Y-WZhang,Y.Higuchi,X.-YLi,T,Koyama,andK.Miki(2001)

　Proc』v'ali.λcad.Sci.U&4　9S,4331-4342
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Rhi7､ocloyliasolani Anastmosis Group 1 によるモノテルペノイドの変換

　　　　　(近畿天理工　岐阜大農*)○川添秀樹　百町満朗＊　宮渾三雄

　　　Biotransformation of monoterPenoids bＮＲｈ吃octoni･aso政所Anastmosis Group l

(Department of Applied Chemistry， Faculty of Science and Engineering， Kinki university，

and Laboratory of Plant Disease Science， Faculty of Agriculture，Gifu university)匝血k1

Kawazoe,Mitsuro Hyakumachi, Mitsuo Miyazawa

Abstract: The microbial transformation of monoterPenoids was investigated by using the

twelve isolates of soil-bome Plant pathogenic funが，尺岨こθｄθれ治ざθ沁戻.Fromthe main

component analysis　and　the difference　in　the　yields of converted　product from

monoterPenoids,the twelve isolates ot Rhi乙octoniasoはniwtvt divided into some grouPs.

　一般に天然生理活性物質の化学的な合成は、その複雑な構造を有するがゆえに極

めて困難な場合が多い。そこで、本研究では、大量入手可能で安価な天然型有機化

合物を原料により付加価値の高い化合物の生産を目的とし精油含有植物寄生菌

烈面ｄ凹沁g/皿昌こよる天然型有機化合物の微生物変換反応を試みた。また、植物病

理学の分野では病気の主因となる病原を正確に知ることは大変重要であることから

酵素学的見地による新たな植物寄生菌分類法についても考察した。

ＡＧ-１-ＩＡ

ＡＧ-１-ＩＡ

ＡＧ-１-ＩＡ

ＡＧ-１-ＩＢ

ＡＧ-１-ＩＢ

ＡＧ-ｌ-ＩＢ

ＡＧ-１-ＩＣ

ＡＧ-１-ＩＣ

ＡＧ-１-ＩＣ

ＡＧ-１-ＩＤ

ＡＧ-１-ＩＤ

ＡＧ-１-ＩＤ

Rs24

Joichl-2

RRG-97-1

TR22

R147

110.4

F-1

F-4

P-I

RCP-1

RCP-3

RCP-ﾌ

Rjce

Rjce

Rice

Kentucky blue Fass

White clover

European pear

Sugarbeet

Sugarbeet

Sugarbeet

Cofke

Cofke

Co既e

Philippines

Toyama

Glgu

Tochjgi

Tochigi

okayama

Hokkaido

Hokkaldo

Hokkaido

Philippines

Phillppines

Rlce-shea出bl治ht

Rice-sheath blighl

Rice-shea山bl】ghl

Web-bhght

Web-blight

Web-bllghl

Damping-o汀

Damping-o汀

Damping-o汀

Brown-patch

Brown-patch

　本研究では､Tableに示した６種のHostから単離した12種の植物寄生菌Rh吃octonia

solaniを生体触媒として変換反応を行った。変換反応は、Richard's培地中

(100ml/200mlマイヤー　27で)で７日間培養した後、基質である/-mentho1を30mg

それぞれに添加し、７日間変換したものをCH2C12で抽出した。抽出物はGCにて解

析し、変換能のScreeningを行った。

　その結果、12種の異種菌株のうちAG↓ICサブグループの３菌株では非常に高い

変換能が確認された。いずれの菌株からも同一の生成物が得られ、各種スペクトル

データにより、その構造は(午(1S､3凡4ﾀ)↓Hydroxymenthol、O-(1S､3/?､4S､6ﾀ)-6-

Hydroxymenthol、および、(+)-(1S､3凡4瓦6S)-6､8-Dihydroxymentholであると決定した。

M.Miyazaw4H.KawazoeandM.Hyakumachi. j.Chm.Techn�.RiMech�｡（2002）vol.ﾌﾌ，p.21～24

－34
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植物培養細胞によるダイレクトグリコシレーション

（岡山理大一理・基礎理）○浜田博喜・大岩正吾・古谷力

　（京都教育大・理）石原浩二（岡山県立大・栄養）中島伸佳

The Direct Glycosylation by plant suspension cells

（Dept.of Applide Sei･，Faeulty of Sci･，0kayama un汝of Sci･，1-I Ridai-cho okayama，

700-0005）mroki,Hamada; Syog0, 0hjwa; Tsutomu, Furuya;

（Dept of Chemistry， Kyoto univ. of Edueation， Fushimi-ku，Kyot0，612-8522）Koれji.

lshiharaけDept. of Nutritional Sci･，0kayama Prefectufal univ･， Soja，0kayama，719-1197）

Nobuyoshi,Nak咄ma

Abstract :　We have investigated the biotransformation of organic compound by plant

suspension cells.ln this study we study the biotransformation of capsaicins and hjnokitiol by

plant suspension cells and it was found that plant suspension cells glycosylate the hydroxyl

group of capsaicins and hinokitio1.

１

我々は植物培養細胞による有機化合物の物質変換研究を行なっている。今回は、

植物培養細胞による有機化合物のカプサイシン類とヒノキチオールの変換研究を

行ない、植物培養細胞の配糖化機能を見出したのでその結果を報告する。

2.培養条件及び変換物の固定は前報1）と同様な方法で行った。

二言．

HO

３

○

ゾ几 Ｈ
Ｎ

○

Glc－o、

四

＋　　O‘

Fig l. Biotransfbrmation ofCapsaicin by suspension cellsof？砂z�αごcα,2胴erlca71α

Glc/o

Fig 2.Biotransformalion ofHinokitiol by suspension cens of£perrl･ﾀ111anal

以上の結果より次のことが明らかとなった。

　植物培養細胞は、カプサイシンやヒノキチオールのフェノール性水酸基を配糖

化する。

Refbrence

1)H.J Wimam8 and H, Hamada gaZ, J.lndian Chem. S()c.，ヱ1838(1998)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－35－
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Glomerdla dngul�aを生体触媒として用いた(-)-a-santoninの変換

　　　　　　　(近幾人理工)○上田征史、宮潭三雄

　　　Biotra5fonnation of G)-a-santonin by GlomereUa dngukltaasa biocatalyst

(Faculty of Science and Engineering, Kinki univercity)M翌旦幽L咄咄!,Mitsuo Miya7awa

Abstract:　The biotransformation of(－)-a-santomn was investigated

d昭�αzαas a biocatalyst. (句一a-santonin was oxldized by Ｇ､ｄｎｇｕｌａｔａ．

-

using G/θz77どだ//α

The structures　ofthe metabolic Product have been elucidated on the basis of their sPectral

data.

天然物由来新規物質生産の研究の一環として、植物寄生菌Glomerdla dngulataを生

体触媒として用いてセスキテルベノイドであるO-a-santomn(1)の変換反応を行った。

その結果、(1)は選択的に、(2)に変換されることを見出した。現在、(2)の化学構造に

ついて、各種スベクトルデータにより解析を行ない検討している。

３

CH3
14

15

　　13

¨l･ICH3

匹。

(-)-a-santonin(1)

Ｇ．ｄ昭�ata
metabolite 2

Refenlnees

l. Miyazawa M･，Uemura,T.;Kameoka H.,P力持,油∂㎡szry,1995,37，1027.

2.Miyazawa M｡Hol!jo,Y.,Kameoka H.，j)絢匍d把胴js的7,1997，44,433.

3.Miyazawa M｡Nankai,H.，Kameoka H.,j.ASric.F∂�C＆7?2.，1996,44，1543.

4. Atta-ur-Rahman， M. lqbal Choudhary, Mzzlj･'㎡/)r�･r:･z£gzlg，1998，12(3),215.
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2－置換－4－クロマノン類の不斉合成：リパーゼを用いる光学活性中間体の合成

　（富山県立大・工、富山高専＊）○川崎正志、後藤道理＊、米谷正’

AsymmetricSynlhesjsof2-Substituted4-Chromanones:SyllthesjsofChjrallntemledjatethroughLipase-

caiajyzed Reaction

（Facully of engjneering、Toyama Preictural university、 Toyan］a National College of Technology ‘）

Sf　●・--　　・I＝-･ミ・　　‾　　●　　　　　　　－Ｍ胞池L wasaki.

一
Nfichfmasa Goto°、Tadashi Kometani゛

Abstract:2-Methyl-4-chromanonewassynthesizedinopticallyactiveform.The chiralintermedjatefor

thechromanone was obtainedthroughlipase-catalyzedestdficatjon.

　2-置換-4-クロマノン類は天然に存在する含酸素襖素環化合物であり、生理活性を有するこ

とが知られている1.しかしながら、不斉合成は報告が少なく、また有機金属等を使用するな

ど煩雑な行程を含んでいる2.今回我々は下記のスキームにより(j?)-2-Methy14chromanoneを合

成することに成功したので報告する。

(±)-1

　1-Bulanol.Lipase
匍-
　Hexane，Na2SO4，rt

(Ｒ)-3

(土)-2

(74％)

○

　　　　(S〉-4

(45％),>99％e.e.

37

○

(士)-3

(74％)

　　　○

Ｈ

十 Ｈ

　(尺)-3

(39％),ﾝ99％e.e.

㎜

ＣＦ３ＣＯ２Ｈ，(ＣＦ３ＣＯ)２０

　　　　　　　　　　　　１

　　　Ｃ目2C12,rt

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(R)-5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(66％),>99％e.e，

　Mitsunobu反応を用い市販の4-Penten-2-ol(け)-1)を対応するフエニルエーテル((±)-2)に変換

し，その後二重結合の酸化を行いラセミ体のカルポン酸(伴)-３)を得た.Burkllolderia cepacia由

来のリパーゼ(ChirazymeL-1)を触媒としてい=)-3と1－ブタノールとの間で不斉エステル化を行っ

た。エステル化されなかったカルボン酸((和-3)を環化して目的の(j?)-2-Methyl-4-chromanone

((和一5)を合成することに成功した。講演では対応するエナンチオマーの合成，及び他の２－置

換-4-クロマノンの合成についても言及する。

References

1.F. M. Dean/'Naturallyoccurringoxygen Ring Compounds", Butterworths,London(1963)｡

2,K.J.Hodg�s,7励゛α加虐凹£靖｡42,3763(2001)｡
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　　　　山浦�uおり/涌尚尚ね由来銅アミンオキシダーゼによる

　　　　　　　　　　　　触媒反応の立体選択性

　　○内田真由美1，大谷晃文１，岡島俊英２，谷渾克行2，山本行男1

　(1京大人環ﾌ阪大変研)

　　　　　Stereoselectivity ofthe CatalyticReaetion of Copper Amine oxidase

　　　　　　　　　　　　fiomÅrthrobacter glob面rmis

　　　Ｍ恥皿･辿hl血!，Akifumiohtani1，Toshihide okφ�，Katsuyuki Tanizawa2，

　　　　　　　　　　　　　　　Yukio Yamamotol

(I Graduate School of Human and Environmenta1 Studies，Kyoto university,2 thelnstituteof

Scientine and hldustrialResearch, 0saka university)

Abstract: We have ivestigaled tllestereochemistry of the catalyticreaction of a copp�topa

quinone(TPQ)conlainillg amine oxidase fiomぶ画7)細c卿'齢泌面ｍａ(AGAO)using

deuterim-labeled substrates.

　j�lj･aゐader gl一面rjljs由来のアミンオキシダ

ーゼ(ＡＧＡＯ)は、補欠金属として２価の銅イオ

ンを含むほか、ポリペプチド鎖に共有結合したト

パキノン(TPQ)を補酵素として含有する。本酵

素の触媒反応において、まず基質アミンが酸化型

TPQとSubstrate Schiff塩基を作り、触媒塩基

(Asp298)によりａプロトンが引き抜かれて

Product Schiff 塩基を形成する。本研究は、この

ａプロトン引き抜きの立体選択性の解明を目的と

して行った。

　cx位の水素を立体特異的に重水素ラベルした

(＆[1jH]-､(S)-11-2H]-2-phenylethylamjne､tyTmine

および2-cyclohexylethylamineを用いて酵素反応

水子
Ｎ吻　　　ﾄ!202

H20

宇

02

謳

TPQ。

　｜

日

水
子

謳
y

ｹo

ﾄ什'｀OH　RCH=O H20 H---OH

TPC6j TPQ。♭

を行い、生成物の質量分析を行ったところ．ｎｒｌ】-Ｒ重水素ラベル体からは重水素をほ

ぼ完全に保持したアルデヒドが生成し、pyo-Sラベル体では重水素をほぼ完全に失っ

たアルデヒドを生じた。質量スベクトルのイオンピーク強度の比から、（x位のプロト

ン引き抜きは、99％以上という高い選択性で戸gJ特異的であることが判明した。ま

た、基質とのSchぼ塩基複合体の立体構造モデルも実験結果を裏付けた。各種生物起

源のアミン酸化酵素では、ａ水素引き抜きの立体選択性が異なることから、活性部位

における基質の結合様式が各酵素によって異なると推定される。

ツこ

ρの-S

AGAO，HEPESb�er(pH6,8) ｎﾍﾀﾞｏ

　ＨDrO,R

㎜

　　　　　　r.t.

R＝pheny，p-hydroxyphenyl， cydohexyl

　定常状態における速度論的解析を行ったところ、(司-11-2Hトチラミンでは非標識チ

ラミンと同程度のj(｡､値を示したが、(S)-IljH]-および11､1-2H2トチラミンにおいては

約1/3に低下しており、一次同位体効果が見られた。このことから触媒反応全体にお

ける律速段階は(xプロトン引き抜き過程にあると考えられた。
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リパーゼ触媒によるヘミアミナール類の動的速度論分割

　　　（崖総研）○モハメッドシャファディン・加我噴生

　　　　　　　（お茶女大理）岩井優子・山田糞二

　Lipas● catalyzed dynamlc klnetic resolutlon of h●mlamlnals

(Nat，.ln脱･4cM /f7d.Scl. 7ech･ 凶S7;りMohd.Sharfuddin,H.Kaga

rFac�y of Scjenee， 0cf･anoj7･jzljaliyers哉I　Y.lwai,S.Yamada

Abstract: Enzymatic dynamic kinetic resolution of N-acylhemiaminals by several

liPases(liPase PS, hPase AK and liPase QL)has been investigated. The acylation of

racen!ic N-acylhemiaminals with hPases Produced exclusively (R)-enantiomers in

en皿tiomerically Pure form and quantitative yields.

　生体触媒を用いる速度論的光学分割法は，種々の光学活性中間体を生成する有用

な手段であるが，不要な光学異性体が必ず50％生成してしまうという欠点がある．

ところが近年，速度論的光学分割と同時に反応基質を県内でラセミ化させる動的速

度論分割法いが見いだされ，効果的なプロセスとして注目されている．このため，

動的速度論分割法においては，定量的な収率でー方の光学異性体のみを得ることが

可能である．前回(第５回生体触媒シンポジウム)，アシル化剤としてビニルアセテ

ートを用いたヘミアミナール類の動的速度論分割を検討したが，反応条件下にビニ

ルアセテートが重合してしまい生成物の単離が困難であった．今回，アシル化剤と

してイソプロペニルアセテートを用いて再検討したので報告する．

　種々のリパーゼを用いてヘミアミナール(±卜1eのトランスエステル化を検討した

ところ，npase PS, npase AK および1iDase QL で高いアシル化活性が得られた．

次に，これら３種のリパーゼを基質(士卜1(a-f)に適用すると，すべての基質でトラ

ンスエステル化反応が定量的に進行した．置換基(R)がアセチル基以外の場合には，

高エナンチオ選択的に目的生成物2(b-f)が得られた．絶対立体配置は，CDスベク

トルにより，すべて限)体であると決定した．

Ｒ

ＯＨ

　　　Lipase

ﾒｰPropenyl acetate

Hexane

60-70oC

ａ)Ｒ＝ＣＯＣＨ３

ｂ)Ｒ＝ＣＯＣ２Ｈ５

ｃ)Ｒ＝ＣＯＣ３Ｈ７

ｄ)Ｒ＝ＣＯＣＨ(ＣＨ３)２

　一一　一一一一-

聞
＝ＣＯＣ(ＣＨ３)３

＝ＣＯＰｈ

1

.

2

，

(±)-1(a-f) 同一2(a-f)

Ward,R.S.7iか,･ａか｡,1;j弓削削gかy1995,6j475.

Hue幽,F.F.;Minidis,A.B.E.;Bickva11,J.E.Ckem.Soc.Rgv.2001,j∂,321.

39

㎜



ポスター28

ラン藻および植物培養細胞によるモノテルペン類の変換

　(岡山理大・理)○浜田博喜・加地美里・古谷力

Biotranj1)rmation ofmonoterpenes by oa71Qゐaclgrj･刑and plant suspension ceUs

(Faculty of Science， 0kayama Uiv. of Sci･，1-I Ridaj-cho okayama， 7004)005)Hiroki，

Hamada; Misato, Kaji; Furuya, Tsutomu

Abstract : Recently， the organic synthesis using biocatalysts such as enzyme， 仙ngus and

bacteria are ofconsiderable interest because ofhigh selectivity ofthe chemlcal reaction which

may be efected by such living cens. To synthesis the use毎l compound usmg Cyanobaderi14m

and plant suspension cens we have studied biotransformation of foreign substrate by

Oα月ひみade河μ澗皿d plant suspension ceUs and it was found that the suspension cells of

Nicotl･ａｎａｔａｂａｃｕｍｘｅduce stereoselectively the carbonyl group to the corresponding alcohols

and oxidize enantioseledvely the secondary alcohols to the correspondi昭ketones。

　ln this presentation, we report the biotransformation of monoterpenesby the suspension cells

ofOﾉaμθ&7びer治7?? and CalhQranlinlsroseus.

1.近年、微生物や酵素を生体触媒として利用した有機合成が注目されており、医薬

品や機能性食品の創製に利用されている。その一環として、我々はラン藻および植物

培養細胞を生体触媒として有機合成に利用する目的で、ラン藻および植物培養細胞に

よる外来基質の物質変換研究を行い、ラン藻および植物培養細胞の物質変換能力を見

出している。

　今回、我々はラン藻およびニチニチソウ培養細胞によるモノテルペン類の変換を行

い、ラン藻およびニチニチソウ培養細胞の物質変換能力を調べたので本講演で報告す

る。

2.　培養条件及び変換物の固定は前報1)と同様な方法で行った。

（ｉ）ニチニチソウ培養細胞およびラン藻

寸言言上

１　　　　　　　　　　１

io1(1)の変換

ＣＯＯＨ

3.以上のことにより次のことが明らかになった.

　　Geranio1に対して、ニチニチソウ培養細胞は10位を位選択的に水酸化するが、ラ

　ン藻は１位のアルコールを酸化してカルボン酸へ変換する。

1)H.J.WnliamssdH.Hsada,J.lndian Chem.SQ4Q21 838(1998)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－40－
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- 一 一

＆gz凶ｔａａ呵x211ipase(PCL)の第１級アルコールエステルに対する

立体選択性加水分解反応：律速段階の様相

(滋賀県大工)○横田智明・木村秀人・井上吉教・広原日出男

－ 一 一

Stereoselectjve hydrolysis of acetates of primary alcohol enantiomers catalyzed by

?jgzjdazyl∂71asc９a�alipase(PCL):astudy of rate-determiningstep

[Department ofMateria]s Science,The uiliversilyof Shiga Prefbcture)TI)moakj Yokota;

　HideloKimura; Yoshinorilnoue; Hideo Hirohara

Abstract : We have measured the kinetic constants (刄1，孔｡｡£s，12，and私)of?sg�a刑∂月αs

c印αda lipase (PCL)-calalyzed hydrolysjs of acetales of primary alcohol enantlomers， and

examined the therTnodynamics　of the reaction to　djscuss lhe mechanjsm of the

stereoseleclivity･

　これまでＰ記udornonas　cePacia由来のジパーゼPCLについての研究は、主として

第２級アルコールのエステルを基質にして行われており、機構の検討I)2)も数多くな

されている。しかし、１級についての研究例は少なく、その包括的知見は得られてい

ないのが現状である。そこで、我々は第１級アルコールの両エナンチオマーの酢酸

エステルを基質とし、その構造を系統的に変え、この酵素の触媒作用機構の知見を

深めることを目的に検討した。

　アシル化酵素中間体を経由する酵素加水分解反応では、水柱試薬の添加により説

アシル化速度を分割でき、定常状態の測定において私を得ることが可能である。我々

は、この分割実験により孔の測定が現実に可能な基質を2､3見いだし、素反応定数

を得た。さらに熱力学的検討から縁遠段階のミクロな様相と立体選択性の要因につ

いて検討を行った。

　求柱試薬添加実験から以＝50 s'lと求められ、その結果アシル化過程が律速段階で

あることが定量的に確認できた。また第１級アルコールエステルの基質一酵素結合の

様相は２級に対するそれと全く異なることが示唆された。一方、2､3の基質に関する

熱力学的検討から、両エナンチオマー開の反応速度の違いはエントロピー項の差違

に由来していること、および遷移状態においては溶炭殻をなす水分子の挙動の影響

が大きいことを見いだした。

　以上の結果から、アシル化過程においては脱離アルコールの酸素原子へHis286の

y2からのプロトン移動による四面体中間体の崩壊過程が律速であり、溶謀殺の水分

子の規討匪を乱しプロトン移動を可能にする程度によって立体選択性が決定される

と考えた。

References

l)Nishjzawa,K.，0hgami,Y･，Matsuo,N｡Kisida,H.，Hirohara,H.，

j.C72g刑｡&ﾌc,7)g4jz27h2ηj.，2，1997，1293-1298

2)Nlshizawa,K.，0hgami,Y･，Matsuo,N.，Kisjda,H.，Nishjda,S.，Hirohara,H.，

£,こ?謂ελﾀﾞil(ｙｏｂ.7i∂mal.，20,1997,333-339
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　　　　長い側鎖を有する光学活性２扮クロメン類の合成

　　　（富山犬理）○山口晴司・村山洋平・石橋　犬・宮沢麻宏・平井美朗

　　　　Synthesis ofChiral2万一Chromeneshavinga longsideehain

（　回収）皿Ｍ飛WMMI

ISHIBASHI,MasahlroMIYAZAXVA, YoshiroHIRAI

Abstract: Asymmetric PLE hydfolysis of 2-methyl-2万-chromene-2-acetate，prepafed丘om

salicylaldehyde with isopropylidenemalonate efiectively gave (絢-(-)-acidaJld(S)-(＋)-ester.　T11is

mjght be a good approach for some chira1 2万一chfomenes.

　天然ににい-geranylphenol類の立体選択的な酸化的閉環により形成されると思われる、２

位に長い斗methy1-3-pentenyl側鎖を有する多くの光学活性2沁クロメン類が存在している。

今回、強力な抗HIV活性を有する光学活性ピラノナフトキノン三量体conoeurvonel)の合

成を目的に、その構成単位である２種の光学活性ビラノナフトキノンteretifolione Bおよ

びdeoxyteretifolione B を、単一の中間体(尺)-(lb)から効果的に合成する方法についても検

討した。

　我々は、2-メチルー2万一クロメンー2-酢酸エステル(2a)の一段階合成と斗methy1- 3-Penteny1

側鎖への変換について報告しており、2)今回、(2a)のPLE不斉加水分解が効果的に(R)-

O-2払クロメン酢酸および(S)-(+)-2尽クロメン酢酸エステルを与えルことを見出し、岑

methyl-3-pentenyl側鎖への変換を行った。

　　　写

一
一

-

-

02Me

=⇒racemic(2♭)

　Te゛ぼolio“eB(X＝OH)　　　　chiral(7?)-(lb)　　　　　chiral(/?)-(2b)
　DeoxyteretifolioneB (X＝H)

　同様の縮合反応によるラセミ体のlbの合成は低収率であり、lbのPLEによる不斉加

水分解も不成功に終わった。そこで、効果的な光学活性(尺)-lbの調製を目的に、ﾌｰ

hydfoxy-1-tetraloneからプロパギルエーテルの位置選択的な熱深化反応2)を経る種々のピ

ラノテトラロン体lb､2b､3b､4bの調製を行ない、2b､4bでの不斉加水分解について現在

検討している。

Ｈ

Ｈ!
Ｒ

●●ｔ●●■●- chiral(j?)-(1b)

　　　　　　　DBU,Cu(n)C12,CH3CN
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R=prenyl(1♭),R=C02Me(2♭)，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R'CH20MOM(3♭).R=CH20Ac(4♭)

Rdirenees: 1)Boyd,M.R.;et al｡J j4z7･.Cゐ91.SOC.，1993，jjj，6673.2a)Yamaguchi，S.;eta]｡｡Z

j7efgrり91c/jcC加s･，1992，2p,755.2b)Yamaguchi,S･;etal.,j召gla)り虎&7aiej71･，1992,29,755.

2c)Yama8uchi，S.;et al.，励1/，Che肌Soc． Jpn･，1995.6∂，305.3)Ymaguchi，S.;et al.，

77�か�lg＆aﾀ1£e11.,2001.,ぱ2，1091.
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酵母を用いる鎖状化合物のエナンチオ選択的酸化および還元反応

　　（明星大理工）松本一嗣、○橋本　慶、辰田淳一、長井然人

　　　　EnantioselectiveoxidationandReductionofAcyckCompoundsbyaYeast

(Meisei university)Kazutsugu Matsumoto， Kな』盆幽油息拡Jyuichi Tatsuta,YutoNagai

Abstract: The oxidation ol dl-1 us蜃琶 Yamadazyma徊rinosaproceeded with high

enantioselectivityto afford the optically pure (7?)-l and 2. 0n the other hand， the

asymmetric reduction of2 by the yeast also proceeded to give an opticallya�v吋R)-3.

　光学活性な鎖状アリルアルコールは、有機合成上極めて有用な化合物である。当研

究室では、酵母Y(l阻adcEyma抑r池osaIF0108％が、環状アリルアルコールをエナンテ

オ選択的に酸化して光学活性体を与えることをすでに報告している。今回我々は、ｙ

和治1osaを用いた鎖状アリルアルコールの酸化反応を試み、それとともに、鎖状ケ

　トンの不斉還元反応の検討を行ったのでここに報告する。

　アリルアルコール訃1を基質として机珀咄回副こよる反応を検討したところ、環状

体と同じように、期待通りエナンチオ選択的酸化反応が進行した。そして、72時間

の反応の後、光学的に純粋な(和一1を得ることができた。興味深いことに、酸化生成

物のC=C結合が酵素的に還元されて、飽和ケトン２が生成していることがわかった。

　　　　　　QH

j/-1

ＯＢｎ

　Y､抑yino卯

→

QH

(R)-1

ＯＢｎ
＋

○

ＯＢｎ

２

　一方、２を基質としてy j･yisg による還元反応を試みたところ、好気性条件で反

応を行うと得られるアルコール３はラセミ体であった。それに対し、嫌気性条件で

行ったときのみ高エナンチオ選択的に反応が進行し、98％eeの光学活性アルコール

(1)-3が得られることがわかった。

２

ＯＢｎ

　y一徊rinosa

→
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遺伝子組換え大腸菌による各種光学活性アルコールの合成
(ダイセル化学工業(株)筑波研究所)
上田挑子o、山本浩明、工藤倣丈、木本訓弘、松山彰収、小林良則

Syntheses of several opticallyactive alcohols using recombinant £.良治cells

(Tsukuba Resealch Center, Daice1 Chemical lndustries，Ltd･)

Ueda，.MQmQkQ; Yamamoto， Hlroaki; Kudoh， Masatake; Kjmoto， Norihlro; Matsuyama，

Akhlobu; Kobayashi, yoshinori

Abstract : We have developcd practicalprocesses fbr the preparation of chiralcompounds in

both configulations using whole-cell biocatalysts.T11e use　of whole ceUs containing the

recombinant oxidoreductase with a coeRzyme regeneration system can provide opticallypure

alcohol rcquired for the synthesis ofpharmaceutical drugs.

我々は、各種医薬品の合成中間体として有用な光学活性アルコールの生産性の商い工

業化プロセスを確立するため、基質特異性の異なる種々のカルボニル化合物還元酵素

を見出し、それらの遺伝子をクローニングすることl)2)でCloned enzyme libraryを構築

してきた。また、不斉還元酵素と補酵素NAD(P)H再生酵素を共発現する大腸菌を構

築し、これをWhole-cen biocatalystとして使用することによって、実用的な光学活性

アルコール製造方法を開発してきた3)4)。

今回、これらの酵素が持つカルボニル化合物の不斉還元能とラセミ体アルコールの立

体選択的酸化能を利用して、各種光学活性アルコールの両異性体の合成を試みた。

ethyl 4-chloroacetoaceはeを基質とし、Candida par叩畑osis由来２級アルコール説水素

酵素(CpSADH)を作用させることでethyl(和4-chloro-3-hydroxy butanoate ((Ｒ)-ECHB)

を、Kluyven)myces aesttはrii出来カルボニル還元酵素(KaCR1)を作用させることで

(司-ECHBを合成できた。また、5-chloro-2-pentnoneを基質とし、CpSADHを作用さ

せることで(S)-5-chloro-2-pentano1((蜀-CPOL)を、PichiaJi�a7ldica由来(R)-2-オククノ

－ル説水素酵素を作用させることで(和一CPOLを合成できた。さ削

いて、立体選択的酸化反応によりラセミ体

1,3-butanedio1(1,3-BDO)から(蜀体の(和一I,3-BDO

を，不斉還元反応により4-hydfoxy-2-butanoneから

(∫)-1,3-BDOをそれぞれ合成できた。

このように,基質となる種々のカルボニル化合物や

ラセミ体アルコールに対してCloned enzyme hbrary

から適切な酵素を選択レ大量発現させた遺伝子組

換え大腸菌を使用することによって,ターゲットと

する光学活性アルコールを効率的に製造すること

が可能となった。

References

／

CpSADHを用

叉。

上
／

1)KjmQto,N･,Yamamoto，H.，JapE Kokai Tokkyo Koh0, 2000-236883(Sep，5，2000)

2)Kudoh，M･，Yilmanloto,H｡WO01/61014(Aug.23，2001)

3)Smamoto,H･，Matsyama,A･，Kobayashi，Y'..81asd.jjarga.刄Qcigs.，66(4).925-927，2002

4)¥amamoto,H･，Matsuysla,A･，Kobayashj，Y.,jiQjd,�如edz.3iQc尨s.，66(4)，481-483，2002
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豚謀臓リパーゼ触媒による立体的に込み合った軸不斉エステルの加

水分解：　光学分割のための反応条件の最適化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○江本剛　竹村哲雄

Porchle pancreas ljpase-cata】yzed hydrolysis of steficajly-crowded axia]】y-chirajesters:

optimization ofreaction cotlditions fbr optical resolution

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GO Emoto and litsuo Takemua

Abstract－一一 The e晋ect of alkyl chains and concentration of substrates，pH，reaction

time皿d temperatut on both reactivityand stereoselectivityfor PPL-catalyze4 optical

resolution of 2,21-dihydroxy4,4',5,5',6,6'-hexamethylbiphenyl have been studied.

Practicalresolution ofthe use伍l chiralsyTlthonis eventuany attainedwhen appropriate

enzyme amount and bu蔚rvolume(pH 9.0)are used.

酵素を利用したエステル加水分解による光学分割は広く行われているが、軸不

斉化合物についての報告例は少ない。我々はこれまでに光学分割が極めて困難

なrigidでかさ高い新規キラルシントン11)のエステル誘導体(土卜2に対して、

豚標臓リパーゼ(EC 3.1.1.3、pordne pancreas lipase (PPL)from SIG猟)を

用い、エステル中のアルキル側鎖が不斉認識に大きく関与していることを報告

したフ)今回さらに条件を検討し、基質の溶解度が反応性に影響を及ぼし、基質

に対して適量の酵素と緩衝溶収量を用いた結果、光学分割の条件が最適化でき

た。最終的に、ジエステル(土)-2(R=n-PentyDに対し、pH9.0、25℃の条件下、

44%conversion/4hで(j-1は〉95%eeとなった。基質(士卜2と(士)-3の

水
牛

　R=n-Penty1を用いて､召直を決定し不斉認識につい

Ｈて調べた｡為=2.0となり反応の第二段階は不斉認識

　にほぼ関与していないことがわかった。現在、式

　値を決定している。
　　1　　　2　　　　3

Refilrences

l)Tetsuo Taklmula,Noriaki Shiina,Masako lzumi｡ Kanae Nakamura. Mu111taka Miyazaki, KanjiR)

Torigoe,andKunioEsumi,AqueousPtopertjesofCationicBiphenylTypeSurfactants,jlsg聊z･馳趾，

646-648〔1999〕｡

2)江本剛，佐藤鈍，竹村哲雄日本化学会第81回春季年会予稿集，p.1424(2002)
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ポスター34

ラット肝S-9両分によるヘテロ原子含有化合物の不斉酸化還元反応

　(東北藁火)○上井幸司，永島晴美，犬島朋子，佐々木直子，竹下光弘

Kh!etic Resolution of Racemic Hetero-atom Containing Compounds by Enantioselective

Redox Reaction usmg Rat Liver S-9 Fmction.

(Tohoku Pharmaceutica1 University)K咄jju1,Harumi Nagashima, Tomoko oshima, Naoko

Sasaki,and Mitsuhiro Takeshita

Abslract:The enantioselectiveredox reaction of nitrogen or sulfur con!ahlhlg compounds by

ralliverS-9 fiactionhas been invesligaled.The reactionsgave optjcaUy active compounds.

　生物活性化合物のキラリティーと作用の関係については数多くの議論がなされて

きており，その制御が医薬品開発に重要な役割を果たしている．また，医薬品には，

ヘテロ原子を含むものも数多く知られているが，窒素，硫黄，リンといった原子も，

それ自身不斉中心となりうる．有機化合物中に存在するこれらの原子は，当然のこ

とながら炭素とは異なった反応性や化学的性質を示すことから，それらが生体内で

示す挙動には興味が持たれる．例えば，nicotine等の化合物を生体に投与した場合，

その分子内ヘテロ原子は，肝臓内のP450あるいはＦＭＯ等によって酸化または還

元され，立体選択的に代謝を受けることが知られている1）.しかしながら，キラリテ

ィーを持ったヘテロ原子化合物が生物活性に与える影響について議論されたことは

これまでほとんどなかった．そこで，本研究では窒素または硫黄原子のa-あるい

はβ-位に不斉炭素を有する化合物群の光学分割を目的として，環境に優しく，容

易に入手可能なラット肝s-9両分で処理し，万一オキシドまたはスルホンなどの不斉

酸化還元反応を検討した．すなわち，以下に示す化合物（1,2,3,4）を合成し，それ

ぞれラット肝S-9両分を用いて,ＮＡＤＰＨ再生糸存在下37Cで２時間反応させた．

その結果，ぶ一才キシド（1）からは還元体である（十）-（S）-1audanosh!eがそれぞれ得られ

た．また，硫黄化合物（2,3,4）からは，光学活性を示す酸化体ならびに還元体を得

た．これらの絶対配置については，現在検討中である．

Ｍｅｌ

ＯＭｅ

’ノシ
？

Sヴ ブレ

　L参考文献］I）竹下光弘ら，第１ ２２回日本薬学会第１ ２２年会講演要旨集，27

［P］I-398.
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ポスター35

Ｃ皿dida皿狛rcticalipaseB（CALB）の立体選択性触媒作用機構

　　　　　　　　　　アシル化反応の様相

Ｉ
一

（滋賀県立大）○木村秀人・横田智明・井上古教・広原日出男

Mechanism of slereoselectivecalalysisof Cα,da・a･･z,a lipase B (CALB):studies on

acylationslep

【Department of Materia】sScience,The universityof Shiga Prefecture)

Kimura｡Hideto; Yokota, Tomoaki; lnoue, Yoshinori;Hirohan1, Hideo

Abstracl : We have investjgated kinetics of Cα71j一a azlzarαjcαlipaseB-calalyzed hydro]ysis

of the acetates of primary alld secondary alcohol enan!iomers. We obtained ち、13and£。

values and the temperature dependence of the reaction to discuss the mechanism of action of

the enzyme in some detllils.

　我々は主に第２級アルコールエステルを用いてPseudomonas cepadaリパーゼ

（PCL）の立体選択性触媒作用機構を動力学的に検討してきた。この酵素の立体選択

性はキラル中心の炭素に結合している大きい方の置換基Ｌが取り込みの主要因であ

り，四面体中間体の崩壊過程において触媒中心のHisのN62から脱離アルコールヘ

のプロトン移動を小さい方の置換基Ｍが妨害する程度によって決まるという反応

機構を提案した口）。しかしこの反応機構が他のリパーゼに対して適用できるかどう

かは明らかではない。

　そこで第１級および第２級アルコールのそれぞれの両エナンチオマーの酢酸エス

テルを基質とし，Ｇｍぷ画皿凶でびcaリパーゼB（CALB）を用いてこの機構の妥

当性を検討し，さらにリパーゼの立体選択性反応機構に関する知見を深めることを

目指した。

　第２級アルコールエステルでは，CALBにおいてもPCLとほぼ同様の機構が提案

できることがわかった。またＭの大きさをＬに近づけるにつれて，nonproductive

bindingの割合が増えることを見出した。

　一方，第１級については（僧体，（S）体が同等に取り込まれているにもかかわら

ず，第２級とは異なる選択性が得られた。すなわち，第２級ではＬの形と性質に関

係なくＭが選択性に影響を与える点は同じであるが，第１級の場合Ｌの形と性質に

よってＭが選択性に与える影響は異なるということを見出した。すなわち第１級と

第２級とではBindingの様相が異なると考えられる。

　これらの点をさらに詳しく検討するため，求検試薬添加実験によって柘，柘，凡

値を測定した。また基質を選び，その温度依存性を調べることで，熱力学的検討を

行った。これらよりCALBの立体選択性に影響を及ぼすアシル化過程について詳細

に考察した。
References

l）Nishizawa,K･,0hgami,Y･,Matuo,N･,Kishida,H･,Hirohara,H･。
　よChem,Soc.,PerkinTrans.,2,1997,1293-1298.

2）Nishizawa,K･,0hgami,Y･,Matuo,N･,Kishida,H･,Nishida,S･,Hirohara,H･。
　EnこymeMicrob，TecnoL，20,1997,333-339
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ポスター36

プロキラル3､3-ピス(ヒドロキシメチル)オキシインドール類のリパーゼ

　　　　　　　　　　　触媒不斉非対称化反応

　(阪大院・薬)赤井周司、○辻野俊明、秋山絵美、谷本晃一、北　泰行

　　　　　Upase･Catalyad EnantiosdectiveDesymmelrizatianofProchiral

　　　　　　　　　　3､3-Bis(hydroxymethyl)oxmdoles

　　　　　(Gradute SehoolofPhafmaceutica)Sciences､0sakauniversity)

ShujiAkal，ToshiakjT面垣恬 Emi Akiyama, Koujchi Tanimoto and Yasuyuki Kita

Abstraet : Oxindoles 4 hav匍g a chira1，non-racemic q皿temafy carbon center at the C-3

position were prePared fiom lでadny available oxindoles 2， i which an enantioselective

desymmetrization of prochiral l,3-diols 3 uslng a Candida rugosa lipase（Meito OF）and

l-ethoxyvmy1 2一也roatel was employed as the key step･

　従来、2､2一二置換I､3-dio1類の酵素的不斉非対称化は、アシル化剤にビニルエステ

ルが最も汎用されているが、反応に数日を要し、さらに、生成物のモノエステルが

分子内アシル基転位を起こしてラセミ化しやすいという問題点を有していた。一方、

我々の研究室では最近、アシル化剤にフロイル基を有する１を用いることで、高い

反応性を有し、かつ生成したモノエステルがラセミ化しないという、簡便で効率的

な不斉四級炭素の新規構築法を開発したI)。

臣仁o゛≒で二。

easy racemization

R3

jt

｀ocoMe

　R3＝H､Me

　。ぶr:｡、

Ｒ
Ｒsく二

｡人柄
　　ljpase

organic9oh/.

ﾂﾞｰ･日

R‘=oco-白

no raeemization

　天然に存在する顕著な生物活性を示すインドールアルカロイドには、インドリン

環の３位に不斉第四級炭素を有するものが多い。しかしこれまで、その不斉第四級

炭素の構築に、対称性分子の非対称化を用いる手法はほとんど報告がなかった2)。今

回１を用いて、オキシインドール骨格を有する種々のプロキラルI､3-ジオール３の

リパーゼ触媒不斉非対称化反応を検討した。

　反応条件を種々検討したところ、iPr20-THFの混合液中、UpaseOF(Mdto)を用いる

と、短時間で高収率、高光学純度のモノフロアート体４を与えることを見出した。

本法はインドール環の5、6位に酸素官能基を有するものや、ＮにBo♂、Ae、Cbz等

の保護基を有する４が入手容易な２から２工程で不斉合成できるので、種ヵのイン

ドールアルカロイドの新しい不斉合成アプローチを可能とするものである。

≪靉T･

　2 R2

ＨＣＨＯ

Ｎａ２ＣＯ３

Ｒ

３

H Eto 俯
ＲＩ

　６ ２

泌

４

RI＝H,5,0Me,6-OMe

R2＝Boc,Ac,Cbz

gt98％ee,28-73％(2 steps)

㎜

　lipaseOF

wetiPr20-THF

　30℃，3-20 h

48

diQxane

References

l）Y. K11a，91 al.，Jl arll. ags.，2002，67，411.2）H. SueTnune，ez al･，7Myzliaかnj

jsysszり･，2001，j2，897.3）Y. Kjta,91aj･，711y‘･2jlaかglZsa･，2001，42，7315.



ポスター37

食品原料の光学分割触媒機能（食品の持つ４次機能）

（サンヨー食品開発部・京大化研）○永岡宏行，中村　薫

KineticResolution with Food Materijs（4th Function of Food）

（CKU�）心ｍ ｍ

Abstract: Food materialswereimmobilized with calcium alginate gel and were incubated

for 10 hours at 35 oC and the resulting materials were used as biocatalysts for selective

oxidation of arylethaol.　Thus， （沢）-arylethanols were oxidized selectively to the

corresPonding ketones.

　アルギン酸カルシウムゲルで固定化された食品蛋白の多くは、３５℃の水溶液

中で圭Ｏ時間以上宸畳させることにより不斉酸化活性を有する生体触媒となる。

この反応液に基質としてアリールエタノールを作用させることにより、（S）一体の

アルコールを効率的に光学純度99％e.e.以上、化学収率約５０％で得られた。こ

の反応のBS比は２０～４０である。

　以上の成果から、アレルギー問題、ＧＭＯ問題、BSE問題、そして残留農薬問

題といった社会問題に直面している食品蛋白には、２１世紀の持続的社会に対応

した環境にやさしい光学分割触媒機能（食品の４次機能）が有ることを見出した。

100

　90

Yield

70

50

Oh　5h
□　こ

い

Ｏ

？

Ｊ

Ｑ

－

12h習h Pr面lcubatiQn time

n

Ｏ
Ｎ

time/h

○
n

字

Rg.　Asymmetrie oxidation of lmmobilized Pea Protein (IPP)with(上)-1-(2-naPhthy1)

ethanol afterPre-incubation for 0, 5，10，15,20,25,30,40and50hours.
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ポスター38

　リパーゼ触媒ドミノ型速度論的光学分割／分子内Diels-Alder反応

(阪大院・薬)赤井周司，○谷本晃一，大付合平，中　忠篤，北　秦行

　Lipase-Catalyzed Domino Kinetic Resolution/lntramolecuJar Diels-Alder Reactions

　　　　　(Graduate School ofPharmaceutical Sciences, 0saka unjversity)

　　ShuJiAkai,Kouichi Tanlmoto, Sohei omufa, Tadaatu Naka, and Yasuyuki Kita

Abstraet: The 趾st hpase-catalyzed domino reaction was developed in which the acyl moiety

installed during the enzymatic kinetic resolution was utilized as a part of the constituent

stTucturefor the subsequent Diels-Alder reaction.

　ビニルエステルを用いるリパーゼ触媒エステル交換反応は、光学活性エステルの合

成法として有用であるが、アルコールヘ導入されたアシル法を続く反応へ利用した例

はほとんどない。これは、反応活性な置換法を有するビニルエステル類の調製が困難

なためである。最近我々は、多様な

アシル基（RICO）を有するエトキ

シビニルエステル１の簡易合成法

Schemel

シビニルエステル１の簡易合成法　叉o　、

を見出し1）、1を用いるジパーゼ触　RI　”

い
Ｉ

―
品 Ri

人文

OEI

　i AcOEt

媒エステル交換反応を種々開発し

た(Scheme 1)≒今回、ジエノフィル部を組み込んだ１の調製、ジエン部を有するラセ

ミアルコール３の酵素触媒光学分割、生成する光学活性エステル４の分子内

Diels-Alder反応の３工程をone-potで行う合成法を開発したので発表するj(Table l)。

　まず、カルボン酸2a-cからほぽ定量的にアシル化剤la-cを調製した。これらは精

製困難であるが､調製液のまま用いて1ipaseoP触媒下に(士)-3aの光学分割を行うと、

4a(70％ee)の生成に続き5a(79％ee)が２種のジアステレオマー混合物として生成した

(entry 1)。5aの光学純度は反応途中の4aより高く、リパーゼがDiels-Alder反応にも

触媒効果を示した可能性かおる。一方３位にMeやBr基を有する3b-eからは、単一

のジアステレオマー5b-eが高光学純度で得られた(entries 2-5)。5b-eのBr基は、Ph基

等の炭素置換基に変換できた。本法は、種々の生物活性化合物の全合成において有用

なキラルシントンとなる、7-oxabicyclo[2､2､月heptene類4]の効率的不斉合成法となった。

RI

居

R3
じ

ごﾆ2なEwG､∩ﾄﾞﾀﾞE

言:ﾚ⑤

に口元Rucat.　　　　　　
（､次）　　lipa;JJjP　　　　　

聊

（s）-3

entry ３ Ｒ R2　　R3 ＥＷＧ
reactlon

tjme

→Ｒ

(R)-5
５ ｅｅ yield

＋(S)-3

(R)-5

　　(S)-3

ae　　　yiald

１
（
Ｚ
Ｑ
り
４
ｇ
り

恥
ｋ
測
恥

Ｈ
Ｈ
Ｈ

Me

l

a
5
a
5

ＭｅＯＣＨ２ Ｂ「
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ｅ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｌ

Ｍ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
Ｅ

ＣＯ２Ｍｅ

ＣＯ２Ｅｔ

ＣＯ２Ｅｔ

ＣＯ２Ｍｅ

ＣＯＭｅ

４ｄ

６ｄ

２､５ｄ

４､５ｄ

ａ
ｂ
　
ｄ
ｅ

５
５
ｋ
５
５

O
C
D
Q
U
）
（
9

Ｎ
Ｑ
ｃ
ｎ
Ｑ
Ｏ
）

46♭）

43♭）

35b）

36♭）

96

9
9
8
2
9
3

4
3
3
85
4
4
4　　　　　　　　　　　　　　a〕A3:2mixluraonwo diasteraomars.♭〕Asinglediaslar9omer.

References:りj.C.S.拠出同.H993,2999. 2j ,Z.aり1.aem.2000，6j,83;凶j,2002,67,411.

3)alal.£zjr ,/.2002, S,4255.4)A review: Vbgel, P.etal･，7iz.1999,jj，13521.
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ポスター39

リパーゼを用いたアシル化エンドキャップによる口タキサン合成

（阪大院基礎工）清瀬敬治○増田大輔・土井靖子・戸部義人

Synthesisofrotaxanebyacylativeend-cappingcatalyzedbylipases

KcりiHirose,Daisuke Masuda,Yosuko Doi,and Yoshito Tobe

(Department of Chemlca1 Science and Engineering, Graduate School of Engineering Science，

0saka unjversity)

Abstruct: Selectjvity of acylative end-capping of a pseudorotaxane in equihbrium with

dibenzo-24-crown-8 aJlda dibenzylammonium saltpossessing dimethylphenyl and hydroxy

groups at the both termini was investigated.

　大環状クラウンエー
テルと二級アンモニウ

ム塩を用いると、水素

結合により形成される

錯体が擬ロタキサン構

造をとりうる。擬口タ

キサンの軸末端部分を、

解離反応よりも充分速

くエンドキャッピング

すれば日夕牛サンがで

PFgｹﾞ○

Enzyme

-

AcylDQnor

－
‘
－
一
口 Ｒ

きるが、アンモニウム塩とクラウンエーテルの相互作用を保ったまま牛

ャッピング反応を行うためには、通常、低温、低極性溶媒中、酸性から
中性という限られた反応条件が求められる。発表者らは室温付近で、有

機溶媒中、中性条件下で進行する酵素の触媒するエステル交換反応に着

目し、これを利用したロタキサン合成法を開発したので報告する。

　今回、アンモニウム塩１、ジベンゾー24-クラウンー8(2)と擬口タキサ
ン３の平衡系に対し、リパーゼを用いたアシル化エンドキャッピングを

おこなった。酵素にはリパーゼPPL、リパーゼP、リパーゼPSを、ア

シルドナーには3､5-ジメチル安息香酸ビニル(４)または3､5-ジニトロ安
息香酸ビニル(５)を用いた。４は優れたエンドキャップ部(3､5-ジメチ

ルフエニル)を与えるアシルドナーであるが、１、２と３の平衡系に用

いても酵素反応の進行が見られなかった。そこで、より反応性の商い５
を用いたところ反応が進行し、対応するロタキサン７およびダンベル型

分子６が得られた。ロタキサンおよびダンベル型分子の生成比は用いた

酵素の種類に大きく依存する。酵素にリパーゼＰを用いるとダンベル型

分子６だけが得られ、リパーゼPSでは両者が生成した。ところがPPL

では口タキサン７だけが得られた。
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　　　　　　溶媒効果及び添加物効果により誘導された

　酵素分子のnexibilityの変化とエナンチオ選択性発現との相関性

　　　　　(神戸大院・自然科学)○渡辺圭一・岡本崇・上地真一

Correlation between the origin of the enzyme's enantioselectivity and the conformational

　　　　　　nexibility induced by the effectsof solvents and additives

　　　　　(Gradute School of Sdace and Technology, Kobe university)

　　　　　　　Keiichi Watanabe, Takashi okamoto, Shin-ichi ueji

Abstract: The variation of the enantioselectivity for lipase-catalyzed esterificationin

organic solvents was found to be successfully correlated with the lipase's nexibility brought

about by the effects of solvents and additives

　有機溶媒中でのリパーゼを触媒としたエステル化反応において、使用した有機溶

媒の特性（誘電率、双極子モーメント、疎水性度、水素結合受容能力）により、酵

素のエナンチオ選択性が大きく変化することが知られている。1）しかし、基質や酵素

を代えると、溶媒の誘電率などの物理定数とエナンチオ選択性の相関性が見出され

ない場合が多い。今回我々が検討した反応系においても、酵素のエナンチオ選択性

と誘電率または疎水性度との聞には明確な相関性は観察されなかった。

　これまで酵素の活性サイトにスピンラベルを導入し、各種反応条件下における

ESRスペクトルから、酵素分子のflexibmtyを評価することに成功している。 2･3）そ

こで、我々の手法を用いて、溶媒効果が誘導するエナンチオ選択性の変化と酵素分

子のnexibilityとの相関を検討したところ､両者の間にきれいな相関性を得ることが

できた。すなわち、溶媒効果に基づく酵素のエナンチオ選択性の変化は主として酵

素分子のflexibilityの変化に依存していることを実験的に示すことができた。4）

　また、有機溶媒への「微量の添加水の効果」がどのようにして酵素のエナンチオ

選択性を向上させるのかについても併せて議論したい。

References:(1)P. A. Fitzpatlick, A. M. Klibanov, J. Azyl.aal. ＳＯＣ･，113，3166 (1991)(2)

K. Watanabe, T.Yoshida，S.Ueji，aal. Caj91u｡1260(2001)･(3)S.Ueji,M. Nishimura，

R， Kudo， R. Matsumi， K. Watanabe， Y. Ebara， asl.ね･z，912(2001)･(4)S. Ueji，T.

Taniguchi,T.0kamoto，K.Watanabe，Y.Ebara,jgM11.Cゐ∂91.S6c.かl.jn press｡
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　イオン性流体を反応媒体とする減圧条件リパーゼ不斉アシル化反応

　　　　(鳥取大工)伊藤敏幸‘，0西村嘉人，尾内希望，福場孝章

Lipase-catalyzed Enantioselective Acylation under Reduced Pressure Conditions in an lonic

　　　　　　　　　　　　　　Liquid Solvent System

　　　　Toshiyukj ltohj Yoshihito Nishimura, Nozomi oucbi, Takaaki Fukuba

　　　Department ofMatenals Science, Facuky ofEngineenng, Tottori university，

　　　　　　　　4-101 Koyama-cllo Mmaml, Tottori 680-8552, Japan

Abstract:Thetransesterincationofalcoholstookplacesmoothlyunderreducedpressure

when methy】pheny】thioacetate was used as acy】donorin fbmim]PF6，and we succeeded in

obtaining the corresponding acylated compound in optically pure fbrm; this makes it

possible to use lipase repeatedly because there was no drop in the reaction rate despite three

repetitions ofthe process. ltwasalso possible to reduce the amoujlt ofthe acyl donor to 0.5

equiv.versus tlle substrate alcohol when these esteTs were used il tllereaction. ，

　リパーゼ触媒アシル化反応のアシルドナーとしてメチルエステルは適さないこと

が知られていた。しかし，メタノールを反応系から除けば化学平衡はエステル生成

に傾き，メチルエステルをアシルドナーに用いることが可能になる。我々はイオン

性流体である[bmimlPF6溶媒を用いてリパーゼ触媒不斉アシル化か加納であり，この

時，酵素をFイオン性液体中に固定化｣して再使用できることを明らかにしているII。

[bmimlPF6のガラス転位点は-61で，沸点は>360でであり，減圧しても全く留去され

ることがない溶媒である。そこで，ラセミ体5-フェニル士ペンテンー3-オール削-1

を基質に減圧条件でメチルエステルをアシルドナーに用いて酵素反応を行った

(Eい)。

ＲＩＳＣＨ２ＣＯ２Ｍｅ

㈹-1

ＭｅＣＨ

　‘1り9＼、･　ノ

　Novozym435(50wt％)

[bmim]PF6 40°C、10Torr.13h

No signincant r�uction of both the

readion rate and E-valua
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(S)-2

(尺)-1

ｈ

(1)

　その結果，基質について0.5等量のフエニルチオ酢酸メチルをアシルドナーに用い

て40℃，20Torrで反応を行うことで，５回反応を繰り返しても反応速度，エナンチオ

選択性を低下することなく完璧な光学分割を行うことができた2j。また，Native酵素

ではイオン陛流体中では活性を失いやすいが，適切に固定化することで十分活性を

示すことがわかってきた3)。現在，新しいハロゲンフリーイオン性流体の開発を含め。

イオンl生流体の特徴を活かした酵素反応システムを開発すべく検討を行っている。

Refl2rences

1)ltoh,T.；Akasaki,E.;Kudo,K.;Shirakami,S.aa2.ねzz.2001,262.2)ltoh,T.;Akasaki，

E.;NishjmuJa,Y.Cゐs.lgzt 2002,154｡3)ltoh,T.;Nishimuja,Y.;Kashiwagi,M.;Onaka，

M.，lonic Liquids as Green Solvents:Progress and Prospects,ACS Symposium Series,Eds，

R.D.Rogers and K. R.Seddon,0xford universityPress,inpress.
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　　　　　　微生物を用いたａ一置換カルボン酸のデラセミ化反応

　　　　　　　　　　　　一基質特異性の拡大と反応機構解析－

　　　　　(慶大理工1，住友化学2)○加藤太一郎1，光田賢2，太田博道1

　　　　　　　Microbial Deracemizalion of(x-SubstitutedCarboxylic Acids

　　　　　　　-Exp釦sionoftheSubstrateSpecificityaJldMechanislicl。estigalion-

IDepartment ofBiosciences and lnfbmlatics,Keio university,2Sunlitnmo Chemical Co. Ltd.

　　　　　　　　Daj-ichiro Katol，Satoshj Mitsuda2, and Hiromichj ohtal

Abstract:μθcα�沁消印みαz7θzθ刄α池jJCM3208，akindofact㎞omycetes,has a novel enzyme

system which catalyzesthe deracemization reaction of various a-substituted carboxylic acids

y沁thc chiralinversion process.

　ラセミ体からいかにして効率良く光学活性体を調製するか？現在、多くの研究者が

様々なアプローチから検討を行っているが、一長一短である。我々は、放線菌の一種

Nocardia diaphanozonari(lJCM3208株がラセミ体の2-アリールあるいは2-アリールオ

キシプロパン酸に対して効率よく作用し、（刄）一体を高い鏡像体過剰率にて与えること

をすでに報告している1.本手法はデラセミ化反応と呼ばれるものであり、光学分割

法とは全く違った光学活性体調製法である。

11 dlapjlalazojlafia

Ｒ＝Ｐｈ R

ｽﾞ

02H

　　　(尺)-i

69％e,e.,81％yield

racemjc form

AI.dilpゐazlo2oflazia

←
　　　R＝A『Ｏ

　X＝F，CI，Br,|，CF3

ｘ｀{ｽﾞ:U

＼○

犬と

02H

96-99%e

j7Ut

95%yield

　今回我々は反応条件を工夫することによって、これまで代謝反応が優先していた基

質(3､4)についても効率よくデラセミ化反応を進行させることに成功した｡また４を用

いた検討の際に反応中間体と見られる化合物を得、このことからデラセミ化反応は脂

肪酸のβ一酸化経路と競争的に進行していると推定できた。現在、反応に関与する酵素

を固定するためにさらなる検討を行っている。

x｀でで:0

＼s

几

02H

Ｘ＝ＨＯｒＣＩ

　　３

匹

ＯＨ

　４

(1)Kato D.-i.;Mistuda S.; Ohta H. ひyJ.�.2002,4,371-373.
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　　　酵素を用いたラクトン類の開環重合によるポリエステル合成

　（慶大理工1，理研2）○鈴木陽一1，田口精一2，松村秀一I，土肥義治2

　Polyesler Synthesis by Enzyme-Catalyzed Ring-Opening Polymerization ofLaclales

lDepartment ofBiosciences and lnformatics,Keio universityjPolymer Chem. Lab.，RIKEN

　　　　Yoichi.Suzuki1,Sdchi Taguch12, Shuichi M3tsumura2, and Yoshihalu Doil

Abslract: Lactones were su句ected to the enzyme-catalyzcd rig-opening polymerization.

hlvolvement of catalytic triad and charactenstic reactivities could be demonstrated using three

khlds of site-specmc mutal尨and tertiary structural homology mo(k1,respectively.

　近年、生分解性高分子の合成法としてリパーゼ等によるin vitroでの酵素触媒重合

法が試みられており、脂肪族ポリエステルの合成例も数多く報告されている。しか

し、酵素触媒重合で一般に用いられるバルクや有機溶媒中といった反応系や温度条

件は本来の酵素反応とは著しく異なっている。また、酵素触媒重合における触媒残

基の関与についての明白な報告はない。

H3

戸o

(師資BL

　　PHB depolymerase

(wtld-type,S139A,D214G,H273D〉

　　　　－－－t一一゛

PHB depolymerase (wild-type)

　　　一一今-●-

m=2:β-PL m=4:&VLm=iO:UDL

m゛3:yBL m=5:＆CLm＝1 1:□DL

七
Ｌ牛

P(3HB)

士

○《cH2).

§ﾔ

1

m'2:P(3HP)m=4:P(5HV)m･10:P(U【】L)

m=3:P(4HBl m=5:P(6HH)m･11:P{DDL}

　そこで、本研究ではPhaZ4か(Alcahgenes和ec�1sT1由来のPHB加水分解酵素)

を触媒にβ-BLの開架重合からポリ(3七ドロキシブタン酸)[P(3HB)]の合成を行った。

また、本酵素の触媒残基を他のアミノ酸に置換した３つの変異酵素(S139A、D214G、

H273D)を重合反応に用い、wild4ypeとの反応性の違いから本重合における触媒残

基の関与を直接的に立証した。また、その結果をふまえ、特徴的な重合挙動に関し

て、活性部位の高次構造モデルを用いて酵素と各種ラクトンとの作用機構の観点か

ら考察を行った。

Refbrence: Y. Suzuki，S.Taguchj，T.Saito，K.Toshima。S.Matsumura,Y.Doi，jj｀a摺ar7silala?uja，

2，541-544(2001)
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部位特異的変異導入によるアリールマロン酸脱炭酸酵素の機能改変

(慶大理工１、東ソー2)○寺尾陽介1、居島洋一郎1、柿谷均2、太田博道1

lnversion of EnantioselectivityofArylma]onate Decardoxylase (AMDase)by Point Mutatjon.

　　　(Department ofBiosciences皿dlnfbrmaties、 Keio universityl、Tosoh Co. Ltd.2)

　　　　¥osuke 'n!raol、Yoichiro Uima】、HitoshiKakidani2 and Hiromichj oh!a】

Abstrsct: Arylmalonate decafdoxylase {AMDase}has some homology with some racemases

aDd isomerases. Based on tllishomology， we triedthe inversjon of enajltioselectivityof the

decarboxylatjon reaction by using mutants ofAMDase.

　アリールマロン鼓膜炭酸酵素(AMDase)はフェニルマロン酸誘導体の膜炭酸を触媒

し、商い光学純度でa一置換フェニル酢酸を与える。本酵素はCysl88が活性部位にあ

り、基質が膜炭酸して生成するエノラート中開体に面選択的にプロトンを供与する

と推定している。

PI
八
）

Enzyme

→

Gly74

Ｈ　→

Cys188

PI

(尺)

０２Ｈ

　AMDaseは幾つかのラセマーゼと活性部位に相同性を有する。これらの酵素は

Cys74、Cys188の２個のCysを活性部位に有するが、AMDaseではCys74に相当する

部位がGlyである。そのためプロトン供与が面の一方からのみ進行し、生成物が光学

活性体になると考えられる。この仮定をもとに、プロトン供与性のCysをエノールの

反対側に有する変異酵素を創り、反応の立体選択性の逆転を試みた。

Glu racamase　　　－MQNDpl 一一エKALVIACNTATAAA一一エＤＴＬＶＭＧＣＴＨＦＰＬＬＲＳ一一．

Ａｓｐｒａｃｅｍａｓｅ　　　““－‘ＭＥＮ““ＡＤＦ工IMPCNTAHFFA一一CEKVILGCTELSLMNE－，.

Hydanloinracer71ase　‾‾‘‾‾‾M一一VDAFVIACWGDpGLH一一AEAILLGCAGMAEFAI⊃。.

Maleate isom白ｒａｓａ　－一一ＭＫＴＹ‘“ＭＳＶＭＡＹＡＣＬＶＡＩＭＡＯ一一ＤＡＶＩＬＳＡＣＶＯＭｐＳＬｐＡ。．

ＡＭＤａｓｅ　　　　　ＭＱＱＡＳＴｐ一一ＡＡｖｖｓＬＭＧＴＳＬＳＦＹＲ一一ＳＤＧｌｐＬｓＣＧＧＬＬＴＬＤＡ一一。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　74

SingleMutant : C188S C188A G74C

Double Mutant : S71 C,C188S L72C,C188S

　　　　　　　　　　G74C,C188S T75C,C188S

M73C,C188S

S76C,C188S

1&8

　その結果、一部のアリールマロン酸を基質とした場合に、酵素活性は著しく低下す

るものの、生成物の立体配置に逆転が確認されたので報告する。
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　　　生命分子計算による酵素リパーゼと有機合成基質の

　　　　　　　　ドッキングコンホメーションの探索

　岡山理大総合｀情報1・岡山:大読VBL2・甲南化工り直島好伸１・○｣濾征規1

　　　　森麟2・坤脚・亀沢誠3・橘無3・絡武彦3

　Search forthe docking conformations between a lipase enzyme and xenobiotics

　　　　　　　　　using biomolecular modelling calculations

　　(Faculty oflnformatics､ 0kayama university of Science､ venture Business

Laboratory､GraduateSchoolofokayama､andKonanChemicallndustryCo.､Ltd)

　　M)shinobu Naoshima､ Masanori Koura､ Yoshihiro Mori､ Takatomo Kimura。

　　　　　Makoto Kamezawa､ Hqjun Tachibana､ and Takehiko ohtani

Abstract: The biomolecular docking calculation of (j�j心皿紬ｒ＆一陣ase

typeB(CALB)is performed to explain､ on a moleculaf level､the reaction spedndty

and the enantioselectivityof an enzyme toward foreign synthetic substrates･

　我々は、日下、コンピュータモデリングにより、リパーゼの有機合成基質に対するエナン

チオ選択性の発現機構に関する研究を推進しているフ)今回、有機合成で多用されている

c£za右心皿旨司が心npasetypeB(CALB)とphenethyl este5 1-3 とのドッキングシミュレー

ションを行い、それぞれのドッキング結果を比較、検討した。

　先ず、ＰＤＢ２)よりＣＡＬＢのＸ線結晶解析構造(1LBS)をダウンロードする。この構造

を生命分子計算プログラムで調製した後、さらにＧＢ／ＳＡ水溶媒モデルを用いた分子

力学計算によって最適化した。基質エステルはパソコン上で構築し、分子力学法とア

ニーリング法を組み合わせた計算により最適構造を求めた。続いて、ＣＡＬＢのSer105

に結合している分子とモデリングした基質を入れ換え、ついで、ドッキング牡算モジ

ュールGlideを使って、CALBとキラルな(R)-および(S)-エステルとのドッキング状

態を探索レ比較した。その結果、何れの基質においても、実際の合成実験で加水分

解され難い(S)-エステルの方が親和性が商いという評価が得られた。

OCH3

｜

H3

３

H3

　Ｗ

、「

－

Fig.I ComPuter modemng of CALB with
　　　　　OPLS-AAforceneld.

1)木村、森、亀沢、楠、大谷、直島、第46回TEAC討論会ISEO合同大会

　講演要旨集、pp.104-106(2002).

2)http://www.rcsb.org/pdb.
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　　　　　　　リパーゼ触媒反応を活用した光学活性

　　　　　　トリフルオロメチルアルカノールの合成研究

　　　(香川大教育・鳥取犬工)高木由美子，０山名芙弥，伊藤敏幸

　　　Simple Preparation ofoptically Pure T14nuoronlethylalkaJlolthrou油

　　　　　　　　　　　　Lipasc Catalyzcd Reaction

{KJgawa university,Tottoliunivasity公海nikoTAKAGI, FumiYAMANA,ToshiyukiITOH

　　Preparation ofopticallypze bis(trinuoromethyl)alkalediolsthrou油lipase-catalyzed

hydrolysisofcoTrespondingdiacetateshasbeendemonstrated.Using opticallyactivebis(trinuomlethyl)

-alkanediolsas startingmaterials､synthesisofnoveldimertypeAFCLshasbeenaccomplished.｡

　キラル部位を有する優れた液晶材料の研究開発が活発になされている。ト

リフルオロメテル基を有する２量体型の液晶材料は反強誘電性液晶のキラル

ドーパントとして優れていることが楠本らによって報告されている。1)一般に

良好な性質を有する液晶の設計では分子の一部にある程度リジッドな骨格を導入す

るとよいと言われており、今回反強誘電性液晶の素材として有望な分子の中間に芳

香族官能基を持つ新しいタイプの２量体型液晶材料へ変換可能なビストリフルオ

ロメチルアルカンジオールの合成を検討した。

　入手容易な　1､6-ヘキサンジオールから6stepで基質を合成しごEd/ゐ

凹だ八が２リパーゼを用いてリン酸緩衝液(pH7.2)とアセトン(10:1)混合溶媒

中で4.5時間撹絆し、加水分解を行ったところ、E＞200という実用的に十分

なエナンチオ選択性で9-ベンジルオキシ玉1､レトリフルオロメテルノナンー2-オー

ルを得ることができた。得られたアルコールから、４エ程で芳香環を中心部

位に持つビストリフルオロメテルフルオロアルカンジオールを得た。さらに種々の

変換を施し、７の目的の液晶分子を得ることができた。また、中央にビフエニル基

をもつ＞99％eeの光学純度のビストリフルオロメチルアルカンジオールについて

も同様に合成し、液晶化合物に誘導した。合成法の詳細、およびそれらの機能性評

価を行った結果について報告する。

ｎ-ＣｓＨｉ，

４匹

ｆ

参考文献

1）T.K・umobetaJ.０皿I£tll.1995，719.

2〕T.lt･hetal.,j吻1.as.1996,6j,2332.

3）T.bhetal.7改一a加l£威19％,Jｱ,5001

Ar:芳香族置換基

叉}{ﾄ1，

　ﾍﾟ匹b
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　　　　低温下でのリパーゼ反応におけるエナンチオ選択性の

　　　　　　　　　　　　転化温度の原因調査

　　　　(岡山大工)酒井貴志○熊代雄一・是永敏伸・依馬正

Onginoftheinversiontemperatufeinthelipase-catalyzedreactionsatverylowtemperatures

(Faculty of Engineenng, 0kayama umversity)Sakai,Takashi;恥ｍ部hiro,Yuiehi; Korenaga，

Toshinobu; Ema, Tadashi

Abstract: ln the lipase-catalyzed kinetic resolutions using low temperature method， the

Eyring plot of ln どw.1/7 generaHy consists of two straight lines，intersecting at a point

dennjng a temperatufe called the inversion temperature.

　当研究室では3-phenyl､2μ-azirine-2-methano1(1)のリパーゼ光学分割において､低温

法を用いることによりエナンチオ選択性を向上させる事に成功し口)、さらにその過

程において、1n£と1/7との間に転化温度を境とした傾きの異なる二本の直線からな

る相関関係が存在する場合があることを見出している≒本研究では

2-hydroxymethyl-1､4-benzodioxane　(3)を用いて同様に極低温下での溶媒効果を調査し、

転化温度の原因究明を試みた。

　実験の結果、benzodioxaneでも溶媒によって異なる転化温度を生じた。また転化温

度と溶媒の物性とをプロットしたところ、融点との間に直線的な相関関係が見られた。
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　　　　　　　Figure.Llpase-catalyzedresolutionsof2-hydroxymethyl-1,4-benzodioxane.

Refirences: 1)Sakal,T.;Kawabata,I.;Em4 T.;Utaka,M.J Qg. Cみgs.1997，62,4906-7.2)Sakal，

T.;Kishimoto,T.;Tanaka,Y･;Ema,T;Ulaka,M.7iln7!･g&s£g11.1998,jﾀ，7881-4.3)酒井貴志，

熊代雄一，是永敏伸，依馬正　日本化学会第81回春早年会講演予稿集，IF4-32(2002).
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ポスター49

　　酵素反応を利用した２級アルコールの絶対配置決定法の開発

　　　（岡山大・工）依馬　正、○吉井昌孝、是永敏仲、酒井貴志

　　　　　Mechanism-Based Enzymatic Method for Rellable Determination of

　　　　　　　　　Absolute Con㈲uratlon of Secondary Alcohols

（Okayama university）Tadashi Ema、 Masmka Yoshji、Toshinobu Korenaga､ Takashi Sakai

Abstract: The mechanism by which a single liPase exerts high enantioselectivityand broad

substrate spec函dty simultaJleously has been disdosed Previously. The mechanism indi。tes

that the lipase-catalyzed reactions can be used as a non-empih�tool for determining the

absolute configurations　of se(x)ndary alcohols. We win report on the mechanism-based

enzymatic method combined with Mosher's NMR method uslng MTPA.

　リパーゼは、数多くの基質に対して高い活性と高いエナンチオ選択性を同時に示す。

既に我々は、リパーゼのこのユニークな性質の発現機構を解明し、伝統的な「鍵と鍵

穴」の概念にとらわれない新しい概念として「非一鍵と鍵穴説」を提唱している。そ

のメカニズムのエッセンスは、「遷移状態モデル」（下図）で表現されており、その

妥当性をさまざまな観点から検証してきた［1-5］。今回、このメカニズムに基づけば

２級アルコールの絶対配置を予測・決定することができ、ＮＭＲ法と組み合わせるこ

とにより信頼性を上げることも出来る（二重確定法［６］）ということを報告する（ス
キーム１）

か

J:、○　○

Scheme 1

(solvent)

ご
に訣

Ｈ

　　lipase

日石石高:ご

　　(step l)
　enzymatic method

メ
・

　種々の1-置換エタノールに関して調査

した。以前の研究から、遷移状態におい

て、メチル基は酵素の壁とほとんど衝突し

ないことが示唆されたためと、どの置換基

もメテル基より嵩高いと一義的に決めら

れるためである。（それ以外の置換基の組

み合わせに関しては、どちらがより嵩高い

かということは人の主観が入るため適当

でなく、別の方法が必要となろう。それに

関しては現在、開発中である。）

　結果として､６種類の1-置換エタノール

の絶対配置が決定できた。Mosherらによ

って提案されたＭＴＰＡエステルの配座と

我々が提案した遷移状態モデルの配座の

間には、興味深い共通性が認められるので

それについても合わせて議論したい。

　(step 2)
MTPA method

(S)-MTPA-CI
　9-(R)-MTPA

/゛R

References:（1）Ema，T.et al. jld. aal， SQc･ Jpn. 199S，7j，443.（2）Ema，T. et al.

77917一g＆ajlZ.9. 1998， j9，6311.（3）Ema，T. et al. 7iz7一心配ｚ･ｌｇ．１９９９，柘，4367.（4）

Ema, T. et al. C7zgm. £glz.2000，782.（5）Ema，T.etal.j.αg. CjzEm. 2002， 67，2144.（6）

Ema,T.;Yoshil,M.;Korenaga, T.;Sakai,T.7i!17a＆dran.･j4り澗剤gzり･2002，jJ，1223｡
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ポスター50

　　　微生物由来生体触媒によるテルペノイドの不斉合成

　　　　　　　　○野間義明　橋本敏弘　浅川義範

Asymmetrlc synthesis ofterPenoids by biocatalyst onginated microorganisms

　　　OYoshiaki Noma,Toshihiro Hashimoto,Yoshinori Asakawa

Abatract: The stereospecifical formations of (＋)-2,3-dihydrozenlmbol and l-oxo-7,9-

dihydroxy-isodaucane from zerumbone， nootkatone fromvalencene， p-menthane-2,8-diol

from a-pinene， trans-sobrerol and(-)-carvone by microorganisms ongin biocatalyst wm be

discussed.

　[目的]

微生物由来生体触媒によるテルペノイドの変換反応と生産物の有効利用に関する研

究の一一環として，今回微生物による立体選択的８種類のp-menthane-2,8-diol，

花ショウガの成分であるzerumboneから(＋)-2,3-dihydrozerumbol,zerumbone

epoxide　から　1-oxo-7,9-dihydroxyisodaucane　およびvalencene　から

nootkatoneの合成について報告する。

[方法]

各種微生物(Aspergmus niger， Fusarium culmorum， Euglena gradns Z，

Chlorella fusca およびC.pyTenodosa)はそれぞれが生育する培養培地で充分に

生育させた後,それぞれに最適の濃度の基質を加え,それぞれにふさわしい環境条件

で変換反応を行なった。変換物は溶媒抽出の後,常法に従って分離,精製し,各種機器

分析を行ない同定した。

[結果]

1.p-Menthane-2,8-diol類の合成:　A.nigerによるa-pineneの変換は

trans-sobrerol，8-OH-carvotanacetone，8-OH-carvomenthone　を経て

(1R,2S,4R)-(十)-p-menthane-2,8-diolを生成した。これは最終段階における還

元酵素のエナンチオ選択性に起因することが明かとなった。Euglenaでは(-)-およ

び(十)-carvoneや８種類のdihydrocarveo1類から相当する８種類のp-

menthane-2,8-dio1類が生成した。

2.(十)－2,3-dihydrozerumbolの合成:　F.culmorumによりzerumboneは

(＋)-2,3-dihydrozerumbolや(十)-zerumbolを経て，森林香である(＋)-2,3-

dihydrozer-umbolを生成した。その75％以上は菌体内に蓄積された。

3.1-oxo-7,9-dihydroxyisodaucane　の合成:　A.nigerはラセミ体

zerumbone epoxide をCyt.P450 inhibitor の存在下で特異的に(2R,6S,7S,10R，

11S)-(＋)一1-oxo-7,9-dihydroxyisodaucaneを生成した。

4.Nootkatoneの合成:C.fuscaおよびC.pyTenodosaによりva]enceneか

らnoot-katol類を経て効率良くグレープフルーツの香りであるnootkatoneを生

成した。

References:　1)Y.Noma＆Y.Asakawa et.al.,33rdISE0,Abstractpaper,p.142,2002,Lisbon

　　(Portugal)，2)Y.Noma＆Y.Asakawa et.al.,32ndlSEO， Abstract paper， p.32，

　　20〔〕1;Wroclaw(Poland),3)Y.Noma＆Y.Asakawa et.al.,46thTEAC およびISEO合同

　　大会，Abstract paper,pp.313-315,2002,Tokushima(Japan).
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ポスター51

一

放線菌由来脱水素酵素系を用いた説水素型環状ジベプチド類の合成

　　岡山大・農　○池田万里　森本篤史　仁戸田照彦　神崎浩

　Synthesis ofdehydrogenated cyclic dφeptidesby acthlomycetous dehydrogenases

　　　　　　　　Faculty ofAgnculture, 0kayama university

　　　　Bamilke配Atsushi Monmoto, TerullikoNitoda, Hiroshj Kimzaki

Abstract: An actinomycetous enzyme system involved hl albonoursin biosynthesishave abroad

specincityagainst various cyelic dipeptides.Cyclo(AMet-AMet)and cyclo(APhe-APro)were

newly synthesized hm correspondiBg cyclic dipeptidesby 111isenzyme system.

　アミノ酸２分子が脱水菜化した葉状ジペブチド類（CDP類）は天然に広く分布し，

その誘導体として，側鎖の（x,β位が脱水素された脱水素型CDP類が存在する。我々

は，eyclo（Leu-PhO（CFL）の両側鎖の脱水素体，albonoursin（CAFAL）を放線菌

StrePtomyces sp.K02388 株よりウニ胚雌核雄核融合阻害物質として単離し，その菌

株中にCFLからalbonoursinへの新規変換酵素系が木蔭株中に存在すること，その反

応は中間体として２種の片側脱水素体を経ることを明らかにしたl）。また，この反応

系を利用するとCFL以外のCDP類からもその脱水常体を酵素合成できることを示

してきた仇その中にはalbonoursinの16000倍という非常に強いウニ胚卵割阻害活

性を示すdehydrophenylahistinという化合物もあり，ウニ胚卵割阻害活性発現には両

側鎖が脱水素されていることが重要で，その活性の強さは側鎖の種類により異なる

ことを明らかにしてきた。今回は本酵素系の基質特異性及び，脱水素型CDPの構造

活性相関について更なる研究を行った。

　木酵素系の基質特異性を検討するために47種のCDPを本酵素反応に供した結果，

24種のCDPにおいて反応の進行がDAD-HPLCにより確認された。その中には，

cyclo（Met-Met）（CMM）及びcyclo（Phe-Pro）（CFP）も含まれていた。ＣＭＭは，構成

アミノ酸に芳香族アミノ酸を含まないという点て，CFPはProを構成アミノ酸に含

むという点でこれまでに基質に用いてきたCDPとは異なるため，各々に対応する脱

水素体はどのような生理活性を持つのかという点において興味が持たれた。

　そこで，50mgの基質を用いて反応を行ったところ，いずれも効率よく反応が進行

し，各反応液からC△M∠XM（I.6mg）及び，CAFP（15.1 mg）,C△FAP（7.7mg）を単離

し，各種機器分析により，固定することができた。CAMMは生成が確認されたもの

の単離するには至らなかった。CAMAM及びCAFAPはこれまでに報告のない新規化

合物であった。これらの様な新規で特徴的な構造を有する脱水素型CDPを調製でき

たことから，木酵素系は非常に幅広い基質特異性を持ち，物質生産に有用であるこ

とが判明し，今後さらにさまざまな化合物の変換に利用可能と考えられる。

　得られた脱水素体のウニ胚卵割阻害活性を測定したところ，今回合成した３種共

に阻害活性を示さなかった。これまでの我々が本酵素合成法で調製してきた両側脱

水素体は全て活性を示していたのに対し，今回調製したCAMAM，CAFAPが細胞分

裂阻害を示さなかったことから，ウニ胚卵割阻害活性発現には両側鎖が脱水素され

ていることだけでなく側鎖の種類が重要であることが明らかとなった。

References

l）J j1＆j.CaZ.j＆lz･，6，265-270（1999），2），Z別QEj.別aag,90，86-89（2000）
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ポスター52

酵母lorulasPora delbnteckiiを用いる還元反応の有機合成化学への応用

　　　　　　　　　　　　　　　(慶大理工)○冨宿賢一、富田美奈、須貝威

Application oITon41(lsPora delbrueckii-mediated reduction in organic synthesis

(Department of Chemistry､ Keio university)Ken-ichi Fuhshuku､ Mina Tomita､ lakeshi Sugai

　Substrate specincity oI Torula5pora delbhλec�XF010921､isolated as the yeast which can

enatioselectivelyreduce the carbonyl group of Wieland-Miescher ketone､ was studied.The

air-dfiedpreparation was enbctive as thelong-term preservable cells.

　酵母の一種Torulaspora delbrueckiはF010921は、非共役カルボニル基に対して非常

に高い還元能を有し、隣接四級炭素の立体化学を認識して選択的に還元反応を進行す

る1)。本酵母を用いる還元反応を、有機合成化学上幅広く活用することを志向して、

以下に示す二つの課題について検討した。

1)基質特異性に関する検討および還元生成物の応用

　本酵母の活性発現に必要と思われる1､3-ジカルボニル構造や、そのビニログ構造を

有する種々の化合物を基質として酵母還元を試みた。前年度の発表恂こて報告した二

葉性化合物[Ａ]とは対照的に、その葉化前駆体であるトリケトン[B]に対しては基質特

異性が広く、立体選択的に還元反応が進行した。その結果、光学的に純粋なヘミアセ

タール閉葉体[C]を得ることができ、化学的変換によって二環性化合物の不斉合成が

可能になった。

　微生物反応によって得られたヘミアセタール閉葉体[C]は、ョードベンゼンジアセ

タートと酢酸銅(Ｈ)を作用させることにより、従来は合成の困難であった、a一位にビ

ニル基を有し､図示の単一の立体化学を有するβ-アセトキシケトン[Ｄ]へと変換できた。

得られた化合物は、天然有機化合物の合成原料として期待される。

Ｏ

　　[A]

(m,n＝lor2)

Ｒ･

　　　　【BI

（R＝MeorEt,n＝lor2）

{ＣＩ

(n＝ lor2）

【Ｄ】

2)長期保存可能な乾燥菌体の作製

　酵母は同一細胞内に補酵素再生糸を有しているため､基質と糖質を添加するのみで

目的とする還元反応を進行する。もし、この補酵素再生糸をも一括して乾燥菌体を作

製することができれば、その都度培養することは不要になり､本酵母を用いた還元反

応の汎肝既は非常に高まると期待される。このように利便性の高い菌体を得ることを

目的として、本酵母の乾燥を検討した。様々な乾燥法の中で、常温乾燥法により作製

した乾燥菌体は、湿潤生菌体とほぼ同じ活性を保持し、長期保存も可能であった。こ

の乾燥菌体は、基質[A]、[B]に対する反応性、選択性について湿混生菌体と同様の結

果が得られており、今後有機合成化学への一層の応用が期待される。

1)Fuhshuku､K.d�.J.0rR.Chem.1900､6j､129-135.

2)富田ら、第５回生体触媒化学シンポジウム講演要旨集2P-04(2001)
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ポスター53

　　　酵素光学分割を経るプロリン関連化合物の合成研究

　(慶大・理工、岡山県大院・保健福祉＊、京都教育大・化学＊＊)

○黒川真行、進藤武之、鈴木麻珠三、中島仲佳＊、石原浩二＊＊、須貝威

Synthesis of enantiomers of proline-related compounds via enzyme､catalyzed kinetic

resolution

(Department of Chemistry､ Keio university､ Graduate Sehool of Health and Welfare Scienee、

0kayama Prefectura1 University､*Department of Chemistry、 Kyoto university of

Edueation**)

m　必１㎡ｚｌ昿同心句

lshihara､＊＊T欲eshiSugai

Abstract:　C. 回心吋a lipase B (Chirazyme L-2)wase貌etive fbr the kineticresolutionby

means of the hydrolysis of MBoc and y-Cbz prolme esters with E ＞100.Diverse

enantiom�c preference was observed between purifiedisozymes (A and C)肋mearthwoml

proteases.　C.皿心rz心lipase B also showed a hjgh enantioselectivity(E＞100)to蔡Boc

and荼Cbz indohe-2-carboxylic esters.

　プロリンの環内窒素原子をカルバミルアミノ基、Boc基、Cbz基で保護したエステ

ル類に対し、酵素を用いる光学分割を試みたところ、C.aね2､むiα2リパーゼがBoc体

(4h)やCbz体(5♭)に対し､良好な鏡像選択的な加水分解能を示した(S体優先､E>100)。

また、Cbz体(5♭)に対しミミズ(jlzsゐ吹zj.9 y‘zjゐdza)由来のプロテアーゼ1)を作用させた

ところ、アイソザイム間で、優先して加水分解される鏡像体が異なることがわかった

(アイソザイムＡ：Ｓ体優先、E 13.6、Cり?体優先、E2.5)。リパーゼによる分割によっ

て得られたＲ体から、RAMP(2)の重要中間体(3)を光学純度よく合成した。

乙ﾐｼﾝ

゛｀co2R

人

１♭：Ｘ＝ＮＨ２

４♭：Ｘ＝０１ＢＵ

Ｓｂ：Ｘ＝ＯＢｎ

　ｅｎｚｙｍｅ

→ ⑤ ″々／
ＯＭｅ

５♭：Ｘ＝ＯＢｎ ３：Ｘ＝ＣＯＮＨ２

　二環性のプロリンアナログとみなせる、インドリンー2-カルポン酸誘導体(6♭､ﾌ♭)に

対してC.aza･daりパーゼを作用させたところ、同様にＳ体が高い鏡像選択性(E

>100)をもって加水分解された。

匹OR
入

６♭：Ｘ＝ＯＩＢｕ

７♭：Ｘ＝ＯＢｎ

　iipase

→

(S)-61:X＝Ot日U

　　7窟：Ｘ＝ＯＢｎ

1）Sugimoto,M･;Nakiinla,N.aasd.＆a蝕咄zzal.別aas.2001，6j，15ﾌ5-1580.
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ポスター54

　　　　　　　　　(+)-Heliannuol C の全合成
(徳島大薬･医薬資源研セ)　○亀井　智代，新藤　充 宍戸　宏造

　　　　　　　　　　　　　Tota1 Synthesis of(十)-Heliannuo1C

　　　　　　　(lnstituteforMedicina1 Resources, Unjversityof Tokushima)

　　　　　　　　　Tomovo Kamei, Mitsuru Shindo and Kozo Shishido

Abstract: The nrst enantioselectivetotal synthesis of(十)-helialmuo1 C，

allelopathic activity，has been accomplished employing lipase catalyzed

acetylationandring closingmetathesisas thekey reactionsteps，

which has

asymmetric

HeliannuolC は、Maciasらによって、ヒマワリの棄の水溶性抽出面分より単離された

セスキテルペノイドであり、双子棄権特に対しアレロパシー活性を示すことから注目

を集めているテルペノイドであるj。今回､heliannuol C の初めての全合成を達成し、

併せて絶対立体構造の決定を行ったので報告する。

　3-ョードー1､4-ジメトキシトルエンを出発原料とし、前頭反応を経由してプロキラル

1､5-ジオール(1)へと導いた｡これをhpase AK-Cを用いる酵素化学的不斉アセチル化反

応に付してキラルモノアセテート(2)とし､ベンジル位における３級不斉中心の構築を

行った２．続いて、フェノール(3)を経てジエン(4)とした後、閉服メクセシス3によ

り７員服化合物(5)へと導いた。これをジアステレオ面選択的にエポキシ化した後、位

置選択的に間服レ最後にビニル基の導入、説保護を行い、(+)-heliannuo1 C の全合成

を完結した。このものの比旋光度は天然物と逆であることが判明した。

ＭｅＯ、

Ｍ

(1)

ＴＢＤＰＳＩ

Ｍ･

Ｈ

→

Me（

　MI
(2)

　　　　ＴＢＤＰＳＯ、

←

Ｍ

匹ＯＡｃ
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Ｈ

ＴＢＤＰＳ･

(3)

匹ＯＲ

Ｍ

Ｈ

㎜

→

→

　　　　　　　(4)　　　　　　　　　　(5)　　　　　　(＋)-Heliannuol C
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　　　　　　藍藻を利用したケトンの不斉還元の光制御

　　　　　　　　　(京大・化研)○山中垣央，中村薫

　Light-mediated regulation of asymmetric reduction of ketones by a cyanobactenum

(lnstitutefor Chemical Research, Kyoto university)Rio Yamanaka, Kaoru Nakamura

　The chamical yield 皿d/or stereochemical course oF the asymmetnc reduction of ketones by a

Photosynthetic microbe is largely regulated by light. Thus，we find that the chemical yield and/o「

enantioselectivity oF the reduction of ketones with ＳｙｎｅｃｈｏｃｏｃｃｕｓｄｏｎｇａｔｕｓPCC7942 increases as a

resultofilluminationwithnuorescentlight.Furthermore，DCMU，an inhibitor oF Photosynthesis， an｀ects

the stereoselectivity of the reduction.

　生体触媒による還元反応には何らかのエネルギーが

必要であり、通常は糖によって供給されている。我々

は新しいエネルギーの供給源として光に注目レ光を

利用することができる光合成生物、藍藻(ざy回ご加cりcc心

ｄｏｎ卵m5PCC 7942)によりケトンの還元反応を行った。

基質としてアリルメテルケトンを川いた場合、高立体

選択的に(>96％ee)対応するぶ体のアルコールが得ら

嫡子

ＮＡＤＰＨ

句

ＮＡＤＰ゛

府
Syngchococcｕｓｄｏｎａｇａｔｕｓ？CC 7942

れた。さらに、暗所での反応に比べて明所で収率が向　　Flg｡ I Cofictor-recyc】ingsyslembyllght

上した。この結果から、この反応は藍藻が光合成を行う際に生成する補酵素を利用して（光に

よる補酵素再生）進行していることが予想された（Fig.1）。また、基質としてアリルフッ素化メ

チルケトンを用いた場合は、光条件によって化学収率だけでなく不斉収率も変動することが分

かった（Rg.2）。つまり、光によって立体制御を行ったことになる。

　次に、藍藻によるケトンの還元反応のメカニズムを謨べるために光合成阻害剤であるDCMU

の効果を検討した。DCMUを添加すると、光照射下において反応を行ったのにもかかわらず嶮

所での反応と同様の結果を示した。すなわち、藍藻によるケトンの還元反応における酵素活性

は光合成に伴う生理学的変化に大きく依存していることが分かった。

い-22
30％eeR

11り√

sy

(回申¨
∠こ.'･･7むyir､(ﾝ

70％eeR

Fig.2 Reduction ofc叉,(叉-difluoroacetophenoneby S.dongatusPCC7942
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　微弱超音波を用いる酵素反応の制御

（東工大院生命理工）○星野　友、川崎剛美、岡畑憲雄

　　　　　　　Control of Enzyme Reactions under Weak Ultrasound irradiatjons

(Dept.ofBiomo1.Eng.，Tokyo lnstituteofTechnology)Yu Hoshino, Takayoshi Kawasaki。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yoshio okahata

Abstract: EfTbcts ofultrasouJldwave on enzymatic reactions were studicd.Reaction rate of

dansylated lysozyme was accelerated by weak ultrasound irradiationwith a nalTowr皿ge of

丘equency area. Characteristic active spectra of the enzyme reactions dependig on

dansylated ratioonysozyme win bc discussed.

1.緒言　当研究室では酵素に超音波を照射することによりその触媒活性がどの様に

変化するかを検討してきた。これまでに糖加水分解酵素であるβ-N-

Acetylglucosaminidaseに対する超音波の影響を検討し、由来の異なる酵南関で同じ

周波数帯域の超音波を照射したときに同様に活性が制御できることを報告し、超

音波が酵素ペプチド鎖のコンフォメーションゆらぎを変化させている可能性を示

唆した。今回は超音波照射によるコンフォメーション変化を分光学的に追跡すべ

く、リソチームをダンシル基で蛍光修飾し、超音波照射による酵素内のドリフト

ファンからダンシル基への蛍光エネルギー移動

効率の変化を追跡しようと試みた。まずはダン

シル化リソテームに数kHz～数ＭＨｚの超音波を

照射して酵素活性の変化を測定した。

2.実験　Function Synthesizer で所定の周波数、電

圧の交流電場を発生させ、交流電場を圧電素子に

電圧を印加し超音波を発生させた。酵素はダンシ

ル化リソチームを用い、基質((ＧｌｃＮＡｃ)-ＭｅＵ)

の加水分解産物である4-metylumbelnferoneの448

nmの蛍光強度の経時変化から酵素活性を評価し

た。圧電素子を酵素反応溶液面に接触させ超音波

発生前の活性を１としたときの、発生中、発生後

の活性を照射周波数に対してプロットした。

3､結果　図に示したように、ある周波数帯域にお

いて酵素活性が大きく変化するニとがわかった。

ダンシル化数ごとにリゾチームを分離し、ダンシ

ル化の程度と超音波感受性の相関性について議論

する。

References:

1)A.Kohen､R.Cannio､S.Bartolucei､J.Klmman、

M7なrら汐2､496-499(1999)、D.AJltoniou、S.D.

Schwgtz､J. Phys. Chem. B U21､5553-5558(2001)

and refbrences therein.
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ポスター57

水晶発振子マイクロバランス法を用いたグルコアミラーゼによる

　　　　　　　　　　　加水分解反応の解析

　　(東工大院生命理工・CREST)○西野秀和・仁平高則・森俊明・岡畑憲雄

　Analysis ofHydro】ytieReaction by Glucoamylase using a Quartz-Crystal Microba】ance

　　(Gradute School of Biosej。ce and Biotechnology, Tokyo lnstimte ofTechnology)

　　　　HidekazuNj幽lnQ,Takal(xriNlira.TosMaki Mori. ad Yoshio okahaねl

Abstract: Glucoamylase catalysesthe exo-acting hy＆olysis of starch,aJldrclcasesβ,91ucose

fyom the non-reducing ends of stafch and related substrates. ln thisstudy, we report thatthe

amylopectin一面mobilized 27 MHz quartz-crystalmicrobalaJlce（QCM）isa useful tool to

detect dire�y and quantitativelyeach stcP of the amylopectin hydrolytic reactions　of

glucoamylase m the aqueous solution.

1.緒言：グルコアミラーゼは糖鎖の非還元末端側からa-1､4及びa-1､6グリコシ

ド結合を加水分解し､β-グルコースの生成を触媒する酵素である｡本研究では27 MHz

水晶発振子マイクロバランス（ＱＣＭ）法を用いて、基板にアミロペクヂンを固定化

し、グルコアミラーゼの加水分解挙動を観察し、動力学的解析を試みたので以下に

報告する。

２．実験：アミロペクチンの還元末端をピオチン化し、ストレプトアピジン修飾し

た水晶発振子上に固定化した。このアミロベクチン固定化水晶発振子を測定溶液に

浸積し、グルコアミラーゼを添加した時の振動数変化から、酵素の糖鎖への結合、

加水分解の反応動力学を追跡

した。

３．結果と考察：　グルコア

ミラーゼの加水分解反応を27

MHz水晶発振子を用いて観察

を行った。酵素溶液を加える

ことにより振動数は-45 Hz

まで減少した。その後220 Hz

まで振動数が増加し、平衡に

達した。初期の振動数の減少

は酵素の基質への結合が優先

的に起こっていることを示し

ており、-45 Hz を境に加水

分解による基質の基板からの

脱離と反応を終了した酵素の

基板からの脱離の両方を観察

していると考えられた。現在、

各ステップの動力学を解折中

である。
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　　　酵素触媒反応における種々の変性剤の添加による

　　　　　　　　　エナンチオ選択性の向上

　（神戸大学発達科学部）○森修一・渡辺圭一・西村幸・松味里

奈・橘美樹・湯元宏美・上地真一

The enhancement of the enantioselectivity of enzyme-catalyzed

reactions by addition of several protein denaturants.

（Faculty of human development and sciences， Kobe university）

哺　●●　■¶膠　ｄ--』．－．--．　　－　－Shuichi M， Keiichi Watanabe， MiylJkj Nishimura， Rina Matsumi，

Miki Tachibana, Hiromi Yumoto, UゆShinichi

We wish to report that the lipase's enantioselectivity was remarkably enhanced

by the addition of denatunng compounds such as SDS， urea，and guanidinium

HCI.Also，this observation wm be discussed brieny on the bases of the

elucidation ofthe mechanism behind these additive ef秘cts.

　酵素触媒反応におけるエナンチオ選於吐を向上させるための取り組み

として、反応系中に添加物を加える試みが数多くなされているが、それ

らの作用機構について統一された知見は得られておらず、実際の手法と

しては煩雑な酵素のスクリーニングが一般的となっている。

べ≫-ぺ≒o,日

　我々はここで､SDS､urea、

塩酸グアニジン等の“タン

パク質の変性剤”の添加が

エナンチオ選択性を向上さ

せるために大変有効である

ということを示し、その作

用機構について報告する。

これはエナンチオ選択性向

上の手法を開発するための

基礎となりうる知見である

と思われる。

Uqjietal.，Chemistry Letters
912(2001)
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Penicimum c汝inum由来のβ－ケトエステル還元酵素と補酵素再生系

　　　　酵素の共発現系による光学活性アルコールの生産

(富山県大・工・生物工学研究センター、*住友化学工業・有機合成研)伊藤　仲

哉、○坂野　公紀、朝子　弘之*、脇田　龍平*、清水　将年*

Chiral alcohol production by β-ketoesterreductase fiom PenidHium d�num coupled

withTegeneration system of NADPH (Biotechno1.Res.Center､Toyma Pretl univ.、

*Organic Synthesis Res. Lab.､Sumitomo Chem. Co.)Nobuya ltoh､ Kiminori Banno、

*Hlroyuki Asako､ *Ryuhei Wakita､ *Masatoshi Shimizu

　j).citrimlm由来のβ-ケトエステル還元酵素はNADPHに依存する活性を示す。

本酵素遺伝子(br)をクローニングし、その諸性質を明らかにした。また、本酵

素を用いた光学活性アルコールの効率的な生産系を確立するために、グルコー

ス脱水素酵素による補酵素再生系を共発現させた大腸菌を用いmethyl 4-bromo-

　3-oxobutanoate(BAM)の不斉還元反応を検討した。

　　○　○
肌フし又o・

methyl今bromo

'3-oxobutyrate
　　(BAM)

ketDester reductase

　　　　O《ER）

ＮＡＤＰＨ ＮＡＤＦ

CofactDr regenerajon enzyme
　　　　　　（GDH）

ＯＨＯ

srヽﾉ、ﾒｏ・

　methy14-bromo

-3’hydroxybulyra

　　　但ＨＢＭ）

　本酵素を用いて補酵素再生用酵素との共発現による光学活性アルコールの生

産を行うために、尨､･遺伝子の上流または下流に＆ｌｄｌｓｇＭ&９から得られたグ

ルコース説水素酵素遺伝子gaをプラスミドpTrcRPc上にタンデムに連結し、

両酵素を共発現させた。この£.cd菌体を用いてＢＡＭの還元反応を行った。

特に、プラスミド上での尨｡、gaの位置を入れ替えることで発現酵素の活性を

比較した。さらに高濃度の基質で反応を行うために、培地組成、温度、グルコ

ース添加量、反応液の組成、pH、水一有機溶媒２相系の組み合わせを検討した。

また野生型酵素の安定性と光学純度を向上させるために、酵素のタンパク質工

学的改変を行い、安定性、光学純度ともに向上した変異酵素を得た。現在、同

変異酵素を用いる反応を検討している。
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Syntheses of oxidatively modined glycerophospholipid and cholestei7l esters via

enzymatic oxidation and hydrolysis reactions

OAfnold N. 0nyango,sShuheiNak哺ma,9 Sakayu Shimizu a゙nd Naomiehi Babas

3DepartmentofBiorcsourccsChcmjstry，FacultyofA4griculture，0kayama unjversity

b Division of APPUcd Life Science，Graduate School ofAgriculturc，Kyoto unjvcrsity

Lipid peroxidation has been implicated in several pathophysiological conditions such as

atherogenesis，carcinogenesis and aging.　0n thc other hand， son!e　salutary effects

such as antimalarial activity andcancer　cell death induction havc　also bccn rcPortcd.

However，the exact chemical species and the mechanisms involved are not wen known.

Thusjn order to furtherexarnine thcsc Proccsscs， we have synthesized phosPholiPids

bcaring polyenoic acid hydroperoxides， such as comPound l,1 and those bearing a)-oxo

fatty acids，such as comPound 2.2 For both kinds of Products，Polycnoic acids such as

DHぺEPA or a-1inolenic acid wcrc convcrtcd to their monohydroPcroxides by soybcan

liPoxygenase‘catalysed oxidation. Thesc hydroPcroxides were then methylated， and

afler Protcction or clcav昭e ofthe hydroperoxy group，hydrolysis by liPasc PS afforded

a protected hydroPeroxy'fatty acid or an (ひ-oxo fatty acid respectively，Subsequent

cstcrincation of thesc acids to lysophosphatidylcholinc afforded the desired phosholipid

derivatives.Cholcsteryl esters of the ほ-oxo fatty acids were similarly obtained by

estermcation of the (D-oxo fatty acids to cholcsterd
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2.　A.N.0nyango et.al,J.Cie摺.＆つむ.，Fgr剋肖7yajls.1，2002，1941-1943

71

■



ポスター61

炭酸固定反応を触媒する説炭酸酵素の反応特性と一次構造解析

　(岐阜大・工)○内田　玲、吉田豊和、藤田浩平、長渾　透

Charactenzation and Stn↓cturalAnalysis of Reversible Decarboxylases Catalyzing Carbon

Dioxide Fixation

(Department ofBiomolecular Seience､ Faculty of Engineering､ Gifiluniversity)

AkjraUC旦U)A､Toyokazu YOHISDA､ KoheiFUJ汀Ａ､ＴｏｒｕＮＡＧＡＳＡＷＡ

Abstract:　A novel reversibledecarboxylase, indole-3-carboxylate decarboxylase,wasfound

in jrzゐ酌玩7c応r刄ja消αzlαEFI1612 and several molds.　’nle indole-3-cafboxylate

decarboxylase efnciently carboxylated indole and 2-methylindole by the reverse reaction.

T11egenes encoding reversibledecarboxylase was isolated alldanalyzed.

　脱炭酸酵素は一般的に逆反応による炭酸固定反応を触媒しないが、我々が最近見

いだしたピロール､2-カルポン酸脱炭酸酵素は効率良くピロールヘの炭酸固定反応を

触媒する1)。しかし、似通った反応特性を示す脱炭酸酵素の報告はなかった。そこで、

新たな可逆的脱炭酸酵素を探索した結果、土壌から分離したArthroba£ter nicotianae

FI1612および数種のカピがインドールー3-カルポン酸脱炭酸酵素を有し、この新規脱

炭酸酵素も炭酸固定活性を示すことが判明した2)。炭酸固定反応は密閉容器内での加

圧条件下で進行し、KHC03をC02源とした反応系で20mMのインドールから６時間

の反応で6.8mMのインドールー3-カルポン酸が生成した。 2-メチルインドールも炭酸

固定反応の良好な基質となった。

　ピロールー2-カルボン酸脱炭酸酵素およびインドールー3-カルボン酸脱炭酸酵素をコ

ードする３つの遺伝子をクローニングし、酵素一次構造を決定した。いずれの酵素

一次構造も微弱ながらも炭酸固定活性を示すClostridium hydroxybenzoicumの4-ヒド

ロキシ安息香酸脱炭酸酵素およびそのホモログタンパク質と20～30％の相同性を示

した。また、数多くの機能未知微生物タンパク質も～50％の相同性を示した。この

ことは、可逆的に反応を触媒する新たなタイプの脱炭酸酵素群が微生物に潜在する

ことを示唆している。

Ｈ

Pyrrole･2-carboxylate

　decarboxylase

ＣＯＯＨ
心 ＋ＣＯ２

　　lndok･3-carboxylate

　　　decarboxylase

COOH　　　　　　　　　　　にダ

　　　　４＝一一Ｊ･レ ＋ＣＯ２

Ｈ Ｈ

References　l)Wieser,M.etal･.E彗r.J.訟)cゐgs･,257,495-499(1998).

　　　　　　2)Yoshida,T.eta1,j咄d.jSk潅a.aaags･，66,2388-2394(2002)･
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ポスター62

　　　　　　天然資源ロジンの位置選択的・立体選択的水酸化

　(岐阜大・工)○満倉浩一・射本武史・長岡宏一・吉田豊和・長塚　透

Regio- and stereo-selectjvellydroxylation of naturaj resource rosi･ by mjcroarganisms

(Department of Biomolecular Science，Gifil uiliversity)KoichiMitSk董姦,Takeshi lmoto.

Hlrokazu Nagaoka, Toyokazu Yoshjda, Toru Nagasawa

Abstract: The hydfoxylation of rosin by MzjcθΓsp.皿dM()哨ａ肩/αsp. was studied. Thc

microbial products converted fiom abieticacid and dehydroabietic acidwerefound to have

the hydroxyl group at C-2 position.TI!e cultぼe and reaction conditions for the efncient

conversion were optimized.

　ロジンは、松脂から得られ世界で年間100万トンレベルで生産されている自然界

に豊富に存在している再生可能な資源である。ロジンは、アビエチン酸、デヒドロ

アビエチン酸、ジヒドロアビエチン酸などの混合物から成っており、主に接着剤や

乳化剤の原料として広汎な応用がある。我々は、微生物によってロジンに位置選択

的・立体選択的に水酸基を導入することで、新しい機能性材料や医薬中間体への応

用展開が期待できると考え、ロジンの微生物変換を検討した。ロジンの微生物代謝

は、数例が報告されているが1-2j、分解代謝の研究にとどまり、変換中間体を生産蓄

積しようとする試みはない。

　我々は、ロジンを高収率で、位置選択的かつ立体選択的な水酸化を触媒する微生

物の探索を行った。その結果、土壌から３株の強いロジン変換活性を示す微生物を

取得した。得られた活性菌３株MEQ7･IT-25､1T-54とMa㎡g�・HR-32は、アピエチ

ン酸およびデヒドロアビエチン酸の水酸化を触媒してそれぞれ2-ヒドロキシアビエ

チン酸、2-ヒドロキシデヒドロアビエチン酸を生成した。ロジンの水酸化を培養あ

るいは休止菌体反応で検討した結果、最適化条件でj＆arsp.および旭)､他�izsp.は

アビエチン酸およびデヒドロアビエチン酸をどちらも50％を越える変換率で２位に

水酸基を導入した。

.

L

Abie6cacjd

References

あluc9rsp.

ユ

2･Hydroxyabieac acid

Ｍひcorsp･Oｒ
g4･e洵/紬sp.

几

Dehydroabie6c acid 2･Hydroxydehydmabjelc acid

I)J.P.Kutney,E. Dnitriadjs, G.M.Hewitt,M.Shlgh,8.R. Worth jygjlﾉ.a加.血&11982，･5j，

661-670.

2）中島路可、西井重明、石田　檄、山本二郎油化学1990､191-195.
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ポスター63

　　　デンドリマーカテキンコンジュゲートの酵素合成と応用

（生研機構）鄭　主恩、栗沢元一、（京大院工）○宇山　浩、小林四郎

　　　Enzymatic Synthesisand Applieation5of Dendrimer-Catech恒Colljugates

　（BRAIN）Joo E皿Chung、Motoichi Kurlsawa（Graduate School ofEngmeermg、

　　　　　　　Kyoto university）HIroshiuyama､ ShlroKobayashi

ABSTRACT: T11is study deals with enzymatic synthesis of poly(amidoamine)

dendr面er-cataechjn co哨昭ates and evaluation of thcir antioxjdant capacity. A11tioxidant

a�vity of catechjn was greatlyamp1血d by the enzymatic co句昭ation to extemal fimctional

groups ofthe dendrimer surface.

　赤ワインや緑茶に含まれるポリフェノールは、優れた抗酸化性、抗ガン活性、抗菌

性、抗炎症性、抗ウィルス性などの種々の生理活性を有することが知られており、動

脈硬化などの成人病やガン発生を予防する機能性食品化合物として注目されている。

しかしながら、ポリフェノールの分子量が小さいために、摂取後速やかに体外にポリ

フェノールが排泄されてしまうことから、ポリフェノールの効能は体内において数時

間以内に限られている。そのため、

種々の疾患を予防・治療するために　　　　　ｰ。

必要なポリフェノールを日常的に摂

取することは困難である。本研究で

は、緑茶ポリフェノールの一種であ

るカテキンをアミドアミンデンドリ

マー表面に固定化し、水に難溶なカ

テキンに水溶性と高分子化効果を付

与したデンドリマー－カテキンコン

ジュゲートを開発した。

　本コンジュゲートの合成はラッ力

/�昌昌31゛゛“「

cattchln

一ゼ触媒を用い、アミノ基を表面に持つポリアミドアミンデンドリマー（第四世代）

とカテキンの反応により行った。体内の活性酸素量を調整するSOD様活性をj､nﾉiか。

で評価した結果、本コンジュゲートはカテキンよりはるかに優れた活性酸素消去能を

示した。この際、分岐状ポリエチレンイミンーカテキンコンジュゲートのＳＯＤ楳活

性はカテキンとほぼ同程度であった｡活性ラジカルによるLDLの酸化は動脈硬化の発

生において重要な初期過程であると考えられている。本コンジュゲートは、活性ラジ

カルまたは金属イオンによるLDL酸化を完全に抑制することが明らかになった｡この

高い抗酸化性は４日間も持続されることが確認された。一方、分岐状ポ1』エチレンイ

ミンーカテキンコンジュゲートはカテキンより長期間に渡ってLDL酸化を抑制する

効果を示すものの、本コンジュゲートのように酸化をほぽ完全に抑制するには及ばな

かった。この際、脂質酸化に伴うアポリポタンバク質Ｂの変性も完全に抑制すること

が明らかになった。これはデンドリマー表面にハイブリッド化することによりカテキ

ン分子間の凝集が抑制されたこと、および水溶性の向上によって水溶性の酸化ラジカ

ルにカテキンがアクセスしやすくなったためと思われる。
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ポスター64

フエニルアセトアルデヒド還元酵素による水素移動型不斉還元プロ
　　　　　　　　　　　　セスとその応用

(富山県大・工・生物工学研究センター)○伊藤　伸哉、坂野　公紀、馬淵　真

理子、松田　理子、牧野　祥嗣

Asymmetric壮ansf11r hydrogenatiol process by　phenylacetaldehyde reductase and its

applieati(m(Bioteehnol. Res. Center､ ToyamaPre£Univ.)Nobuva ltoh､Kimjnori Banno、

Mariko Mabuchi､ Michiko Malsuda､ Yoshihide Makmo

　フエニルアセトアルデヒド還元酵素（PAR）は、スチレン資化性細菌のスチレ

ン代謝系の牛一酵素であり1）、30種類以上のケトン類から対応する（S）一体の

光学活性アルコールを生産する2･矢本酵素は広い基質特異性と高い立体選択性

を有するＮＡＤＨ依存性の亜鉛を含む中鎖アルコール脱水素酵素ファミリーに属

する還元酵素である2）。PARは、同時に2-ブロパノール脱水素酵素活性も有す

ることから2-ブロパノールを水素供与体とする水素移動型の実用的な不斉還元

プロセスを構築できる。本酵素を発現したＥ､ｃｄ菌体を使用すると、外部から

ＮＡＤぺ緩衝液、２-プロバノールを添加するだけの極めて簡単な反応組成で目

的のケトンを高収率で光学活性アルコール（87-100％e‥e）に変換することが

できる恍

　現在、一層実用性の高いプロセスを目指し、野生型酵素の２-ブロパノールに

対する耐性の向上、基質特異性の改変を進化分子工学的手法により行ってい

る。

Ｑ

　　　　　ｍ一CPC

㈲spended･｀n the Eactm mlxture）

　　　　　Boc-PN

(suspendedinUlereacuonmほure)

･以ﾕ｡へ
　　　　　　　CAE

(w)-phase reacUon with 50％ryoctane:

91

ＰＡＲ(Ｆｃ昴陥nsfonant)

NADH ０．５～ｌｍＭＮＡＤ十

(尺)-CCP

(S)-Boc-POL

ａ

ﾍﾝヽJ、｡へ

3～7％(v7V)2-p田panol

(/ﾏ)-CHBE

’28.09/|,93.2％yield

‘99,5％ag,副Orm

＾50.69/1，851yi白ld

‘ゝM19％ee,＆form

‘2a.29yl,94％yield

‘99.0％ae,R-10『m

I.N.ltoh，R.Morihama，J.-C.Wang，K.0kada and N. Mizuguchi，Appl. Environ.
Microbio1.，63，3783-3788，1997.

2.J.C.-Wang，M. Sakakibara， J.-Q. Liu，T. Dairi and N. ltoh， Appl， Microbiol.
Biotechnol.，52,386-392，1999.
3.NJtoh,N.Mizuguchi and M. Mabuchi,J.Mol.Catal.:B，6,41-50，1999.

4.N.ltoh,M.Matsuda,M.Mabuchi,T.DalriandJ.Wang，Eur.J.Biochem.，
269,2394-2402，2002.
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