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背景
○構成アミノ酸の栄養機能を有する
○単体アミノ酸の物性改善
○単体のアミノ酸には無い優れた生理機能を発揮

短鎖ペプチドの有用性短鎖ペプチドの有用性

○単体のアミノ酸には無い優れた生理機能を発揮

＜食品＞

様々な短鎖ペプチド類と機能様々な短鎖ペプチド類と機能 医療・食品分野での
幅広い応用が期待！！＜食品＞

塩味 L-Ala-L-Lys・HCl
甘味 L-Asp-L-Phe-OMe (アスパルテーム), L-Asp-D-Ala-fenchyl ester（アリテーム）
血圧降下 L-Val-L-Tyr, L-Tyr-L-Tyr, L-Tyr-L-Thr, L-Ile-L-Tyr, L-Pro-L-Trp, L-Xaa-L-Pro…その他多数
坑潰瘍・抗疲労 β Ala His（カルノシン） β Ala 1 methyl His（アンセリン） β Ala BCAA

幅広い応用が期待！！

坑潰瘍・抗疲労 β-Ala-L-His（カルノシン）, β-Ala-1-methyl-L-His（アンセリン）, β-Ala-L-BCAA

＜医療＞
鎮痛 L-Tyr-L-Arg（L-キョートルフィン）, L-Tyr-D-Arg（D-キョートルフィン）
抗不安作用 Tyr Leu Phe Leu Trp Leu抗不安作用 L-Tyr-L-Leu, L-Phe-L-Leu , L-Trp-L-Leu
抗高血糖 cyclo (L-Pro-L-His)
抗原免疫増強 D-Ala-L-Gln-octadecyl ester
抗生物質 cyclo (L-Phe-L-Leu)
抗がん剤前駆体 cycle ( Phe- His)抗がん剤前駆体 cycle (L-Phe-L-His)
輸液成分 L-Ala-L-Gln（グルタミンの安定化）, L-Ala-L-Tyr（チロシンの水溶化）

＜その他（農薬等）＞
アフラトキシン生合成阻害 cyclo ( Pro- Leu) cyclo ( Pro- Val)アフラトキシン生合成阻害 cyclo (L-Pro-L-Leu), cyclo (L-Pro-L-Val), 
キチナーゼ阻害 cyclo (D-Pro-L-Arg)
蛋白質安定化 β-Ala-L-Orn-L-Orn



ペプチド合成の従来技術

汎用性汎用性 工程工程 製造コスト製造コスト 特殊な溶媒や特殊な溶媒や
（材料・試薬・担体）（材料・試薬・担体） 試薬の必要性試薬の必要性

汎用性汎用性 工程工程 製造コスト製造コスト 特殊な溶媒や特殊な溶媒や
（材料・試薬・担体）（材料・試薬・担体） 試薬の必要性試薬の必要性（材料 試薬 担体）（材料 試薬 担体） 試薬の必要性試薬の必要性

高高 中中 低低 多多 中中 少少 高高 中中 低低 有有 一部一部 無無

（材料 試薬 担体）（材料 試薬 担体） 試薬の必要性試薬の必要性

高高 中中 低低 多多 中中 少少 高高 中中 低低 有有 一部一部 無無化学合成化学合成

・固相合成：・固相合成： ☑☑ □□ □□ ☑☑ □□ □□ ☑☑ □□ □□ ☑☑ □□ □□
・液相合成：・液相合成： ☑☑ □□ □□ ☑☑ □□ □□ □□ ☑☑ □□ ☑☑ □□ □□
・固相合成：・固相合成： ☑☑ □□ □□ ☑☑ □□ □□ ☑☑ □□ □□ ☑☑ □□ □□
・液相合成：・液相合成： ☑☑ □□ □□ ☑☑ □□ □□ □□ ☑☑ □□ ☑☑ □□ □□

合合
・プロテアー・プロテアー
ゼの逆反応：ゼの逆反応： □□ ☑☑ □□ □□ ☑☑ □□ □□ ☑☑ □□ □□ ☑☑ □□
・プロテアー・プロテアー
ゼの逆反応：ゼの逆反応： □□ ☑☑ □□ □□ ☑☑ □□ □□ ☑☑ □□ □□ ☑☑ □□

酵素合成酵素合成

ゼの逆反応：ゼの逆反応： □□ ☑☑ □□ □□ ☑☑ □□ □□ ☑☑ □□ □□ ☑☑ □□
・アミノ酸・アミノ酸
リガーゼ：リガーゼ： □□ ☑☑ □□ □□ □□ ☑☑ □□ ☑☑ □□ □□ ☑☑ □□

酵素分解酵素分解

ゼの逆反応：ゼの逆反応： □□ ☑☑ □□ □□ ☑☑ □□ □□ ☑☑ □□ □□ ☑☑ □□
・アミノ酸・アミノ酸
リガーゼ：リガーゼ： □□ ☑☑ □□ □□ □□ ☑☑ □□ ☑☑ □□ □□ ☑☑ □□

酵素分解酵素分解・酵素分解：・酵素分解： □□ □□ ☑☑ □□ □□ ☑☑ □□ □□ ☑☑ □□ □□ ☑☑・酵素分解：・酵素分解： □□ □□ ☑☑ □□ □□ ☑☑ □□ □□ ☑☑ □□ □□ ☑☑
発酵発酵

・発酵法：・発酵法： □□ □□ ☑☑ □□ □□ ☑☑ □□ □□ ☑☑ □□ □□ ☑☑・発酵法：・発酵法： □□ □□ ☑☑ □□ □□ ☑☑ □□ □□ ☑☑ □□ □□ ☑☑
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従来技術：化学合成
利点と問題点利点と問題点

利点利点 ・汎用性が高く、技術が確立・汎用性が高く、技術が確立
→→ ペプチド合成の主流ペプチド合成の主流

利点利点 ・汎用性が高く、技術が確立・汎用性が高く、技術が確立
→→ ペプチド合成の主流ペプチド合成の主流→→ ペプチド合成の主流ペプチド合成の主流

問題点問題点 ・有害廃液・有害廃液 環境に与える環境に与える

→→ ペプチド合成の主流ペプチド合成の主流

問題点問題点 ・有害廃液・有害廃液 環境に与える環境に与える問題点問題点 ・有害廃液・有害廃液 環境に与える環境に与える
・特殊な試薬の使用・特殊な試薬の使用 負荷が大負荷が大

問題点問題点 ・有害廃液・有害廃液 環境に与える環境に与える
・特殊な試薬の使用・特殊な試薬の使用 負荷が大負荷が大

・工程が多い・工程が多い・工程が多い・工程が多い
・・NN--修飾アミノ酸を利用修飾アミノ酸を利用

高コスト高コスト
・・NN--修飾アミノ酸を利用修飾アミノ酸を利用

高コスト高コスト高コスト高コスト高コスト高コスト



酵素法によるペプチド合成

○汎用性 基質特異性に依存 → 基質特異性を広げる
酵素のバリエーションを増やす

酵素酵素

○コスト 酵素自体の生産 高生産系の確立
基質の値段 N-修飾アミノ酸を使わない基質の値段 N 修飾アミノ酸を使わない
添加剤の有無 → 単純な反応を触媒する酵素を選択
工程の簡素化 変換率の良い反応系を確立

○環境への負荷 特殊な試薬 水 アルコ ルを溶媒として利用○環境への負荷 特殊な試薬 水、アルコールを溶媒として利用
を使わない → 出来る酵素を選択
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アミノペプチダーゼ
アミノペプチ

ダーゼ

ペプチドペプチド

●ロイシンアミノペプチダーゼ
●アミノペプチダーゼＮ

アミノペプチダーゼ：
ペプチドのN末端アミノ酸を認識
し 順次単体 アミノ酸を遊離す ●アミノペプチダーゼＮ

●アミノペプチダーゼＰ
●プロリンアミノペプチダーゼ

メチオニンアミノペプチダ ゼ

し、順次単体のアミノ酸を遊離す
る反応を触媒。

●メチオニンアミノペプチダーゼ
●D-アミノペプチダーゼ
●ジペプチジルアミノペプチダーゼ

プ プ ダ
ペプチド合成能があれば、アミノ

●トリペプチジルアミノペプチダーゼ
などなど…

プチド合成能があれば、アミノ
基がフリーのアミノ酸（誘導体）
を基質として利用可能？？



新技術の基となる研究成果
7

広い特異性を持つアミノペプチダーゼから裏の機能裏の機能、「逆広い特異性を持つアミノペプチダ ゼから裏の機能裏の機能、 逆
反応」及び「アミノリシス反応」の触媒能を見出し、本機能を利
用したジペプチド合成に成功。

逆反応 R1R1 R2R2 R1R1 R2R2HH22OO

HH22NN CC‐‐OHOH
OO

== HH22NN CC‐‐OR3OR3
OO

== HH22NN CC‐‐NHNH
OO

== CC‐‐OR3OR3
OO

==

アミノリシス R1R1
HH22NN‐‐R3R3

R1R1
R2OHR2OH

HH22NN CC‐‐OO‐‐R2R2
OO

== HH22NN CC‐‐NHNH‐‐R3R3
OO

==



新技術確立への試み
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アミノ酸
アミノ酸誘導体 ジペプチド類

アミノペプチダーゼ裏の機能 アミノペプチダ ゼ

・既に合成可能なペプチドの合成法改良・既に合成可能なペプチドの合成法改良
・既知有用ジペプチドの新規合成法確立
・未知有用ジペプチドの探索と同定

使用酵素：
ファミリーM28アミノペプチダーゼ（逆反応）
ファミリ S9アミノペプチダ ゼ（アミノリシス反応）ファミリーS9アミノペプチダーゼ（アミノリシス反応）
ファミリーS12アミノペプチダーゼ（アミノリシス反応）
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ペプチド合成法①
ファミリーM28アミノペプチダーゼ

を使用したペプチド合成を使用したペプチド合成

ファミリーM28アミノペプチダーゼの３次元構造



ペプチド合成法①

ファミリーM28アミノペプチダーゼ：
10

ジペプチド合成能

TLC HPLCTLC

MS

98％アルコール溶媒中
PheとPhe-OMe から、強い
PhePhe-OMe 合成能が確認



11ペプチド合成法①

ファミリーM28アミノペプチダーゼ：
合成における基質特異性

ファミリーM28アミノペプチダーゼ フリーのアミノ酸 ～ アシル供与体（N側）ファミリーM28アミノペプチダーゼ フリーのアミノ酸 ～ アシル供与体（N側）
によるジペプチド合成メカニズム：逆反応 アミノ酸エステル ～ アシル受容体（C側）

NN CC NN CC NN CC NN CC＋ →

アミノ酸 アミノ酸メチルエステル ジペプチド

N C N C N C N C

アシル供与体の特異性
w/ Phe-OMe

アシル受容体の特異性
w/ free Phe



12ペプチド合成法①

ファミリーM28アミノペプチダーゼ：
既知有用ジペプチドの合成

AspPhe-OMe (Aspartame)
強力な甘味料。砂糖(Sucrose)
の180倍

Val-Tyr
ACE阻害作用
（降圧剤）

Ala-Tyr
Tyrの水溶性改善
（輸液剤として期待）

アシル供与体の特異性
w/ Phe-OMe

アシル受容体の特異性
w/ free Phe

の180倍 （降圧剤） （輸液剤として期待）



13ペプチド合成法①

ファミリーM28アミノペプチダーゼ：

AspPhe-OMe合成
（合成甘味料）

既知有用ジペプチドの合成

（合成甘味料）

ValTyr-OMe合成y
（血圧降下剤の前駆体）

AlaTyr-OMe合成AlaTyr OMe合成
（輸液成分）



14ペプチド合成法①

ファミリーM28アミノペプチダーゼ：
合成可能なペプチド

N末側のアミノ酸：L-アミノ酸

芳 族 酸

C末側のアミノ酸：L-アミノ酸エステル

疎水 芳香族 極性 酸性 塩基性疎水 芳香族 極性 酸性・塩基性

L-Ala L-Phe Gly L-His
L-Val L-Tyr L-Ser L-Lys
L-Leu L-Trp L-Thr L-Arg

疎水 芳香族 極性 酸性・塩基性

L-Ala L-Phe Gly L-Lys
L-Val L-Tyr L-Ser L-Arg
L-Leu L-Trp L-ThrL- L- p L- L- g

L-Ile L-Asn L-Asp
L-Met L-Gln L-Glu
L-Pro 

L L p L

L-Ile L-Cys
L-Met L-Asn

合成可能な有用ジペプチド
L Asp-L Phe-OMe (アスパルテーム）
合成可能な有用ジペプチド
L Asp-L Phe-OMe (アスパルテーム）L-Asp L-Phe OMe (アスパルテ ム）
L-Val-L-Tyr (血圧降下）, L-Tyr-L-Tyr (血圧降下）
L-Tyr-L-Thr (血圧降下）, L-Ile-L-Tyr (血圧降下）
L-Pro-L-Trp (血圧降下）, L-Tyr-L-Leu (抗不安）

L-Asp L-Phe OMe (アスパルテ ム）
L-Val-L-Tyr (血圧降下）, L-Tyr-L-Tyr (血圧降下）
L-Tyr-L-Thr (血圧降下）, L-Ile-L-Tyr (血圧降下）
L-Pro-L-Trp (血圧降下）, L-Tyr-L-Leu (抗不安）L- L- p ( ）, L- y L- ( ）
L-Phe-L-Leu (抗不安）, L-Trp-L-Leu (抗不安）
L-Ala-L-Tyr (輸液）… その他

L- L- p ( ）, L- y L- ( ）
L-Phe-L-Leu (抗不安）, L-Trp-L-Leu (抗不安）
L-Ala-L-Tyr (輸液）… その他



15ペプチド合成法①

ファミリーM28アミノペプチダーゼ：

AlaDOPA-OMe合成

非タンパク質性アミノ酸のペプチドへの導入

(DOPAの水溶性改善に期待）

ジペプチドに導入可能なアミノ酸

L-Norleucine L-Norvaline L-Phenylglycine L-4-hydroxyphenylglycine

その他多数のL-アミノ酸
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ペプチド合成法②
ファミリーS9アミノペプチダーゼ

を使用したペプチド合成を使用したペプチド合成

ファミリーS9アミノペプチダーゼの３次元構造
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S9APS9APのペプチド結合形成能のペプチド結合形成能

J. Biotechnol. 147 (2010) 52-58

Chem. Commun. 46 (2010) 
580-582

野田産研研究助成2008年度「奨励研究助野田産研研究助成2008年度「奨励研究助
成」研究成果報告会（2010.0531）資料 Appl. Environ. Microbiol. 76 

(2010) 4109-4112



18ペプチド合成法②

ファミリーS9アミノペプチダーゼ：
酵素の性質

1 2 3 1 4

SDS-PAGE

我々が取得したS9アミノペプチダーゼ
（SDS PAGEのレ ンno ）

1    2   3            1    4

（SDS-PAGEのレーンno.）
1. Streptomyces thermocyaneoviolaceus 由来
2. Streptomyces coelicolor 由来
3 St t i 由来3. Streptomyces griseus 由来
4. Acidthermus 由来

S9アミノペプチダ ゼの触媒作用によるペプチド結合形成反応の特徴

特徴

S9アミノペプチダーゼの触媒作用によるペプチド結合形成反応の特徴

● 水溶液中でのペプチド結合形成反応が可能。
● 特異性が広く 特殊構造を持つアミノ酸をペプチドに組み込む能● 特異性が広く、特殊構造を持つアミノ酸をペプチドに組み込む能

力を有する。



19ペプチド合成法②

ファミリーS9アミノペプチダーゼ：
反応の特性

反応機構 アミノリシス
R1R1

HH22NN‐‐R3R3
R1R1

R2OHR2OH反応機構

HH22NN CC‐‐OO‐‐R2R2
OO

== HH22NN CC‐‐NHNH‐‐R3R3
OO

==

プロリンエステルプロリンエステルプロリンエステルプロリンエステル
ββ--アラニンエステルアラニンエステル ～～ アシル供与体（ジペプチドのアシル供与体（ジペプチドのNN側）側）

他のアミノ酸メチルエステル他のアミノ酸メチルエステル ～～ アシル受容体（ジペプチドのアシル受容体（ジペプチドのCC側）側）他のアミノ酸メチルエステル他のアミノ酸メチルエステル アシル受容体（ジ プチドのアシル受容体（ジ プチドのCC側）側）

＋ →N C N CN CN C

β-アラニンエステル アミノ酸エステル βアラニルジペプチド
CN

＋ → →

プロリンエステル アミノ酸エステル プロリルジペプチド 環化ジペプチド

N C N C N CN C NC
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β-アラニルペプチド

βAla-His (カルノシン) 魚類より見出された抗潰瘍・抗疲
βAla-1-methyl-His (アンセリン) 労作用を持つペプチドβ y (アン リン) 労作用 持 プチド

C末端が分岐鎖アミノ酸（BCAA）のジペプチドでも
類似の効果を示す。類似の効果を示す。

◆β-Ala-Leu（β-アラニルロイシン）
◆β-Ala-Ile（β-アラニルイソロイシン）
◆β-Ala-Val（ β-アラニルバリン）β （ β アラ ル リ ）

サイクリックサイクリック(c)((c)(LL--ProPro--LL--His) : His) : 甲状腺刺激ホルモン
環化プロリルペプチド

放出ホルモンに類似した活性を示し、糖尿病ラッ
トに亜鉛と共に与えると、血糖値の低減に効果が
あることが報告されている。

c(L-Pro-L-His)



21ペプチド合成法②

ファミリーS9アミノペプチダーゼ：
β‐Ala含有ペプチド合成能

β-Ala-His（カルノシン）合成 β-Ala-BCAA合成
UPLC-ESI-TOF/MS分析 β-Ala-Val-OMe β-Ala-Leu-OEt

酵素なし 酵素なしβ-Ala-Ile-OMeβ Ala Ile OMe

基質濃度 生成物濃度 変換率
β-Ala-OBzl His-OMe 酵素なし

20 mM 20 mM 6.4 mM 32 %
5 mM 40 mM 4.7 mM 94 %
5 mM 60 mM ≈5.0 mM ≈100 %



22ペプチド合成法②

ファミリーS9アミノペプチダーゼ：
Pro含有環化ペプチド合成能

cyclo (L-Pro-L-His)（抗高血糖）合成

UPLC-ESI-TOF/MS分析 生成物の時間変化

基質濃度 生成物濃度 変換率
Pro-OBzl His-OMePro OBzl His OMe

20 mM 20 mM 8.2 mM 41 %



23ペプチド合成法②

ファミリーS9アミノペプチダーゼ：
基質特異性

RR22--OHOH

HH22NN C ORC OR44

RR33

HH22NN C ORC OR22

RR11

HH22NN CC

RR11 HH
NN C ORC OR44

RR33

44

OO
22 22

OO OO
44

OO

アシル供与体アシル供与体 アシル受容体アシル受容体

LL--AlaAla誘導体誘導体 LL--IleIle誘導体誘導体

アシル受容体のみになれる基質アシル受容体のみになれる基質

アシル供与体のアシル供与体の
アシル供与体にも受アシル供与体にも受
容体にもなれる基質容体にもなれる基質 LL AlaAla誘導体誘導体 LL IleIle誘導体誘導体

LL--LeuLeu誘導体誘導体 LL--MetMet誘導体誘導体
DD--PhePhe誘導体誘導体 LL--TrpTrp誘導体誘導体
DD TrpTrp誘導体誘導体 LL TyrTyr誘導体誘導体LL--ProPro誘導体誘導体

アシル供与体のアシル供与体の
みになれる基質みになれる基質

LL--ValVal誘導体誘導体 DD--ValVal誘導体誘導体
誘導体誘導体 誘導体誘導体

容体にもなれる基質容体にもなれる基質

DD--TrpTrp誘導体誘導体 LL--TyrTyr誘導体誘導体
DD--TyrTyr誘導体誘導体 LL--SerSer誘導体誘導体
LL--ThrThr誘導体誘導体 LL--LysLys誘導体誘導体

ArgArg誘導体誘導体 ArgArg誘導体誘導体

誘導体誘導体
DD--ProPro誘導体誘導体 DD--LeuLeu誘導体誘導体 LL--PhePhe誘導体誘導体

LL--ThrThr誘導体誘導体 ββ--AlaAla誘導体誘導体

LL--ArgArg誘導体誘導体 DD--ArgArg誘導体誘導体
LL--HisHis誘導体誘導体 LL--AspAsp誘導体誘導体
LL--GluGlu誘導体誘導体



24ペプチド合成法②

ファミリーS9アミノペプチダーゼ：
合成可能なジペプチド類

合成可能な有用ジペプチド合成可能な有用ジペプチド合成可能な有用ジペプチド
β-Ala-L-His（抗疲労）, β-Ala-L-BCAA（抗疲労）, β-Ala-1-methyl-L-His（抗疲労）,
L-Pro-L-Trp (血圧降下）, c(L-Pro-L-His)（抗高血糖）
c(L Phe-L His)（抗ガン剤前駆体）

合成可能な有用ジペプチド
β-Ala-L-His（抗疲労）, β-Ala-L-BCAA（抗疲労）, β-Ala-1-methyl-L-His（抗疲労）,
L-Pro-L-Trp (血圧降下）, c(L-Pro-L-His)（抗高血糖）
c(L Phe-L His)（抗ガン剤前駆体）c(L-Phe-L-His)（抗ガン剤前駆体）
c(L-Pro-L-Leu)（アフラトキシン生合成阻害）
c(L-Pro-L-Val)（アフラトキシン生合成阻害）
… その他

c(L-Phe-L-His)（抗ガン剤前駆体）
c(L-Pro-L-Leu)（アフラトキシン生合成阻害）
c(L-Pro-L-Val)（アフラトキシン生合成阻害）
… その他… その他… その他

カルノシン ホモカルノシン c(L-Pro-L-His)

c(L-Pro-L-Val)
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ペプチド合成法③
ファミリーS12アミノペプチダーゼ

を使用したペプチド合成を使用したペプチド合成

ファミリーS9アミノペプチダーゼの３次元構造



26ペプチド合成法②

ファミリーS12アミノペプチダーゼ：
酵素の性質

S12アミノペプチダーゼ：加水分解活性はD体特異的。活性中心にセリン残基を持つ。S12アミノペプチダーゼ：加水分解活性はD体特異的。活性中心にセリン残基を持つ。

S9アミノペプチダーゼ（SDS-PAGEのレーンno.）
1. Streptomyces sp. 82F2 由来

1    2

1. Streptomyces sp. 82F2 由来
2. Streptomyces sp. 83D12 由来

配列の上で本酵素と３～６割の相同性を持つ酵素は存在するが配列の上で本酵素と３～６割の相同性を持つ酵素は存在するが、
本酵素が持つ性質（アミノペプチダーゼ活性とペプチド合成活
性）放線菌由来の酵素特有の性質である。

S12アミノペプチダーゼの触媒作用によるペプチド結合形成反応の特徴

● 水溶液中でのペプチド結合形成反応が可能。
● 特異性が広く、特殊構造を持つアミノ酸をペプチドに組み込む能力を有する。
● 配列の制御が厳密で、目的のペプチドをピンポイントに合成可能列 厳 、 合成



27ペプチド合成法②

ファミリーS12アミノペプチダーゼ：

N C N C

反応の特性

→

D-アミノ酸エステル D-,D-ジペプチド

N C N C N C

→

L-アミノ酸エステル L-,L-ジペプチドエステル

N C N C N C

L アミノ酸エステル L ,L ジペプチドエステル

＋ →

D アミノ酸エステル L アミノ酸 D L ジペプチド

N C N C N C N C

D-アミノ酸エステル L-アミノ酸 D-,L-ジペプチド

→N C N CN CN C

D-アミノ酸エステル L-アミノ酸エステル D-,L-ジペプチドエステル

CN
→

環化ジペプチド
NC



28ペプチド合成法②

ファミリーS12アミノペプチダーゼ：
広い特異性・生成物の特徴

特徴特徴 D-アミノ酸エステル → D-,D-ジペプチド
L アミノ酸エステル L L ジペプチドエステルL-アミノ酸エステル → L-,L-ジペプチドエステル
D-アミノ酸エステル ＋ L-アミノ酸 → D-,L-ジペプチド
D-アミノ酸エステル ＋ L-アミノ酸エステル → D-,L-ジペプチドエステル

→ 環化ジペプチド環化ジ プチド

RR33RR11 RR11 HH RR33

RR22--OHOH

HH22NN C ORC OR44

OO
HH22NN C ORC OR22

OO

HH22NN CC
OO

NN C ORC OR44

OO

アシル供与体アシル供与体 アシル受容体アシル受容体
アシル受容体のみになれる基質アシル受容体のみになれる基質

アシル供与体アシル供与体 アシル受容体アシル受容体

GlyGly誘導体誘導体 LL--AlaAla誘導体誘導体

フリーフリーLL--アミノ酸アミノ酸
（（LL--ProPro、、LL--Asp, LAsp, L--GluGlu以外）以外）

アシル供与体のアシル供与体の
みになれる基質みになれる基質

アシル供与体にも受アシル供与体にも受
容体にもなれる基質容体にもなれる基質

LL--ValVal誘導体誘導体 LL--IleIle誘導体誘導体
LL--MetMet誘導体誘導体 LL--SerSer誘導体誘導体
LL--ThrThr誘導体誘導体 LL--AsnAsn誘導体誘導体
LL GlnGln誘導体誘導体 LL HisHis誘導体誘導体

DD--AlaAla誘導体誘導体
DD--ValVal誘導体誘導体
DD--ProPro誘導体誘導体

みになれる基質みになれる基質 容体にもなれる基質容体にもなれる基質

LL--LeuLeu誘導体誘導体 DD--LeuLeu誘導体誘導体
LL--MetMet誘導体誘導体 LL--PhePhe誘導体誘導体
DD--PhePhe誘導体誘導体 LL--TrpTrp誘導体誘導体 LL--GlnGln誘導体誘導体 LL--HisHis誘導体誘導体

LL--ArgArg誘導体誘導体 LL--LysLys誘導体誘導体
LL--AspAsp誘導体誘導体 LL--GluGlu誘導体誘導体

DD ProPro誘導体誘導体
DD--His His 誘導体誘導体

pp
DD--TrpTrp誘導体誘導体 LL--TyrTyr誘導体誘導体
DD--TyrTyr誘導体誘導体
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環化D-プロリルペプチド

サイクリックサイクリック(c)((c)( ProPro ArgArg) :) :サイクリックサイクリック(c)((c)(DD--ProPro--LL--ArgArg) : ) : 
family18 chitinaseを拮抗的に阻害し、か
つ、in vivoで強力に、酵母の菌糸生長を
抑制 殺虫剤 農薬 利用に期待され抑制。殺虫剤、農薬への利用に期待され
るペプチド

c(D-Pro-L-Arg)



30ペプチド合成法②

ファミリーS12アミノペプチダーゼ：
D‐L‐ペプチド合成能

cyclo (D-Pro-L-Arg)（キチナーゼ阻害）合成

基質基質20 20 mMmMから生から生
成物成物10.310.3 mMmM

ESI-TOF/MS

変換率：変換率：55割以上割以上変換率：変換率：55割以上割以上

基質濃度を変える（上基質濃度を変える（上

生成物の
時間変化

濃 （濃 （
げる）ことで、更に高げる）ことで、更に高
生産の系の確立が可能。生産の系の確立が可能。



31ペプチド合成法②

ファミリーS12アミノペプチダーゼ：

合成可能な有用ジペプチド合成可能な有用ジペプチド

合成可能なジペプチド類

L-Tyr-L-Tyr合成 用
L-Tyr-L-Tyr (血圧降下）, 
L-Tyr-L-Thr (血圧降下）, 
D Ala-L Gln-octadecyl ester

合成 用
L-Tyr-L-Tyr (血圧降下）, 
L-Tyr-L-Thr (血圧降下）, 
D Ala-L Gln-octadecyl ester

L-Tyr-L-Tyr

D-Ala L-Gln octadecyl ester
c(D-Pro-L-Arg)（キチナーゼ阻害）
… その他

D-Ala L-Gln octadecyl ester
c(D-Pro-L-Arg)（キチナーゼ阻害）
… その他

c( Pro- Arg) D-Ala-L-Gln-octadecyl esterc(D-Pro-L-Arg) D Ala L Gln octadecyl ester
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今後の展開展



想定される用途
• 本技術の特徴を生かすためには、医薬中間体・農薬などの製

造に適用することで、安全かつ効率的に生産できるメリットが造に適用することで、安全かつ効率的に生産できるメリットが
大きいと考えられる。

• 上記以外に 様々な新奇有用ペプチド系化合物の開発への効上記以外に、様々な新奇有用ペプチド系化合物の開発への効
果が得られることも期待される。

• また 達成された有用ジペプチド合成に着目すると 機能性食また、達成された有用ジペプチド合成に着目すると、機能性食
品製造や化粧品といった分野や用途に展開することも可能と
思われる。思われる。

想定される業界想定される業界
• 利用者・対象

医薬 農薬 機能性食品製造メ カ医薬・農薬・機能性食品製造メーカー

新薬など、新奇機能性物質創成における開発事業



実用化に向けた課題
• 現在、様々な有用ペプチド合成について、1ポット合成が可能なと

ころまで開発済み しかし 合成のシステムの点が未解決であるころまで開発済み。しかし、合成のシステムの点が未解決である。

• 今後、固定化酵素の作成とシステム化について実験データを取
得し バイオリアクターに適用していく場合の条件設定を行ってい得し、バイオリアクタ に適用していく場合の条件設定を行ってい
く。

• 実用化に向けて 汎用性に加え標的合成物質の変換率の精度• 実用化に向けて、汎用性に加え標的合成物質の変換率の精度
を～８０％まで向上できるよう技術を確立する必要もあり。

企業 期待企業への期待
未解決 シ ム は 固定化酵素 作成とバイ• 未解決のシステムについては、固定化酵素の作成とバイ
オリアクターへの応用技術により克服できると考えている。

新奇生 性物 価技術を持 業 究• 新奇生理活性物質の評価技術を持つ企業との共同研究
を希望。
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