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(57)【要約】
【課題】シトクロムP450モノオキシゲナーゼデコイ基質を用いた、より簡便且つ効率的な
ヒドロキシ炭化水素製造技術を提供すること。
【解決手段】一般式（1）で表される化合物からなる、細胞内でヒドロキシ炭化水素を製
造するために用いられるシトクロムP450モノオキシゲナーゼデコイ基質、及びこれを用い
て細胞内でヒドロキシ炭化水素を製造する方法。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
一般式（1）：
【化１】

10

［式中、R1は置換されていてもよい炭化水素基を示す。R2は単結合又はリンカーを示す。
R3は単結合又は式（2）：
【化２】
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（式中、窒素原子は、R2に結合する。）
で表される基を示す。R4及びR5は同一又は異なったアミノ酸側鎖を示す。R6は水素原子、
水酸基、アルデヒド基、カルボキシ基、又はカルボキシ誘導体基を示す。但し、R5及びR6
は互いに結合してラクトン環を形成していてもよい。nは0又は1以上の整数を示す。］
で表される化合物からなる、細胞内でヒドロキシ炭化水素を製造するために用いられるシ
トクロムP450モノオキシゲナーゼデコイ基質。
【請求項２】
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前記R がカルボキシ基である、請求項１に記載のデコイ基質。
【請求項３】
前記アミノ酸側鎖が、置換されていてもよいアルキル基、アルケニル基、アリール基、ア
ラルキル基、ヘテロアリール基、及びヘテロアラルキル基からなる群より選択される少な
くとも1種である、請求項１又は２に記載のデコイ基質。
【請求項４】
前記R1がアルキルアラルキル基であり、前記R2及びR3が単結合であり、且つnが0である、
請求項１〜３のいずれかに記載のデコイ基質。
【請求項５】
前記R1がアルキル基であり、前記R2が単結合であり、前記R3が前記式（2）で表される基
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であり、且つnが0である、請求項１〜３のいずれかに記載のデコイ基質。
【請求項６】
前記R5及び前記R6がラクトン環を形成していない、請求項１〜５のいずれかに記載のデコ
イ基質。
【請求項７】
前記R5及び前記R6が互いに結合してラクトン環を形成している、請求項１〜５のいずれか
に記載のデコイ基質。
【請求項８】
前記化合物がクオルモンである、請求項７に記載のデコイ基質。
【請求項９】
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請求項１〜８のいずれかに記載のデコイ基質及び炭化水素系基質を含む細胞を培養する工
程を含む、ヒドロキシ炭化水素を製造する方法。
【請求項１０】
請求項１〜８のいずれかに記載のデコイ基質及び炭化水素系基質を細胞に導入する工程、
及び得られた細胞を培養する工程を含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
前記デコイ基質が前記細胞内で合成されるデコイ基質である、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
一般式（1）：
【化３】

10

［式中、R1は置換されていてもよい炭化水素基を示す。R2は単結合又はリンカーを示す。
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R3は単結合又は式（2）：
【化４】

（式中、窒素原子は、R2に結合する。）
4

5
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で表される基を示す。R 及びR は同一又は異なってアミノ酸側鎖を示す。R は水素原子、
水酸基、アルデヒド基、カルボキシ基、又はカルボキシ誘導体基を示す。但し、R5及びR6
は互いに結合してラクトン環を形成していてもよい。nは0又は1以上の整数を示す。］
で表され、且つ
R4及びR5の少なくとも1つが親水性アミノ酸側鎖である、或いは
R1−R2−R3−がアルキル基以外の基である
化合物からなる、シトクロムP450モノオキシゲナーゼデコイ基質。
【請求項１３】
請求項１２に記載のデコイ基質、炭化水素系基質、及びシトクロムP450モノオキシゲナー
ゼをインビトロで反応させる工程を含む、ヒドロキシ炭化水素を製造する方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、シトクロムP450モノオキシゲナーゼデコイ基質、該デコイ基質を用いたヒド
ロキシ炭化水素製造方法等に関する。
【背景技術】
【０００２】
細菌由来の酵素であるシトクロムP450は、真核生物由来のシトクロムP450に比べて高い
触媒活性を持つことが知られている。細菌由来のシトクロムP450として、緑膿菌（Pseudo
monas aeruginosa）由来のシトクロムP450camや、バチルス属菌細菌の一種であるBacillu
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s megaterium由来のシトクロムP450BM3等の、シトクロムP450モノオキシゲナーゼが知ら
れている。
【０００３】
これらの細菌由来のシトクロムP450は、脂肪酸等の基質を水酸化する高い触媒活性を備
えている。また、水に対する親和性が比較的高いため、取得及び取扱が容易である。こう
した理由から、シトクロムP450モノオキシゲナーゼは、バイオ触媒として適していると考
えられる。
【０００４】
ただ、野生型のシトクロムは、工業的に有用な炭化水素系基質を水酸化するのにあたっ
ては必ずしも触媒活性が高いわけでない。このため、種々の変異型シトクロムP450が提案
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されている（特許文献１〜３）。
【０００５】
一方、本発明者らは、高い触媒活性を呈しない炭化水素に対してシトクロムP450を誤作
動させるように擬似基質（デコイ基質）を取り込ませることで、水酸化反応を高効率に触
媒することを既に報告している（特許文献４）。このデコイ基質は、シトクロムP450モノ
オキシゲナーゼの基質結合部位に結合可能な末端構造と、アルキル鎖、とを備えており、
アルキル鎖に含まれる少なくとも1つの分子がフッ素で置換されていることを特徴として
いる。ここで、アルキル鎖の水素分子をフッ素で置換したものをデコイ基質として用いる
のは、フッ素原子半径が水素に近いため、基質の水素をフッ素で置換したフッ素化物が本
来の基質に類似すると同時に、シトクロムP450はC−F結合を水酸化できないため、それ自
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身は基質とならないからである。
【０００６】
しかし、フッ素含有デコイ基質は、製造コストが高い他、その難分解性、環境残留性及
び生体蓄積性等といった問題が生じ得る。
【０００７】
この問題を解決すべく、本発明者らは、デコイ基質中のアルキル鎖のフッ素化を一切し
なくても、シトクロムP450モノオキシゲナーゼの基質結合部位に結合可能な末端構造と、
非フッ素化アルキル鎖とを、ペプチド結合を含むリンカーを介して備えることで、デコイ
基質として用いて、炭化水素を水酸化できることを報告している（特許文献５）。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特表第2000−508163号公報
【特許文献２】特表第2003−517815号公報
【特許文献３】特表第2003−521889号公報
【特許文献４】特開第2012−24009号公報
【特許文献５】特開第2017−071589号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
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しかしながら、フッ素原子を多く含むデコイ基質を用いた従来技術においては、細胞が
デコイ基質を取り込まないため、炭化水素系基質の水酸化反応をインビトロで行っており
、シトクロムP450モノオキシゲナーゼの酵素活性を持続させ、効率的にヒドロキシ炭化水
素を製造するには、NADPHを添加する必要があった。このため、ヒドロキシ炭化水素の製
造コスト、製造効率等の点でさらなる改善が必要であると考えられた。
【００１０】
そこで、本発明は、シトクロムP450モノオキシゲナーゼデコイ基質を用いた、より簡便
且つ効率的なヒドロキシ炭化水素製造技術を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
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本発明者らは、上記課題に鑑みて鋭意研究を進めた結果、一般式（1）で表される化合
物をシトクロムP450モノオキシゲナーゼデコイ基質が細胞に取り込まれることを見出し、
これにより該デコイ基質及び炭化水素系基質を含む細胞を単に培養することにより、簡便
且つ効率的にヒドロキシ炭化水素を製造できることを見出した。また、新たな構造の化合
物がシトクロムP450モノオキシゲナーゼデコイ基質として有用であることをも見出した。
【００１２】
即ち、本発明は、下記の態様を包含する。
【００１３】
項１．
一般式（1）：
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【００１４】
【化１】

20
【００１５】
［式中、R1は置換されていてもよい炭化水素基を示す。R2は単結合又はリンカーを示す。
R3は単結合又は式（2）：
【００１６】
【化２】
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【００１７】
（式中、窒素原子は、R2に結合する。）
で表される基を示す。R4及びR5は同一又は異なったアミノ酸側鎖を示す。R6は水素原子、
水酸基、アルデヒド基、カルボキシ基、又はカルボキシ誘導体基を示す。但し、R5及びR6
は互いに結合してラクトン環を形成していてもよい。nは0又は1以上の整数を示す。］
で表される化合物からなる、細胞内でヒドロキシ炭化水素を製造するために用いられるシ
トクロムP450モノオキシゲナーゼデコイ基質。
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【００１８】
項２．
前記R6がカルボキシ基である、項１に記載のデコイ基質。
【００１９】
項３．
前記アミノ酸側鎖が、置換されていてもよいアルキル基、アルケニル基、アリール基、ア
ラルキル基、ヘテロアリール基、及びヘテロアラルキル基からなる群より選択される少な
くとも1種である、項１又は２に記載のデコイ基質。
【００２０】
項４．
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前記R1がアルキルアラルキル基であり、前記R2及びR3が単結合であり、且つnが0である、
項１〜３のいずれかに記載のデコイ基質。
【００２１】
項５．
前記R1がアルキル基であり、前記R2が単結合であり、前記R3が前記式（2）で表される基
であり、且つnが0である、項１〜３のいずれかに記載のデコイ基質。
【００２２】
項６．
前記R5及び前記R6がラクトン環を形成していない、項１〜５のいずれかに記載のデコイ基
質。
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【００２３】
項７．
前記R5及び前記R6が互いに結合してラクトン環を形成している、項１〜５のいずれかに記
載のデコイ基質。
【００２４】
項８．
前記化合物がクオルモンである、項７に記載のデコイ基質。
【００２５】
項９．
項１〜８のいずれかに記載のデコイ基質及び炭化水素系基質を含む細胞を培養する工程を

20

含む、ヒドロキシ炭化水素を製造する方法。
【００２６】
項１０．
項１〜８のいずれかに記載のデコイ基質及び炭化水素系基質を細胞に導入する工程、及び
得られた細胞を培養する工程を含む、項９に記載の方法。
【００２７】
項１１．
前記デコイ基質が前記細胞内で合成されるデコイ基質である、項９に記載の方法。
【００２８】
項１２．
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一般式（1）：
【００２９】
【化３】
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【００３０】
［式中、R1は置換されていてもよい炭化水素基を示す。R2は単結合又はリンカーを示す。
R3は単結合又は式（2）：
【００３１】
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【化４】

【００３２】
（式中、窒素原子は、R2に結合する。）
4

5

10
6

で表される基を示す。R 及びR は同一又は異なってアミノ酸側鎖を示す。R は水素原子、
水酸基、アルデヒド基、カルボキシ基、又はカルボキシ誘導体基を示す。但し、R5及びR6
は互いに結合してラクトン環を形成していてもよい。nは0又は1以上の整数を示す。］
で表され、且つ
R4及びR5の少なくとも1つが親水性アミノ酸側鎖である、或いは
R1−R2−R3−がアルキル基以外の基である
化合物からなる、シトクロムP450モノオキシゲナーゼデコイ基質。
【００３３】
項１３．
項１２に記載のデコイ基質、炭化水素系基質、及びシトクロムP450モノオキシゲナーゼを
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インビトロで反応させる工程を含む、ヒドロキシ炭化水素を製造する方法。
【発明の効果】
【００３４】
本発明によれば、シトクロムP450モノオキシゲナーゼデコイ基質を用いた、より簡便且
つ効率的なヒドロキシ炭化水素製造技術を提供することができる。また、本発明によれば
、新たな構造のシトクロムP450モノオキシゲナーゼデコイ基質を提供することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】合成例19の1H NMRチャートを示す。
【図２】合成例20の1H NMRチャートを示す。
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1

【図３】合成例21の H NMRチャートを示す。
【図４】合成例22の1H NMRチャートを示す。
【図５】合成例23の1H NMRチャートを示す。
【図６】合成例24の1H NMRチャートを示す。
【図７】合成例25の1H NMRチャートを示す。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
本明細書中において、「含有」及び「含む」なる表現については、「含有」、「含む」
、「実質的にからなる」及び「のみからなる」という概念を含む。
【００３７】
1．化合物
一般式（1）：
【００３８】
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【化５】

10
【００３９】
で表される化合物について説明する。
【００４０】
＜1‑1．R1＞
R1は置換されていてもよい炭化水素基を示す。
【００４１】
R1で示される炭化水素基としては、特に制限されず、例えばアルキル基、アリール基等
、さらにはこれらが任意に組み合わされてなる基（例えば、アラルキル基、アルキルアリ
ール基、アルキルアラルキル基）等が挙げられる。
【００４２】
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1

R で示されるアルキル基には、直鎖状、分岐鎖状、又は環状（好ましくは直鎖状又は分
枝鎖状、より好ましくは直鎖状）のいずれのものも包含される。該アルキル基の炭素数は
、特に制限されず、例えば1〜15、好ましくは5〜14、より好ましくは6〜13、さらに好ま
しくは6〜12、よりさらに好ましくは6〜11、よりさらに好ましくは7〜11、よりさらに好
ましくは7〜10、よりさらに好ましくは7〜9である。該アルキル基の具体例としては、メ
チル基、エチル基、n−プロピル基、イソプロピル基、n−ブチル基、イソブチル基、tert
−ブチル基、sec−ブチル基、n−ペンチル基、ネオペンチル基、n−ヘキシル基、3−メチ
ルペンチル基、n−ヘプチル基、n−オクチル基、n−ノニル基、n−デシル基、n−ウンデ
シル基、n−ドデシル基等が挙げられる。
【００４３】
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1

R で示されるアリール基は、特に制限されないが、炭素数が6〜12のものが好ましく、6
〜12のものがより好ましく、6〜8のものがさらに好ましい。該アリール基は、単環式又は
多環式（例えば2環式、3環式等）のいずれでも有り得るが、好ましくは単環式である。該
アリール基としては、具体的には、例えばフェニル基、ナフチル基、ビフェニル基、ペン
タレニル基、インデニル基、アントラニル基、テトラセニル基、ペンタセニル基、ピレニ
ル基、ペリレニル基、フルオレニル基、フェナントリル基等が挙げられ、好ましくはフェ
ニル基が挙げられる。
【００４４】
R1で示されるアラルキル基は、特に制限されないが、例えば直鎖状又は分岐鎖状の炭素
数1〜6（好ましくは1〜4、より好ましくは1〜3、さらに好ましくは2）のアルキル基の水
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素原子（例えば1〜3つ、好ましくは1つの水素原子）が上記アリール基に置換されてなる
アラルキル基等が挙げられる。
【００４５】
R1で示されるアルキルアリール基は、特に制限されないが、例えば上記アリール基の水
素原子（例えば1〜3つ、好ましくは1つの水素原子）が、直鎖状又は分岐鎖状の炭素数1〜
6（好ましくは2〜6、より好ましくは3〜6、さらに好ましくは3〜5、よりさらに好ましく
は4）のアルキル基に置換されてなるアルキルアリール基等が挙げられる。
【００４６】
R1で示されるアルキルアラルキル基は、特に制限されないが、例えば上記アラルキル基
の芳香環上の水素原子（例えば1〜3つ、好ましくは1つの水素原子）が、直鎖状又は分岐
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鎖状の炭素数1〜6（好ましくは2〜6、より好ましくは3〜6、さらに好ましくは3〜5、より
さらに好ましくは4）のアルキル基に置換されてなるアルキルアラルキル基等が挙げられ
る。
【００４７】
R1で示される炭化水素基が有していてもよい置換基としては、特に制限されない。該置
換の態様としては、炭化水素基が、酸素原子、硫黄原子、窒素原子、ケイ素原子、炭素原
子、セレン原子、テルル原子等へ置換する態様が挙げられる。より具体的には、該置換基
としては、例えばオキソ基等が挙げられる。置換基の数は、例えば0〜3、好ましくは0〜1
、より好ましくは0である。
【００４８】

10

R1として、好ましくはアルキル基、アルキルアリール基、アルキルアラルキル基等が挙
げられ、より好ましくはアルキル基、アルキルアラルキル基等が挙げられ、さらに好まし
くはアルキルアラルキル基が挙げられる。
【００４９】
＜1‑2．R2＞
R2は単結合又はリンカーを示す。
【００５０】
R2で示されるリンカーは、主鎖上にヘテロ原子を含む比較的短い二価の基である限り特
に制限されない。主鎖上のヘテロ原子としては、例えば酸素原子、硫黄原子、窒素原子等
が挙げられる。リンカーの主鎖を構成する原子数は、例えば1〜3である。リンカーとして

20

は、例えば−O−、−C（＝O）−、−S（＝O）−、−S（＝O）2−、−NR−（Rは水素原子
又はアルキル基（好ましくは、炭素数1〜4のアルキル基）を示す。）等、さらにはこれら
が任意に連結してなる二価の基（例えば、−O−C（＝O）−、−O−S（＝O）−、−O−S（
＝O）2−、−C（＝O）−NR−等）が挙げられる。
【００５１】
R2として、好ましくは単結合が挙げられる。
【００５２】
＜1‑3．R3＞
R3は単結合又は式（2）：
【００５３】
【化６】

30

【００５４】
（式中、窒素原子は、R2に結合する。）

40

で表される基を示す。
【００５５】
R3として、好ましくは式（2）で表される基が挙げられる。
【００５６】
なお、R2及びR3が共に単結合の場合は、R2とR3は一体となって単結合を示す。
【００５７】
＜1‑4．R1−R2−R3−＞
従来技術（特許文献５）では、R1−R2−R3−はアルキル基であるとされていたが、本発
明者は、予想外にもアルキル基以外の基であっても、高い活性を有することを見出した。
この観点からは、R1−R2−R3−としては、アルキル基以外の基が好ましい。中でも、R1が
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アルキルアラルキル基であること（さらにはR2及びR3が単結合であること）、或いはR3が
前記式（2）で表される基であること（さらにはR1がアルキル基であり、R2が単結合であ
ること）が好ましい。
【００５８】
＜1‑5．R4、R5＞
R4及びR5は同一又は異なってアミノ酸側鎖を示す。また、R4が複数存在する場合、R4は
各出現において独立してアミノ酸側鎖を示す。
【００５９】
R4又はR5で示されるアミノ酸側鎖は、アミノ酸の側鎖として採用することができる一価
の基である限り、特に制限されない。なお、ここでいう「アミノ酸」には、天然のアミノ

10

酸の他にも、人工アミノ酸も包含される。アミノ酸側鎖としては、具体的には、例えば置
換されていてもよいアルキル基、アルケニル基、アリール基、アラルキル基、ヘテロアリ
ール基、ヘテロアラルキル基等が挙げられる。
【００６０】
R4又はR5で示されるアルキル基には、直鎖状、分岐鎖状、又は環状（好ましくは直鎖状
又は分枝鎖状、より好ましくは分枝鎖状）のいずれのものも包含される。該アルキル基の
炭素数は、特に制限されず、例えば1〜8、好ましくは2〜6、より好ましくは3〜5である。
該アルキル基の具体例としては、メチル基、エチル基、n−プロピル基、イソプロピル基
、n−ブチル基、イソブチル基、tert−ブチル基、sec−ブチル基、n−ペンチル基、ネオ
ペンチル基、n−ヘキシル基、3−メチルペンチル基、n−ヘプチル基、n−オクチル基等が

20

挙げられる。
【００６１】
R4又はR5で示されるアルケニル基としては、特に制限はなく、直鎖状、分岐鎖状、又は
環状（好ましくは直鎖状又は分枝鎖状）の炭素数2〜8、好ましくは2〜6、より好ましくは
3〜5のアルケニル基が挙げられる。このようなアルケニル基としては、例えば、ビニル基
、アリル基、1−プロペニル基、イソプロペニル基、ブテニル基、ペンテニル基、ヘキセ
ニル基等が挙げられる。
【００６２】
R4又はR5で示されるアリール基は、特に制限されないが、炭素数が6〜12のものが好ま
しく、6〜12のものがより好ましく、6〜8のものがさらに好ましい。該アリール基は、単

30

環式又は多環式（例えば2環式、3環式等）のいずれでも有り得るが、好ましくは単環式で
ある。該アリール基としては、具体的には、例えばフェニル基、ナフチル基、ビフェニル
基、ペンタレニル基、インデニル基、アントラニル基、テトラセニル基、ペンタセニル基
、ピレニル基、ペリレニル基、フルオレニル基、フェナントリル基等が挙げられ、好まし
くはフェニル基が挙げられる。
【００６３】
R4又はR5で示されるアラルキル基は、特に制限されないが、例えば直鎖状又は分岐鎖状
の炭素数1〜6（好ましくは1〜4、より好ましくは1〜3、さらに好ましくは1〜2）のアルキ
ル基の水素原子（例えば1〜3つ、好ましくは1つの水素原子、より好ましくは末端の水素
原子）が上記アリール基に置換されてなるアラルキル基等が挙げられる。

40

【００６４】
R4又はR5で示されるヘテロアリール基は、特に制限されないが、好ましくは環構成原子
数が3〜20、好ましくは3〜12、より好ましくは7〜11のヘテロアリール基である。該へテ
ロアリール基としては、具体的には、例えばピロリル基、ピリジル基、ピロリジル基、ピ
ペリジル基、イミダゾリル基、イミダゾイル基、ピラゾリル基、ピラジル基、ピリミジル
基、ピリダジル基、ピペラジル基、トリアジニル基、オキサゾリル基、イソオキサゾリル
基、モルホリル基、チアゾリル基、イソチアゾリル基、フラニル基、チオフェニル基、イ
ンドリル基、キノリル基、イソキノリル基、ベンゾイミダゾリル基、キナゾリル基、フタ
ラジル基、プリニル基、プテリジル基、ベンゾフラニル基、クマリル基、クロモニル基、
ベンゾチオフェニル基等が挙げられ、好ましくはインドリル基が挙げられる。
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【００６５】
R4又はR5で示されるヘテロアラルキル基は、特に制限されないが、例えば直鎖状又は分
岐鎖状の炭素数1〜6（好ましくは1〜4、より好ましくは1〜3、さらに好ましくは1〜2）の
アルキル基の水素原子（例えば1〜3つ、好ましくは1つの水素原子、より好ましくは末端
の水素原子）が上記へテロアリール基に置換されてなるヘテロアラルキル基等が挙げられ
る。
【００６６】
R4又はR5で示されるアルキル基、アルケニル基、アリール基、アラルキル基、ヘテロア
リール基、ヘテロアラルキル基が有していてもよい置換基としては、特に制限されず、例
えばアミノ基、カルボキシル基、カルバモイル基、水酸基、アルキルチオ基等が挙げられ

10

、好ましくは水酸基、アルキルチオ基等があげられる。置換基の数は、特に制限されない
が、例えば0〜3、好ましくは0〜1である。
【００６７】
アミノ酸側鎖として、好ましくはアラニン、バリン、ロイシン、イソロイシン、メチオ
ニン、トリプトファン、フェニルアラニン等の疎水性アミノ酸の側鎖が挙げられる。これ
らの中でも、より好ましくはロイシン、メチオニン、フェニルアラニン、トリプトファン
等の側鎖が挙げられ、さらに好ましくはロイシン、フェニルアラニン等の側鎖が挙げられ
る。また、従来技術（特許文献５）では、疎水性アミノ酸の側鎖が好ましいとされていた
が、本発明者は、予想外にも親水性アミノ酸側鎖も高い活性を有することを見出した。こ
の観点から、アミノ酸側鎖としては、親水性アミノ酸の側鎖も好ましい。親水性アミノ酸

20

の側鎖としては、好ましくはセリン、トレオニン、アスパラギン、グルタミン等の側鎖が
挙げられ、より好ましくはセリン、トレオニン等の側鎖が挙げられ、さらに好ましくはセ
リンの側鎖が挙げられる。
【００６８】
＜1‑6．R6＞
R6は水素原子、水酸基、アルデヒド基、カルボキシ基、又はカルボキシ誘導体基を示す
。
【００６９】
カルボキシル誘導体基としては、例えば、炭素数1〜4程度のアルキルエステル、アミド
及び無水物が挙げられる。また、カルボキシル誘導体基としては、カルボキシル基に1又

30

は2以上アミノ酸を導入したアミノアシル基が挙げられる。
【００７０】
R6として、好ましくはカルボキシ基が挙げられる。
【００７１】
＜1‑7．R5、R6＞
R5及びR6は互いに結合してラクトン環を形成していてもよい。
【００７２】
ラクトン環は、例えば4〜6員環、好ましくは5〜6員環、より好ましくは5員環である。
【００７３】
ラクトン環を形成するとは、一般式（1）中の、下記式：

40

【００７４】
【化７】

【００７５】
で表される部分構造が、例えば以下の式：
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【００７６】
【化８】

【００７７】

10

で表される部分構造となっていることを意味する。
【００７８】
＜1‑8．n＞
nは0又は1以上の整数を示す。
【００７９】
nは、好ましくは0〜2、より好ましくは0〜1、さらに好ましくは0である。
【００８０】
＜1‑9．好ましい一般式（1）化合物＞
本発明の一態様において、一般式（1）で表される化合物としては、好ましくは一般式
（1A）：

20

【００８１】
【化９】

【００８２】
［式中、R1、R2、R3、R5、及びR6は前記に同じである。］

30

で表される化合物が挙げられ、より好ましくは一般式（1B）：
【００８３】
【化１０】

40
【００８４】
［式中、R1、R2、R3、及びR5は前記に同じである。］
で表される化合物が挙げられ、より好ましくは一般式（1C）：
【００８５】
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【化１１】

【００８６】
［式中、R1、R3、及びR5は前記に同じである。］

10

で表される化合物が挙げられる。
【００８７】
また、細菌等が合成するクオルモンと同様の構造であり、後述の本発明の用途において
、内在性のクオルモン又はクオルモンのラクトン環が加水分解されたものをデコイ基質と
して用いることができるという観点から、一般式（1）において、好ましくはR5及びR6は
互いに結合して5員環のラクトン環を形成し、R2及びR3が単結合であり、且つn＝0である
こと、或いはR5がセリン側鎖であり、R6はカルボキシ基であり、R2及びR3が単結合であり
、且つn＝0であることが好ましい。これらの場合において、R1は、好ましくは1又は2つ（
好ましくは1つ）のオキソ基で置換されていてもよいアルキル基である。
【００８８】
一般式（1）に包含されるクオルモンとしては、例えば以下に列挙するものが挙げられ
る。
【００８９】
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【化１２】

10

20

30

【００９０】
＜1‑10．異性体、塩、水和物、溶媒和物＞
一般式（1）で表される化合物には、立体異性体及び光学異性体が含まれ、これらは特
に限定されるものではない。
【００９１】
一般式（1）で表される化合物にはその塩の形態も包含される。塩は特に制限されるも
のではない。該塩としては、酸性塩、塩基性塩のいずれも採用することができる。酸性塩
の例としては、塩酸塩、臭化水素酸塩、硫酸塩、硝酸塩、リン酸塩等の無機酸塩；

40

酢酸

塩、プロピオン酸塩、酒石酸塩、フマル酸塩、マレイン酸塩、リンゴ酸塩、クエン酸塩、
メタンスルホン酸塩、パラトルエンスルホン酸塩等の有機酸塩が挙げられ、塩基性塩の例
としては、ナトリウム塩、及びカリウム塩等のアルカリ金属塩；

並びにカルシウム塩、

マグネシウム塩等のアルカリ土類金属塩；

モルホリン、ピペリジ

アンモニアとの塩；

ン、ピロリジン、モノアルキルアミン、ジアルキルアミン、トリアルキルアミン、モノ（
ヒドロキシアルキル）アミン、ジ（ヒドロキシアルキル）アミン、トリ（ヒドロキシアル
キル）アミン等の有機アミンとの塩等が挙げられる。
【００９２】
一般式（1）で表される化合物には水和物及び溶媒和物の形態も包含される。溶媒和物
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を形成する溶媒としては、例えば、有機溶媒（例えばエタノール、グリセロール、酢酸等
）等が挙げられる。
【００９３】
2．製造方法
一般式（1）で表される化合物は、様々な方法で合成することができる。例えば、一般
式（1）においてnが0である化合物（一般式（1A）で表される化合物）は、以下の反応式
：
【００９４】
【化１３】
10

【００９５】
［式中、R1、R2、R3、R5、及びR6は前記に同じである。］
に従って又は準じて合成することができる。また、一般式（1）においてnが1以上である
20

化合物についても、これに準じた方法で合成することができる。
【００９６】
本反応では、一般式（1a）で表される化合物と一般式（1b）で表される化合物とを反応
させることで、一般式（1A）で表される化合物を得ることができる。
【００９７】
一般式（1b）で表される化合物の使用量は、収率等の観点から、一般式（1a）で表され
る化合物1モルに対して、通常、0.3〜3モルが好ましく、0.5〜2モルがより好ましく、0.8
〜1.2モルがさらに好ましい。
【００９８】
本反応は、縮合剤の存在下で行うことが好ましい。縮合剤としては、特に制限されるも
のではなく、例えば公知の縮合剤を広く使用することができる。縮合剤としては、具体的
には1‑エチル‑3‑(3‑ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド（EDC）、N,N
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−ジシクロ

ヘキシルカルボジイミド（DCC）等が挙げられ、好ましくはEDCが挙げられる。縮合剤は、
1種単独で用いてもよいし、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００９９】
縮合剤の使用量は、触媒の種類によっても異なるが、一例として、一般式（1a）で表さ
れる化合物1モルに対して、0.5〜3モルが好ましく、1〜2モルがより好ましい。
【０１００】
本反応は、塩基触媒の存在下で行うことが好ましい。塩基触媒としては、特に制限され
るものではなく、例えば公知の塩基触媒を広く使用することができる。塩基触媒としては
、具体的にはジイソプロピルエチルアミン（DIPEA）等が挙げられ、好ましくはDIPEAが挙
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げられる。塩基触媒は、1種単独で用いてもよいし、2種以上を組み合わせて用いてもよい
。
【０１０１】
塩基触媒の使用量は、触媒の種類によっても異なるが、一例として、一般式（1a）で表
される化合物1モルに対して、0.8〜4モルが好ましく、1.2〜2モルがより好ましい。
【０１０２】
本反応は、その他にも、1−ヒドロキシベンゾトリアゾール等の各種添加剤の存在下で
行うことが好ましい。
【０１０３】
本反応は、通常、反応溶媒の存在下で行われる。反応溶媒としては、特に制限されない
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が、例えばN,N−ジメチルホルムアミド、ジクロロメタン、アセトニトリル、テトラヒド
ロフラン、アセトン、トルエン等が挙げられ、好ましくはN,N−ジメチルホルムアミドが
挙げられる。溶媒は単独で使用してもよく、また、複数併用してもよい。
【０１０４】
反応温度は、加熱下、常温下及び冷却下のいずれでも行うことができ、通常、0〜50℃
（特に10〜30℃）で行うことが好ましい。反応時間は特に制限されず、通常、1時間〜12
時間、特に4時間〜8時間とすることができる。
【０１０５】
反応の進行は、クロマトグラフィーのような通常の方法で追跡することができる。反応
終了後、溶媒を留去し、生成物はクロマトグラフィー法、再結晶法等の通常の方法で単離

10

精製することができる。また、生成物の構造は、元素分析、MS（FD‑MS）分析、IR分析、1
H‑NMR、13C‑NMR等により同定することができる。
【０１０６】
なお、上記反応においては、一般式（1a）で表される化合物及び／又は一般式（1b）で
表される化合物中に上記反応を阻害する官能基がある場合には、これらに代えて、これら
の化合物中の官能基が保護された化合物を用いることもできる。この場合、上記反応終了
後に、必要に応じて、脱保護処理が行われる。
【０１０７】
3．用途
一般式（1）で表される化合物は、シトクロムP450モノオキシゲナーゼデコイ基質とし

20

て用いることができる。
【０１０８】
この観点から、本発明は、一般式（1）で表される化合物からなる、シトクロムP450モ
ノオキシゲナーゼデコイ基質（本明細書において、「本発明のデコイ基質」と示すことも
ある。）に関する。
【０１０９】
本発明のデコイ基質は、より具体的には、ヒドロキシ炭化水素を（インビトロで、或い
はインビボで）製造するために用いられるデコイ基質であり、好ましくは細胞内でヒドロ
キシ炭化水素を製造するために用いられるデコイ基質である。
【０１１０】
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この観点から、本発明は、本発明のデコイ基質及び炭化水素系基質を含む細胞を培養す
る工程を含む、ヒドロキシ炭化水素を製造する方法（本明細書において、「本発明の製造
方法1」と示すこともある。）、並びに本発明のデコイ基質、炭化水素系基質、及びシト
クロムP450モノオキシゲナーゼをインビトロで反応させる工程を含む、ヒドロキシ炭化水
素を製造する方法（本明細書において、「本発明の製造方法2」と示すこともある。）に
関する。
【０１１１】
また、同様の観点から、本発明は、ヒドロキシ炭化水素製造用組成物、ヒドロキシ炭化
水素製造用キットに関する。
【０１１２】
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＜3‑1．原理＞
一般式（1）で表される化合物がシトクロムP450モノオキシゲナーゼデコイ基質として
機能するメカニズムは、限定的な解釈を望むものではないが、以下のように考えられる。
【０１１３】
シトクロムP450モノオキシゲナーゼ（以下、単に、P450という。）の活性中心には、基
質が結合する基質結合部位が存在する。基質が基質結合部位に結合すると、活性中心に存
在する水分子が活性中心から押し出される。以下、この状態を活性化スイッチが入る、と
呼ぶ。活性中心は、その後、電子や酸素分子等の作用を受けた後に、基質の水酸化を触媒
する。したがって、活性化スイッチが入らないと、P450の触媒反応は開始しないと考えら
れている。なお、野生型のP450の基質としては、例えば、ラウリン酸、ミリスチン酸、パ
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ルミチン酸が知られている。これらの基質は、概して、基質結合部位に結合する末端構造
と、アルキル鎖とを持つ。
【０１１４】
本発明のデコイ基質においては、P450の基質結合部位に結合可能な部位（−C（＝O）−
NH−CH2（−R5）−R6）と、基質のアルキル鎖に相当する部位（R1−R2−R3−）とを備え
る。本発明のデコイ基質は、これら2つの部位を備えるために、基質のかわりにP450の基
質結合部位に結合できる。一方で、本発明のデコイ基質は、活性中心からは十分な距離を
保つため、活性スイッチは入らない。炭化水素系基質が、本発明のデコイ基質と活性中心
の間に入り込むと、P450の構造変化により、活性中心近傍に存在する水分子が活性中心か
ら押し出され、活性化スイッチが入る。これにより該炭化水素系基質が水酸化されると考
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えられる。
【０１１５】
＜3‑2．シトクロムP450モノオキシゲナーゼ（P450）＞
P450としては、公知のシトクロムP450モノオキシゲナーゼを包含できる。P450としては
、好ましくは細菌由来のP450が挙げられ、より好ましくは緑膿菌由来のP450やバチルス属
由来のP450が挙げられる。こうしたP450としては、例えば、シトクロムP450BM3（CYP102A
1）、シトクロムP450cam（カンファー5−モノオキシゲナーゼ、CYP101）が挙げられる。
【０１１６】
P450には、アミノ酸配列が既知のP450とアミノ酸配列の同一性が40％以上のP450も包含
される。例えば、シトクロムP450BM3のアミノ酸配列と40％以上の同一性を持つP450（シ
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トクロムP450BM3のファミリー酵素）や、シトクロムP450BM3のアミノ酸配列と55％以上の
同一性を持つP450（シトクロムP450BM3のサブファミリー（CYP102A等）の酵素）が好まし
く挙げられる。或いは、シトクロムP450camのアミノ酸配列と40％以上の同一性を持つP45
0（シトクロムP450camのファミリー酵素）や、シトクロムP450camのアミノ酸配列と55％
以上の同一性を持つP450（シトクロムP450camのサブファミリー酵素）が好ましく挙げら
れる。なお、シトクロムP450BM3のファミリー酵素またはサブファミリー酵素は脂肪酸を
水酸化可能であるのが好ましく、シトクロムP450camのファミリー酵素またはサブファミ
リー酵素はカンファー（C10H16O）を水酸化可能であるのが好ましい。
【０１１７】
ここで、アミノ酸配列の「同一性」とは、2以上の対比可能なアミノ酸配列の、お互い
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に対するアミノ酸配列の一致の程度をいう。従って、ある2つのアミノ酸配列の一致性が
高いほど、それらの配列の同一性又は類似性は高い。アミノ酸配列の同一性のレベルは、
例えば、配列分析用ツールであるFASTAを用い、デフォルトパラメータを用いて決定され
る。若しくは、Karlin及びAltschulによるアルゴリズムBLAST（KarlinS， Altschul SF．
Methods for assessing the statistical significance of molecular sequence featu
res by using general scoringschemes
）、KarlinS，Altschul SF．

Proc Natl Acad Sci USA．87:2264−2268（1990

Applications and statistics for multiple high−scori

ng segments in molecular sequences．

Proc Natl Acad Sci USA．90:5873−7（1993）

）を用いて決定できる。このようなBLASTのアルゴリズムに基づいたBLASTXと呼ばれるプ
ログラムが開発されている。これらの解析方法の具体的な手法は公知であり、National C
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enter of Biotechnology Information（NCBI）のウェエブサイト（http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/）を参照すればよい。また、塩基配列の『同一性』も上記に準じて定義される。
【０１１８】
こうしたシトクロムP450BM3のアミノ酸配列は、例えばJ.Biol.chem.264（19）,10987‑1
0998（1989）や、NCBIのベータベース（National Center for Biotechnology Informatio
n http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/P14779.2）に開示されている。また、シトクロ
ムP450camのアミノ酸もまた、NCBIデータベース（http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein
/YP̲714029）に開示されている。
【０１１９】
P450は、野生型のほか変異型であってもよい。変異型としては、例えば、細菌由来のP4
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50の変異型が好ましく挙げられる。例えば、シトクロムP450BM3やシトクロムP450camの変
異型が挙げられる。これらの変異型の詳細及び取得方法については、例えば、既述の特許
文献1〜3のほか、C. J. C. Whitehouse, S. G. Bell, L. L. Wong, Chem. Soc. Rev. 201
2, 41, 1218‑1260（以上、シトクロムP450BM3の変異型全般）、F. Xu, S. G. Bell, J. L
ednik, A. Insley, Z. H. Rao, L. L. Wong, Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 4029‑40
32、H. Joo, Z. L. Lin, F. H. Arnold, Nature 1999, 399, 670‑673（以上、シトクロム
P450camの変異型）等に開示されている。
【０１２０】
＜3‑3．炭化水素系基質＞
基質となる炭化水素系基質としては、特に制限されず、例えば芳香族化合物、アルカン
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、アルケン、シクロアルカン、シクロアルケン等が挙げられる。芳香族化合物としては、
一置換されてもよいし多置換されていてもよい。置換基としては、炭素数1〜4のアルキル
、炭素数2〜4のアルケニル、水酸基、ハロゲン原子等が挙げられる。アルキル置換基又は
アルケニル置換基は、ケト基又はアルデヒド基を有していてもよい。芳香族化合物は、単
核であってもよい多核であってもよい。好ましくは単核又は2核である。また、芳香族化
合物は、2以上の核が縮合していてもよいし、非芳香族環と縮合していてもよい。こうし
た芳香族化合物としては、単核又は二核の芳香族化合物が挙げられ、より具体的には、置
換されていてもよいベンゼン、ナフタレン、インデン等が挙げられる。

アルカンとして

は、例えば、炭素数1〜15程度の直鎖状又は分岐鎖状のアルカンが挙げられる。例えば、
メタン、エタン、n−プロパン、n−ブタン、n−ペンタン、んーヘキサン、n−ヘプタン、
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n−オクタン、n−ノナン、n−デカン、n−ウンデカン及びn−ドデカン等並びにこれらの2
以上の分岐を有する分岐鎖体が挙げられる。
【０１２１】
アルケンとしては、上記したアルカンにおいて1又は2以上の不飽和結合を備えるものが
挙げられる。例えば、1不飽和を備えるアルケンが挙げられる。
【０１２２】
シクロアルカン及びシクロアルケンとしては、置換されていてもよい、炭素数4〜8個の
炭素原子からなるシクロアルカン及びシクロアルケンが挙げられる。例えば、シクロペン
タン、シクロペンテン、シクロヘキサン、シクロヘキセン、シクロヘプタン、シクロヘプ
テン等が挙げられる。シクロアルカン及びシクロアルケンは、1又は2以上の置換基を有し
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ていてもよく、例えば、1〜5個以下の置換基を有していてもよい。置換基としては、既述
の置換を適用できる。シクロアルカン及びシクロアルケンとしては、無置換又は1〜3個程
度の置換基を備えるシクロヘキサン、シクロヘキセン等が挙げられる。
【０１２３】
本明細書において、炭化水素系基質の水酸化とは、炭化水素系基質のC−H結合を酸化反
応により酸化し、結果として炭素原子に水酸基を導入することを意味している。
【０１２４】
＜3‑4．本発明の製造方法1＞
本発明の製造方法1で用いる細胞は、シトクロムP450モノオキシゲナーゼを含む細胞で
ある限り特に制限されない。シトクロムP450モノオキシゲナーゼは細胞が内在的に有する
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もののみならず、外来的に導入されたものであってもよい。
【０１２５】
細胞としては、例えば大腸菌、緑膿菌等のグラム陰性菌；バチルス属菌、ブレビバチル
ス属菌等のグラム陽性菌（特に、グラム陽性内生胞子形成桿菌）等の原核細胞や、酵母、
植物細胞、動物細胞等の真核細胞等を利用することができる。
【０１２６】
炭化水素系基質は、細胞懸濁液に単に添加することにより、細胞内に導入することがで
きる。
【０１２７】
本発明のデコイ基質を含む細胞を得る方法は、特に制限されないが、一例として、本発
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明のデコイ基質を細胞懸濁液に添加することにより細胞内に導入してもよい。この際、細
胞内で用いる本発明のデコイ基質の細胞膜透過性が低い場合（例えば、R4及び／又はR5が
親水性アミノ酸側鎖である場合等）は、公知の方法に従って有機溶媒等で細胞を処理する
ことにより細胞膜透過性を高めてから本発明のデコイ基質を導入してもよいし、本発明の
デコイ基質の前駆体（例えば、細胞内で用いようとする本発明のデコイ基質においてR5が
親水性アミノ酸側鎖である場合は、R5及びR6が互いに結合してラクタム環を形成している
化合物）を細胞内に導入してから、細胞内で該前駆体から（例えば、ラクタム環の加水分
解等により）本発明のデコイ基質を生成させてもよい。後者の場合は、前駆体からの本発
明のデコイ基質の生成を促進するために、例えばAHL−ラクトナーゼ等の加水分解酵素等
を細胞内で発現させておくことが好ましい。
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【０１２８】
また、用いようとする本発明のデコイ基質が細胞内在性の化合物（例えば、クオルモン
等）である場合は、該クオルモンを内在的に含む細胞自体を用いるか、該クオルモンを分
泌する細胞と共培養させるか、或いはクオルモンの生合成遺伝子とAHL−ラクトナーゼ等
の加水分解酵素遺伝子が導入された細胞を用いることにより、本発明のデコイ基質を含む
細胞を得ることができる。
【０１２９】
細胞の培養は、水を主溶媒とする反応液中で行われる。なお、本発明の製造方法1で使
用する反応液を「反応液1」と示すこともある。
【０１３０】
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本明細書において、「培養」は、細胞内の反応が維持されている状態である限り特に制
限されず、細胞が増殖している状態のみならず、細胞が増殖していない状態も包含される
。
【０１３１】
反応液1の組成は、特に制限されないが、グルコース等の糖、及び各種金属イオンを含
むことが好ましい。反応液中の糖濃度は、例えば20〜60 mM、好ましくは30〜50 mMである
。金属イオンとしては、例えばナトリウム、マグネシウム、カルシウム、コバルト、銅、
マンガン、亜鉛、モリブデン、鉄等が挙げられる。
【０１３２】
反応液1中の細胞濃度は、湿重量換算で、例えば5〜100 g/L、好ましくは10〜50 g/L、
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より好ましくは20〜30 g/Lである。
【０１３３】
培養温度は、特に制限されないが、例えば15〜30℃である。
【０１３４】
培養時間は、特に制限されないが、例えば1〜48時間、好ましくは4〜18時間である。
【０１３５】
培養は、好ましくは好気性撹拌条件下で行われる。
【０１３６】
培養終了後、細胞内又は培地に含まれるヒドロキシ炭化水素を回収する。回収方法は、
特に制限されず、例えば細胞を、必要に応じて破砕した後に、固液分離（例えば遠心分離
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等）して液体を回収する方法（これにより、培地そのもの、或いは培地と細胞破砕液の混
合液が回収される）、有機溶媒を用いて抽出する方法等が挙げられる。また、さらに、ク
ロマトグラフィー等の精製手段を用いて、ヒドロキシ炭化水素を精製してもよい。
【０１３７】
＜3‑5．本発明の製造方法2＞
本発明の製造方法2は、通常は反応液中で行われる。なお、本発明の製造方法2で使用す
る反応液を「反応液2」と示すこともある。
【０１３８】
反応液2としては、シトクロムP450モノオキシゲナーゼ濃度、炭化水素系基質、及び本
発明のデコイ基質を含有する緩衝液を用いることもできるし、本発明の製造方法1で使用
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する細胞の抽出液を用いることもできる。
【０１３９】
緩衝液中のシトクロムP450モノオキシゲナーゼ濃度は、特に制限されないが、例えば50
〜2000 nM、好ましくは200〜1000 nMである。
【０１４０】
緩衝液中の炭化水素系基質濃度は、特に制限されないが、例えば0.1〜100 mM、好まし
くは2〜30 mMである。
【０１４１】
緩衝液中の本発明のデコイ基質濃度は、特に制限されないが、例えば10〜500 nM、好ま
しくは50〜200 nMである。
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【０１４２】
緩衝液には、P450の酵素活性を持続させる目的で、通常はNADPH（NADP）、酸素分子等
を適宜存在させる。
【０１４３】
本発明の製造方法2は、バッチ式で行ってもよいし、連続的に行ってもよい。また、P45
0は、公知の固定化手段により固定化した状態で用いてもよい。
【０１４４】
本発明の製造方法2における反応時間は、特に制限されないが、例えば1〜60分間である
。
【０１４５】
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反応終了後は、必要に応じて、クロマトグラフィー等の精製手段を用いて、ヒドロキシ
炭化水素を精製してもよい。
【０１４６】
＜3‑6．ヒドロキシ炭化水素製造用組成物、キット＞
ヒドロキシ炭化水素製造用組成物は、本発明のデコイ基質を含有する。その他にも、必
要に応じて、添加剤、例えば本発明の製造方法1の反応液の成分や、本発明の製造方法2の
緩衝液の成分を含有していてもよい。
【０１４７】
また、ヒドロキシ炭化水素製造用組成物は、キットの形態であってもよい。
【０１４８】
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これらの組成物、キットは、上述の本発明の製造方法1及び2において好適に用いること
ができる。
【実施例】
【０１４９】
以下に、実施例に基づいて本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例によっ
て限定されるものではない。
【０１５０】
合成例1．ノナノイル‑L‑アラニン(C9‑L‑Ala)
<アミノ酸のエステル保護>
【０１５１】
【化１４】
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【０１５２】
ナス型フラスコにL‑アラニン 1.69 g (19 mmol, 1.0 eq)を量り取り、メタノール 19 m
Lを加えて溶解させた。溶液を‑20°C（ice/NaCl）に冷却し、塩化チオニル 1.45 mL (2.3
7 g, 20 mmol, 1.05 eq)を滴下した。溶液を0°Cで1時間撹拌した後、室温下で16時間撹
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拌し、溶媒をエバポレーターにより留去した。得られた白色固体をジエチルエーテルで洗
い、真空乾燥して白色固体 2.32 gを得た（収率：88%）。
【０１５３】
＜カルボン酸とアミノ酸の縮合＞
【０１５４】
【化１５】

10
【０１５５】
ナス型フラスコにノナン酸949 mg (6 mmol),

L‑アラニンメチルエステル塩酸塩 838 m

g (6 mmol), 1‑エチル‑3‑(3‑ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩（EDC・HCl
）1.44 mg (7.5 mmol), 1‑ヒドロキシベンゾトリアゾール1水和物（HOBt・H2O）1.15 g (
0.75 mmol)を量り取り、アルゴン雰囲気下で脱水ジメチルホルムアミド 30 mLを加えた。
次いで、ジイソプロピルエチルアミン（DIPEA）1.29 g (10 mmol)を加え、室温下で6時間
撹拌した。反応溶液に20 mL程度のイオン交換水を加え、酢酸エチルで3回抽出し、飽和炭
酸水素ナトリウム水溶液と飽和食塩水で洗浄した。硫酸マグネシウムを加えて10分間乾燥
し、ろ過後、溶媒をエバポレーターにより留去した。ヘキサン:酢酸エチル = 4:1を展開
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溶媒として用いて、シリカゲルカラムで精製した。対応するフラクションを集めて溶媒を
留去し、真空乾燥して白色固体 1.01 gを得た（収率: 69%）。
【０１５６】
＜脱メチル化＞
【０１５７】
【化１６】
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【０１５８】
ナス型フラスコにC9‑L‑Ala‑Me 851 mg (3.5 mmol) を量り取り、1 M LiOH水溶液/THF =
4:1を加え、60°Cで3時間撹拌した。溶液を室温まで冷却した後、2 M塩酸を加えてpHを1
2にし、Et2Oで3回抽出した。抽出した有機相を合わせ、硫酸マグネシウムを加えて30分
間乾燥し、ろ過後、溶媒をエバポレーターにより留去した。ヘキサン‐酢酸エチルから再
結晶し、真空乾燥して白色結晶658 mgを得た（収率：82%）。
1

H‑NMR (DMSO‑D6) δ: 12.44 (1H, br), 8.06 (1H, d, J = 7.3 Hz), 4.17 (1H, quin),

2.08 (2H, t, J = 7.6 Hz), 1.47 (2H, s), 1.27‑1.23 (13H, m), 0.85 (3H, t, J = 6.6
Hz). ESI‑MS: m/z 252.16 ([M+Na]+), 481.34 ([2M+Na]+), 503.32 ([2M‑H+2Na]+), 710
+

+

.49 ([3M+Na] ), 732.50 ([3M‑H+2Na] )。
【０１５９】
合成例2．オクタノイル‑L‑フェニルアラニン(C8‑L‑Phe)
【０１６０】
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【化１７】

【０１６１】
合成例1に従って、適切な材料を用いて合成した。
1

H‑NMR (DMSO‑D6) δ： 12.66 (1H, s), 8.11 (1H, d, J = 8.3 Hz), 7.28‑7.17 (5H, m)

10

, 4.41 (1H, td, J = 9.1, 4.4 Hz), 3.05 (1H, dd, J = 13.7, 4.4 Hz), 2.82 (1H, dd,
J = 13.7, 10.2 Hz), 2.02 (2H, t, J = 7.3 Hz), 1.37 (2H, quin, J = 7.4 Hz), 1.27
‑1.08 (8H, m), 0.85 (3H, t, J= 7.1 Hz). ESI‑MS: m/z 314.18 ([M+Na]+), 605.37 ([2
M+Na]+), 896.56 ([3M+Na]+), 918.54 ([3M‑H+2Na]+)。
【０１６２】
合成例3．ノナノイル‑L‑フェニルアラニン(C9‑L‑Phe)
【０１６３】
【化１８】
20

【０１６４】
合成例1に従って、適切な材料を用いて合成した。
1

H‑NMR (DMSO‑D6) δ: 12.66 (1H, s), 8.11 (1H, d, J = 8.3 Hz), 7.28‑7.17 (5H, m),
4.42 (1H, td, J = 9.0, 4.2 Hz), 3.05 (1H, dd, J = 13.7, 4.4 Hz), 2.82 (1H, dd,

J = 13.7, 10.2 Hz), 2.02 (2H, t, J= 7.3 Hz), 1.37 (2H, quin, J = 7.3 Hz), 1.29‑1
.10 (10H, m), 0.86 (3H, t, J = 6.8 Hz). ESI‑MS: m/z 328.19 ([M+Na]+), 350.17 ([M
+

+

+

30

+

‑H+2Na] ), 633.40 ([2M+Na] ), 655.38 ([2M‑H+2Na] ), 938.60 ([3M+Na] ), 960.58 ([
3M‑H+2Na]+) 。
【０１６５】
合成例4．デカノイル‑L‑フェニルアラニン(C10‑L‑Phe)
【０１６６】
【化１９】

40

【０１６７】
合成例1に従って、適切な材料を用いて合成した。
1

H‑NMR (DMSO‑D6) δ: 12.66 (1H, s), 8.11 (1H, d, J = 8.3 Hz), 7.28‑7.17 (5H, m),
4.41 (1H, td, J = 9.0, 4.1 Hz), 3.05 (1H, dd, J = 13.9, 4.6 Hz), 2.82 (1H, dd,

J = 13.4, 10.0 Hz), 2.02 (2H, t, J= 7.3 Hz), 1.37 (2H, quin, J = 7.3 Hz), 1.27‑1
.10 (12H, m), 0.86 (3H, t, J = 6.8 Hz). ESI‑MS: m/z 342.21 ([M+Na]+), 364.19 ([M
‑H+2Na]+), 661.43 ([2M+Na]+), 683.41 ([2M‑H+2Na]+), 980.65 ([3M+Na]+), 1002.63 (
[3M‑H+2Na]+) 。
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【０１６８】
合成例5．ウンデカノイル‑L‑フェニルアラニン(C11‑L‑Phe)
【０１６９】
【化２０】

10
【０１７０】
合成例1に従って、適切な材料を用いて合成した。
1

H‑NMR (DMSO‑D6) δ: 12.66 (1H, s), 8.11 (1H, d, J = 8.3 Hz), 7.28‑7.17 (5H, m),
4.41 (1H, td, J = 8.9, 4.4 Hz), 3.05 (1H, dd, J = 13.9, 4.6 Hz), 2.82 (1H, dd,

J = 13.7, 10.2 Hz), 2.02 (2H, t, J= 7.1 Hz), 1.41‑1.33 (2H, quin, 7.1 Hz), 1.29‑
1.10 (14H, m), 0.86 (3H, t, J = 6.6 Hz). ESI‑MS: m/z 356.23 ([M+Na]+), 378.23 ([
M‑H+2Na]+), 689.46 ([2M+Na]+), 711.44 ([2M‑H+2Na]+), 1022.68 ([3M+Na]+), 1044.68
([3M‑H+2Na]+) 。
【０１７１】
合成例6．オクタノイル‑L‑ロイシン(C8‑L‑Leu)

20

【０１７２】
【化２１】

【０１７３】
合成例1に従って、適切な材料を用いて合成した。
【０１７４】

30

1

H‑NMR (DMSO‑D6) δ: 12.66 (1H, s), 8.11 (1H, d, J = 8.3 Hz), 7.28‑7.17 (5H, m

), 4.41 (1H, td, J = 9.1, 4.4 Hz), 3.05 (1H, dd, J = 13.7, 4.4 Hz), 2.82 (1H, dd
, J = 13.7, 10.2 Hz), 2.02 (2H, t, J = 7.3 Hz), 1.37 (2H, quin, J = 7.4 Hz), 1.2
7‑1.08 (8H, m), 0.85 (3H, t, J = 7.1 Hz). ESI‑MS: m/z 314.18 ([M+Na]+), 605.37 (
[2M+Na]+), 896.56 ([3M+Na]+), 918.54 ([3M‑H+2Na]+) 。
【０１７５】
合成例7．ノナノイル‑L‑ロイシン(C9‑L‑Leu)
【０１７６】
【化２２】
40

【０１７７】
合成例1に従って、適切な材料を用いて合成した。
1

H‑NMR (DMSO‑D6) δ: 12.45 (1H, s), 8.02 (1H, d, J = 8.3 Hz), 4.20 (1H, td, J =

8.9, 5.0 Hz), 2.15‑2.03 (2H, m), 1.67‑1.57 (1H, m), 1.55‑1.42 (4H, m), 1.29‑1.23
(10H, m), 0.89‑0.82 (9H, m). ESI‑MS: m/z 294.21 ([M+Na]+), 565.44 ([2M+Na]+), 8
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36.66 ([3M+Na]+), 858.64 ([3M‑H+2Na]+), 1129.87 ([4M‑H+2Na]+), 1151.85 ([4M‑2H+3
Na]+) 。
【０１７８】
合成例8．ノナノイル‑L‑メチオニン(C9‑L‑Met)
【０１７９】
【化２３】

10
【０１８０】
合成例1に従って、適切な材料を用いて合成した。
1

H‑NMR (DMSO‑D6) δ: 12.56 (1H, s), 8.07 (1H, d, J = 7.8 Hz), 4.29 (1H, td, J =

8.7, 4.6 Hz), 2.48‑2.40 (2H, m), 2.10 (2H, t, J = 7.1 Hz), 2.03 (3H, s), 1.97‑1.
89 (1H, m), 1.86‑1.78 (1H, m), 1.51‑1.44 (2H, m), 1.29‑1.24 (10H, m), 0.85 (3H,
t, J = 6.6 Hz). ESI‑MS: m/z 312.17 ([M+Na]+), 601.36 ([2M+Na]+), 890.53 ([3M‑H+2
Na]+) 。
【０１８１】
合成例9．ノナノイル‑L‑トリプトファン(C9‑L‑Trp)

20

【０１８２】
【化２４】

30
【０１８３】
合成例1に従って、適切な材料を用いて合成した。
【０１８４】
1

H‑NMR (DMSO‑D6) δ: 12.55 (1H, s), 10.82 (1H, s), 8.03 (1H, d, J = 8.3 Hz), 7.

52 (1H, d, J = 7.8 Hz), 7.32 (1H, d, J = 8.3 Hz), 7.12 (1H, d, J = 2.0 Hz), 7.05
(1H, t, J = 7.3 Hz), 6.97 (1H, t, J = 7.3 Hz), 4.46 (1H, td, J = 8.3, 4.9 Hz),
3.15 (1H, dd, J = 14.6, 4.9 Hz), 2.98 (1H, dd, J = 14.6, 8.8 Hz), 2.05 (2H, t, J
= 7.1 Hz), 1.40 (2H, quin, J = 7.2 Hz), 1.32‑1.08 (10H, m), 0.85 (3H, t, J = 6.8
Hz). ESI‑MS: m/z 367.21 ([M+Na]+), 711.43 ([2M+Na]+), 1055.64 ([3M+Na]+) 。
【０１８５】

40

合成例10．ノナノイル‑D‑フェニルアラニン(C9‑D‑Phe)
【０１８６】
【化２５】

【０１８７】
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合成例1に従って、適切な材料を用いて合成した。
1

H‑NMR (DMSO‑D6) δ: 12.65 (1H, s), 8.09 (1H, d, J = 7.8 Hz), 7.28‑7.17 (5H, m),
4.42 (1H, td, J = 9.0, 3.9 Hz), 3.05 (1H, dd, J = 13.9, 4.6 Hz), 2.82 (1H, dd,

J = 13.7, 9.8 Hz), 2.02 (2H, t, J = 7.3 Hz), 1.37 (2H, quin, J = 7.3 Hz), 1.27‑1
.10 (10H, m), 0.86 (3H, t, J = 6.8 Hz). ESI‑MS: m/z 328.20 ([M+Na]+), 633.41 ([2
M+Na]+), 938.61 ([3M+Na]+), 960.59 ([3M‑H+2Na]+) 。
【０１８８】
合成例11．ノナノイル‑D‑ロイシン(C9‑D‑Leu)
【０１８９】
【化２６】

10

【０１９０】
合成例1に従って、適切な材料を用いて合成した。
1

H‑NMR (DMSO‑D6) δ: 12.44 (1H, s), 8.01 (1H, d, J = 7.8 Hz), 4.21 (1H, td, J =

8.9, 5.0 Hz), 2.13‑2.05 (2H, m), 1.65‑1.58 (1H, m), 1.52‑1.46 (4H, m), 1.28‑1.23
+

20

+

(10H, m), 0.89‑0.82 (9H, m). ESI‑MS: m/z 294.21 ([M+Na] ), 565.44 ([2M+Na] ), 5
87.41 ([2M‑H+2Na]+), 836.65 ([3M+Na]+), 858.64 ([3M‑H+2Na]+), 1129.86 ([4M+Na]+)
, 1151.84 ([4M‑H+2Na]+) 。
【０１９１】
合成例12．(2‑(4‑イソブチルフェニル)プロパノイル)‑L‑フェニルアラニン (R‑Ibu‑L‑P
he)
【０１９２】
【化２７】
30

【０１９３】
合成例1に従って、適切な材料を用いて合成した。
1

H‑NMR (CDCl3) δ: 7.82 (1H, br s), 7.17‑7.08 (7H, m), 6.82 (2H, d, J = 7.3 Hz),
5.76 (1H, d, J = 7.3 Hz), 4.83 (1H, q, J = 6.2 Hz), 3.51 (1H, q, J = 7.0 Hz), 3

.08 (1H, dd, J = 13.9, 5.1 Hz), 2.99 (1H, dd, J = 13.9, 6.1 Hz), 2.48 (2H, d, J
= 7.3 Hz), 1.91‑1.84 (1H, m), 1.46 (3H, d, J = 6.8 Hz), 0.92 (6H, d, J = 6.8 Hz)
. ESI‑MS: m/z 376.18 ([M+Na]+), 729.38 ([2M+Na]+), 1082.58 ([3M+Na]+), 1104.57 (
[3M‑H+2Na]+) 。
【０１９４】
合成例13．(2‑(4‑イソブチルフェニル)プロパノイル)‑L‑フェニルアラニン (S‑Ibu‑L‑P
he)
【０１９５】
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【化２８】

【０１９６】
合成例1に従って、適切な材料を用いて合成した。
1

H‑NMR (CDCl3) δ: 8.06 (1H, br s), 7.22‑7.20 (3H, m), 7.10‑7.07 (4H, m), 6.96‑6

10

.94 (2H, m), 5.76 (1H, d, J = 6.8 Hz), 4.74 (1H, q, J = 6.3 Hz), 3.54 (1H, q, J
= 7.2 Hz), 3.15 (1H, dd, J = 13.8, 5.2 Hz), 3.00 (1H, dd, J = 14.0, 6.7 Hz), 2.4
6 (2H, d, J = 7.3 Hz), 1.91‑1.80 (1H, m), 1.49 (3H, d, J = 7.3 Hz), 0.90 (6H, d,
J = 6.6 Hz). ESI‑MS: m/z 376.19 ([M+Na]+), 729.40 ([2M+Na]+), 1082.60 ([3M+Na]+
), 1104.58 ([3M‑H+2Na]+) 。
【０１９７】
合成例14．(ベンジルオキシ)カルボニル)グリシル‑L‑フェニルアラニン (Z‑Gly‑L‑Phe)
【０１９８】
【化２９】
20

【０１９９】
合成例1に従って、適切な材料を用いて合成した。
【０２００】
1

H‑NMR (DMSO‑D6) δ: 12.78 (1H, s), 8.12 (1H, d, J = 7.8 Hz), 7.42‑7.20 (11H, m

), 5.02 (2H, s), 4.44 (1H, td, J = 8.1, 5.2 Hz), 3.61 (2H, qd, J = 16.7, 6.4 Hz)

30

, 3.04 (1H, dd, J = 13.9, 5.1 Hz), 2.89 (1H, dd, J = 13.4, 9.0 Hz). ESI‑MS: m/z
379.12 ([M+Na]+), 735.26 ([2M+Na]+) 。
【０２０１】
合成例15．N‑(6‑フェニルヘキサノイル)‑L‑フェニルアラニン (PhC6‑L‑Phe)
【０２０２】
【化３０】

40

【０２０３】
合成例1に従って、適切な材料を用いて合成した。
1

H NMR (DMSO‑d6, 600MHz at 80°C) δ: 12.30 (1H, brs), 7.75 (1H, d, J = 5.4 Hz),
7.28‑7.11 (10H, m), 4.48 (1H, td, J = 9.0, 5.4 Hz), 3.06 (1H, dd, J = 14.4, 5.4
Hz), 2.87 (1H, dd, J = 14.1, 9.6 Hz), 2.52 (2H, t, J = 7.8 Hz), 2.05 (2H, t, J

= 7.8 Hz), 1.52 (2H, m, J = 7.8 Hz), 1.45 (2H, m, J = 7.8 Hz), 1.21 (2H, m, J =
7.8 Hz). ESI‑MS: m/z 362.17 ([M+Na]+), 384.15 ([M‑H+2Na]+), 701.36 ([2M+Na]+), 1
040.55 ([3M+Na]+) 。
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【０２０４】
参考例1．N‑アルキルプロリン
【０２０５】
【化３１】

10
【０２０６】
ナス型フラスコにL‑プロリンメチルエステル 388 mg (3 mmol) を量り取り、アセトニ
トリル8 mLに溶解させた。炭酸水素ナトリウム 1.01 g (12 mmol) と1‑ブロモヘキサン 7
43 mg (4.5 mmol) を加えた後、60°Cで48時間撹拌した。溶液を室温まで冷却し、ジエチ
ルエーテルで3回抽出した。抽出した有機相を合わせて食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウ
ムを加えて10分間乾燥させた。ろ過後、溶媒をエバポレーターにより留去し、黄色オイル
状物質461 mgを得た。（収率：72%）
生成物中にL‑プロリンメチルエステルと1‑ブロモヘキサンが残っていないことをFAB‑MS
で確認した。

20

【０２０７】
合成例16．(ベンジルオキシ)カルボニル)‑L‑プロリル‑L‑フェニルアラニン (Z‑L‑Pro‑L
‑Phe)
【０２０８】
【化３２】

30
【０２０９】
合成例2に従って、ノナン酸に代えて、参考例1と同様にして合成したプロリン誘導体を
用いて、合成した。
1

H‑NMR (DMSO‑D6) δ: 12.70 (1H, s), 8.17 (1H, dd, J = 39.0, 7.8 Hz), 7.38‑7.18 (

10H, m), 5.10‑4.84 (2H, m), 4.50‑4.39 (1H, m), 4.22 (1H, d, J = 8.3 Hz), 3.45‑3.
35 (2H, m), 3.07‑2.86 (2H, m), 2.09‑1.99 (1H, m), 1.77‑1.68 (3H, m). ESI‑MS: m/z
419.16 ([M+Na]+), 441.14 ([M‑H+2Na]+), 859.30 ([2M‑2H+3Na]+)。
【０２１０】
合成例17．(N‑へキシル‑L‑プロリル)‑L‑フェニルアラニン(C6‑L‑Pro‑L‑Phe)

40

【０２１１】
【化３３】

【０２１２】
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合成例2に従って、ノナン酸に代えて、参考例1と同様にして合成したプロリン誘導体を
用いて、合成した。
1

H‑NMR (DMSO‑D6) δ: 12.90 (0.7H, br s), 7.76 (1H, d, J = 6.8 Hz), 7.26‑7.14 (5H

, m), 4.53‑4.48 (1H, m), 3.10 (1H, dd, J = 13.7, 4.9 Hz), 3.04‑2.95 (2H, m), 2.8
3 (1H, d, J = 7.8 Hz), 2.45‑2.40 (1H, m), 2.32‑2.26 (1H, m), 2.21‑2.16 (1H, m),
2.00‑1.90 (1H, m), 1.68‑1.62 (1H, m), 1.53‑1.42 (2H, m), 1.35‑1.18 (8H, m), 0.84
(3H, t, J = 6.8 Hz). ESI‑MS: m/z 347.2 ([M+H]+). MS calcd for [M+H]+ m/z 347.2,
found m/z 347。
【０２１３】
合成例18．(N‑ヘプチル‑L‑プロリル)‑L‑フェニルアラニン(C7‑L‑Pro‑L‑Phe)

10

【０２１４】
【化３４】

20
【０２１５】
合成例2に従って、ノナン酸に代えて、参考例1と同様にして合成したプロリン誘導体を
用いて、合成した。
1

H‑NMR (DMSO‑D6) δ: 12.91 (1H, br s), 7.76 (1H, d, J = 6.8 Hz), 7.28‑7.14 (5H,

m), 4.53‑4.48 (1H, m), 3.10 (1H, dd, J = 13.7, 4.9 Hz), 3.03‑2.95 (2H, m), 2.83
(1H, d, J = 7.8 Hz), 2.45‑2.40 (1H, m), 2.32‑2.26 (1H, m), 2.22‑2.16 (1H, m), 1.
97‑1.92 (1H, m), 1.68‑1.62 (1H, m), 1.53‑1.44 (2H, m), 1.36‑1.19 (10H, m), 0.85
(3H, t, J = 6.8 Hz). ESI‑MS: m/z 361.26 ([M+H]+), 383.24 ([M+Na]+), 721.50 ([2M+
H]+), 743.49 ([2M+Na]+)。
【０２１６】

30

合成例19‑22．N‑アシルホモセリンラクトン(AHL)
【０２１７】
【化３５】

40
【０２１８】
（合成例19：n=5、合成例20：n=6、合成例21：n=7、合成例22：n=8）
l‑Homoserine latone (1.2 mmol, 165 mg) とTriethylamine (1.2 mmol, 170 ̲L) を水
20 mL に溶かし、そこへアセトニトリル10 mL にEDC‑HCl (1.6 mmol, 310 mg) とC7‑C10
カルボン酸(1.6mmol, C7 227μL, C8 254μL, C9 278μL, C10 276 mg) を溶かした溶液
を加えた。撹拌しながら室温、overnight で反応させ、その後溶媒を留去した。固体をク
ロロホルムに溶かし、飽和NaHCO3 水溶液、1 M NaHSO4水溶液、飽和NaCl 水溶液で洗浄し
た。有機相をNa2SO4で乾燥させ溶媒を留去した後にHexane : EtOAc = 2 : 1 の溶液で再
結晶を行った。固体を冷やした少量のEtOAc で洗浄し、目的の化合物を得た(収率：C7AHL
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45.6%, C8AHL 43.0%, C9AHL 35.5%, C10AHL 33.5%)。6 mg の化合物をd6‑DMSO に溶かし
、1H NMR によって同定を行った。1H NMRチャートを図１〜４に示す。
【０２１９】
合成例23‑25．N‑アシルホモセリン(AHS)
【０２２０】
【化３６】

10

【０２２１】
（合成例23：n=6、合成例24：n=7、合成例25：n=8）
合成したC8, C9, C10AHL 30 mg に対して水4.5 mL、1 M LiOH 水溶液1.0 mL を加え、
攪拌しながら22 時間反応させた。その後、氷冷した反応溶液に対して6 M HCl 水溶液を1
mL 滴下した。1 時間反応溶液を氷冷した後溶液を吸引ろ過し、析出した固体を回収した
。固体を冷やした少量のEtOAc で洗浄し、目的の化合物を得た(収率：C8AHS 57.4%, C9AH
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1

S 56.2%, C10AHS 57.4%)。6mg の化合物をd6‑DMSO に溶かし、 H NMR によって同定を行
った。1H NMRチャートを図５〜７に示す。
【０２２２】
実施例1．細胞内でのフェノールの製造（ベンゼンの水酸化反応）
合成例で得られた化合物をデコイ基質として用い、細胞内でフェノールを製造した。具
体的には以下の様にして行った。
【０２２３】
＜菌体懸濁液の調製＞
野生型P450BM3全長の塩基配列を挿入した強制発現用ベクターpET28a(+)によって形質転
換された大腸菌BL21(DE3)株を、15 μg/mLのカナマイシンを含むLB培地に加え、37 ℃、1
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80 rpmで培養した。OD600が0.4‑0.6になった時に5‑アミノレブリン酸を終濃度0.5 mMとな
るように加え、OD600が0.8‑0.9となった時にIPTGを終濃度1 mMとなるように加え、培養温
度を下げて25 ℃で12時間酵素発現を誘導した。誘導後、7300gで6分間遠心分離を行って
集菌し、反応用バッファー(NaCl 86 mM, Na2PO4 93 mM, KH2PO415 mM, MgSO4 7 mM, CaCl
2

0.1 mM, H3BO320 μM, CoCl2 1.5 μM, CuSO4 0.5 μM, MnCl2 4.0 μM, ZnSO4 0.5 μ

M, Na2MoO4 1.0 μM, pH 7.4)で二回洗浄した後、同様のバッファーでOD600が7.0となる
ように再懸濁した。
【０２２４】
＜ベンゼンの水酸化反応＞
菌体懸濁液900 μL (終濃度25 g/L wet cell weight)、2 Mグルコース溶液20 μL (終
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濃度40 mM)、20 mMデコイ基質DMSO溶液5 μL (終濃度100 μM )、反応用バッファー65 μ
L、1 MベンゼンDMSO溶液 10 μL (終濃度10 mM ) を6 mLサンプル瓶に加えて25 ℃, 200
rpmで9時間反応を行った。反応後、反応溶液を2 mLエッペンドルフチューブに移し、液体
窒素で凍らせて反応を停止し、融解させてから菌体を超音波で破砕した(Vibra Cell soni
cs VCX‑750、AMPL 25%、10min)。破砕液にジクロロメタン800 μL、内部標準として40 mM
4‑クロロトルエンDMSO溶液を10 μL加えてボルテックスし、20000gで3分間遠心分離した
。その後、有機層を抽出し、ガスクロマトグラフィーによって分析した。ガスクロマトグ
ラフは島津社製のFID検出器を有するGC‑2014を用い、カラムはRestek社製のRtx‑1カラム
（内径0.53 mm、膜厚3μm、カラム長60 m）を用いた。分離の条件は、試料注入口温度、
検出器温度を250 ℃とし、カラムオーブンの温度プログラムは120 ℃で25分維持、5分か
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けて250 ℃まで昇温し、そのまま15分間維持するよう設定した。
【０２２５】
＜結果＞
フェノール濃度（μM）及びフェノール転化率（％）を表１に示す。
【０２２６】
【表１】

10

20
【０２２７】
実施例2．細胞内でのクレゾールの製造（トルエンの水酸化反応）
合成例で得られた化合物をデコイ基質として用い、細胞内でクレゾールを製造した。具
体的には以下の様にして行った。
【０２２８】
＜菌体懸濁液の調製＞
実施例1と同様の方法で行った。

＜トルエンの水酸化反応＞

菌体懸濁液900 μL (終濃度25 g/L wet cell weight)、4 Mグルコース溶液10 μL (終
濃度40 mM)、20 mMデコイ基質DMSO溶液10 μL (終濃度200 μM )、反応用バッファー65
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μL、4 MトルエンDMSO溶液 5 μL (終濃度20 mM ) を6 mLサンプル瓶に加えて25℃, 200
rpmで9時間反応を行った。反応後、反応溶液を2 mLエッペンドルフチューブに移し、液体
窒素で凍らせて反応を停止し、融解させてから菌体を超音波で破砕した(Vibra Cell soni
cs VCX‑750、AMPL 25%、10min)。破砕液にジクロロメタン400 μL、内部標準として40 mM
4‑クロロトルエンDMSO溶液を10 μL加えてボルテックスし、20000gで3分間遠心分離した
。その後、有機層を抽出し、ガスクロマトグラフィーによって分析した。ガスクロマトグ
ラフは島津社製のFID検出器を有するGC‑2014を用い、カラムはRestek社製のRtx‑1カラム
（内径0.53 mm、膜厚3 μm、カラム長60 m）を用いた。分離の条件は、試料注入口温度、
検出器温度を250 ℃とし、カラムオーブンの温度プログラムは120 ℃で25分維持、5分か
けて250 ℃まで昇温し、そのまま15分間維持するよう設定した。
【０２２９】
＜結果＞
検出されたクレゾールの大部分がo‑クレゾールであった。o‑クレゾール濃度（μM）及
びo‑選択性（％）を表２に示す。
【０２３０】
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【表２】
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【０２３１】
実施例3．インビトロでのフェノールの製造（ベンゼンの水酸化反応）
合成例で得られた化合物をデコイ基質として用い、インビトロでフェノールを製造した
。具体的には以下の様にして行った。
【０２３２】
＜シトクロムP450BM3（CYP102A1）の調製＞
大腸菌BL21(DE3)株に、シトクロムP450BM3（CYP102A1）全長をコードするDNA（アミノ
酸配列、配列番号1）（C. J. C. Whitehouse, S. G. Bell, L. L. Wong, Chem. Soc. Rev
. 2012, 41, 1218‑1260.のFig.2に開示されるCYP102Aサブファミリーのアライメント結果
におけるA1である。）をコードするDNAを挿入したpUCベクターを組み込んで、P450BM3遺

30

伝子を発現させた。産生したP450BM3を大腸菌から抽出、精製するため、大腸菌を超音波
で破砕し、破砕液を遠心分離して上清を回収し、この上清を陰イオン交換カラム（DE‑52
）に一旦結合させ、0〜250mM KClの濃度勾配を用いて溶出し、P450BM3を示す茶色のピー
ク画分を回収した。
【０２３３】
溶出したピーク画分の精製度をSDS‑PAGEで確認し、精製度が高い画分を混合し、分画分
子量（MWCO）が30,000の限外濾過キットで濃縮した後、緩衝液A(20mM Tris‑HCl(pH7.4))
で希釈してKCl濃度を5mM 以下にして脱塩した。続いて、陰イオン交換カラム（DEAE650S
）を用いてKClを0〜1000mMの範囲で濃度勾配をかけてBM3を溶出させ、同様に精製を行っ
た。最後に、ゲル濾過カラム（Sephacryl S‑300HR）に緩衝液B(20mM Tris‑HCl(pH7.4)、1
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00mM KCl)を流してP450BM3を溶出させ、得られた茶色のピーク画分を回収し、これを野生
型のP450BM3試料として、以下の水酸化反応で用いた。
【０２３４】
＜ベンゼンの水酸化反応＞
高純度酸素ガスを吹き込み飽和させた緩衝液（20mM Tris‑HCl(pH7.4)、100mM KCl）で
反応溶液の全体積の90%以上を満たし、500nM（終濃度） 野生型P450BM3、10mM（終濃度）
ベンゼン、100μM（終濃度）デコイ基質になるように各成分を加え、最後に5mM NADPHを
添加し反応を開始した。なお、デコイ基質を溶解するのにDMSO溶液を用いる必要があるた
め、結果として、反応液は0.5v/v%のDMSOを含有していた。
【０２３５】
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反応は、密閉したバイアルで行い、25℃以下で反応液を撹拌しながら進行させた。10分
間の反応後、1M塩酸0.15mL を加えて反応を停止し、10分間撹拌した。反応液を1M水酸化
ナトリウム水溶液0.15mLで中和し、アセトニトリル1.3mLを加えた後、フィルター濾過を
してHPLCで分析した。HPLCは島津社製のLC‑10ADVPを用い、カラムはGL Sciences社製の逆
相カラムInertsil ODS‑3（内径4.6 mm、カラム長250mm、粒子径5μm）を用いた。溶離液
には緩衝液B／アセトニトリル=1：1を用いて、流速0.5 mL/minで35分間測定を行った。
【０２３６】
なお、デコイ基質を添加せず、代わりに0.5v/v%のDMSOのみを添加した系として同様の
操作を行った（対照例）。
【０２３７】

10

各反応液のHPLCのクロマトグラム上には、対照例には見られない新しいピークが観察さ
れた。新ピークの保持時間は、フェノールの保持時間と一致することを確認できたため、
本反応液には、反応生成物としてフェノールが生成していることがわかった。各反応液に
おけるフェノール量及びNADPHの消費量も測定した。
【０２３８】
＜結果＞
表３に、添加したデコイ基質に対する1分間あたりのフェノールの生成量（フェノール
生成速度）、及びNADPHの消費量のうちフェノールの生成に利用された割合（カップリン
グ率）を示す。
【０２３９】
【表３】
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