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関西支部の活動は下記の支部賛助企業様からの御支援により支えられています

アース製薬（株）

菊正宗酒造（株）

黄桜酒造（株）

サントリー（株）

住友化学（株）

（株）第一化成

大日本除虫菊（株）

東洋紡績（株）敦賀バイオ研究所

ナカライテスク（株）

支 部 賛 助 企 業 （ 5 0 音 順 ）

（株）日本医科器械製作所

日本盛（株）

日本新薬（株）

ヒガシマル醤油（株）

不二製油（株）

三井化学アグロ（株）

理研化学工業（株）

和研薬（株）

和光純薬工業（株）
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日本農芸化学会関西支部例会第475回講演会・ミニシンポジウム
平成24年7月14日　大阪府立大学学術交流会館

「多様なアプローチが実現する天然生理活性物質研究の新展開」

3　一般講演（15:20～17:15）

*「日本農芸化学会若手優秀発表賞」対象講演

1　ミニシンポジウム（13:00～14:35）

4　懇親会（17:15～18:15）　会費 3,000円　（学生無料）

「植物アルカロイド発酵生産のための微生物プラットフォームの構築」
　　　　南 博道　（石川県立大生物資源工学研究所）
　
「アゲハチョウ産卵刺激物質受容体遺伝子の発見と機能解析」
　　　　尾崎克久, 龍田勝輔, 吉川寛　（JT生命誌研究館）

*１．「サフランによるprotein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) の阻害を介した
　　　　　　　　　　　インスリンシグナリング活性化作用の解明とその作用機序」
 ○前田 歩海1，甲斐 建次1，石井 剛志2，赤川 貢1

　　　　　　　　　　　　（1大府大院・生命環境，2静岡県大・食品栄養科学）

*２．「葉緑体由来の酸化的シグナリングを介したストレス応答機構の解明」
 ○野志昌弘1，問田英里2，岩井佑真2，丸田隆典3，田茂井政宏1,2，重岡成1,2

　　　　　　　　　　　　（1近畿大・農・バイオ，2近畿大院・農・バイオ，3島根大・生資科・生命工）

*３．「食品中の遊離アミノ酸の抽出検討及びデータベース化を目指した定量」
 ○伊藤日向子1，田中仁美2，赤桐 里美1，植野 洋志1   

　　　　　　　　　　　　（1奈良女大院・人間文化・食物，2奈良女大・生環・食物）

*４．「Surugapyrone BとPhomapyrone Bの全合成と絶対立体配置の決定ならびに抗酸化性評価」
 ○大向宏明，切畑光統，谷森紳治　（大阪府大院・生命環境）

*５．「D環５位を選択的に修飾したprocyanidin-B1～B4の立体選択的合成とその抗酸化活性」
 〇岡本泰輔1、東野雄祐2、土井翔馬1、岡本修平1、石原沙也加1、齊藤安貴子1,2

                      　　　　　　　　　　 （1大阪電通大院・先端理工，2大阪電通大・応用化学）

2　農芸化学奨励賞受賞記念講演（14:35～15:15）

「天然物合成を基軸とした小分子プローブ創成と化学生物学的研究」
    齊藤 安貴子　(大阪電通大工学部)
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植物アルカロイド発酵生産のための微生物プラットフォームの構築

	
�    南　博道（石川県大・資源研）
　	
�   

アゲハチョウ産卵刺激物質受容体遺伝子の発見と機能解析	
�   

	
�    尾崎克久,	
�   龍田勝輔,	
�   吉川寛（JT生命誌研究館）

3

●●●● ミニシンポジウム ●●●●

13:00~14:35　多目的ホール

「多様なアプローチが実現する
天然生理活性物質研究の新展開」
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植物アルカロイド発酵生産のための微生物プラットフォームの構築

南 博道（石川県大・資源研）

【目的】高等植物は、アルカロイド、テルペノイド、フラボノイド等の様々な有用

二次代謝産物を産生する。多様な二次代謝産物のなかでも、アルカロイドは少量で

顕著な生理活性を示すため、市販されている医薬品原料として非常に高い需要があ

る。植物の産生する約 12,000 種類のアルカロイドの中で、イソキノリンアルカロイ

ド（IQA）と呼ばれるグループは、インドールアルカロイドと並んで最も大きな一
群を構成しており、モルヒネやコデインをはじめ、多くの薬理学的に有用な化合物

を含む。一般にアルカロイドは光学活性を有し化学構造が複雑なために、化学合成

による大量生産は困難であり、植物体からの抽出が主な生産法である。しかし、植

物体に乾燥重量の数パーセント程度しか含まれていないものも多く、植物体の生育

には数ヶ月～数年を要するため、大量に供給する方法が検討されている。そこで、

実用生産システムの構築を目的として、微生物発酵法による IQA生産を行った。
【方法・結果】多くの IQAはチロシンを出発物質として、norcoclaurine synthase（NCS）
によるドーパミンと 4-hydroxyphenylacetaldehyde（4-HPAA）との縮合反応の後、IQA
の重要な中間体である(S)-レチクリンを経由して生産される（図１）。そこで我々は、

植物の IQA 生合成酵素と微
生物由来の酵素を組み合わせ

て、チロシンからレチクリン

までの改変型の生合成経路を

構築し、チロシン生産大腸菌

に導入することで、発酵生産

システムを確立した（図２）。

i）チロシン生産大腸菌の作製：大腸菌において芳香族アミノ酸代謝にかかわる遺伝
子群全般の発現を制御する DNA 結合型の転写調節因子（tyrR 遺伝子）を欠損させ
ることで、チロシン生産菌が得られる。さらに、シキミ酸生合成経路において、フ

ィードバック阻害耐性（fbr）の 3-deoxy-D-arabino-heptulosonate-7-phosphate synthase
（fbr-DAHPS:aroGfbr）と mutase/prephenate dehydrogenase（fbr-CM/PDH:tyrAfbr）、お
よび phosphoenolpyruvate synthetase（PEPS:ppsA）と transketolase（TKT:tktA）を大量
発現させることで、チロシン生産量がさらに増加することも明らかとなっている。

これらの方法を利用して、チロシン高生産大腸菌を作製した。
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ii）チロシンからレチクリンまでの改変
型生合成経路の構築：植物の IQA生合成
経路において、チロシンからドーパへの

反応を触媒するチロシン水酸化酵素

（TH）はテトラヒドロビオプテリンを補
酵素として必要とする。しかし、大腸菌

にはその生合成酵素が存在しないため、

新たにその生合成経路を構築する必要が

あった。さらに、チロシン・ドーパ脱炭

酸酵素（TYDC）はチロシンに対しても
活性を有しており、ドーパからのドーパ

ミン生産だけでなく、チロシンからチラ

ミンへと生合成経路が流れてしまう可能

性があった。また、植物型の生合成経路

には未同定の部分もあり、その経路を再

構成し、効率よく目的とする IQAを生産
することは難しいと考えられた。そこで、IQA生合成とは無関係な微生物由来の酵
素、チロシナーゼ（TYR）、ドーパ脱炭酸酵素（DODC）、モノアミン酸化酵素（MAO）
をレチクリン生合成酵素（NCS、6OMT、CNMT、4’OMT）と組み合わせ、改変型
のレチクリン生合成経路を構築することで、生産システムを確立した（図２）。80

時間の培養で、培地中のグルコースから 2.2 mg/Lの（S)-レチクリンが生産された。
炭素源としてグリセロールを用いて培養した場合には、収量は 6.2 mg/Lに増大した。
さらに、この生産システムに酸化活性の低い TYRを用いることで、グリセロールか
らのレチクリン合成活性が大幅に向上（46 mg/L）した。
微生物発酵法によるアルカロイド生産システムは、植物培養細胞の培養または遺

伝子組換え植物による生産（通常、数ヶ月から数年程度の期間を要する）よりも速

く（２～３日）生産することが可能である。化学合成ではその不斉合成が生産の難

点となるが、我々のシステムでは医薬的に極めて重要な光学活性体を短時間に効率

よく生産することが可能であった。炭素源として用いるグルコースやグリセロール

は安価で、入手が容易である。そのため、従来の生産方法と比較して、生産コスト

は非常に低いものとなる。医薬的に重要なアルカロイドの微生物発酵法の確立は、

需要の高まる医薬品への安定した供給方法になるだけでなく、創薬研究における新

たな展開に貢献できるものと期待される。
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アゲハチョウ産卵刺激物質受容体遺伝子の発見と機能解析

○尾崎克久, 龍田勝輔, 吉川寛（JT 生命誌研究館）

【目的】食植生昆虫の大部分は特定の植物のみを餌として利用するスペシャリストで

あるため、メス成虫による正確な植物種の識別と産卵場所の選択は、次世代の生存を

左右する重要な役割である。ナミアゲハを始めとするアゲハチョウ科の昆虫は狭い食

性を持ち、主に産卵場所の選択による植物の選好性と種分化に相関が見られる。メス

成虫は、「ドラミング」と呼ばれる植物を前脚でたたく行動を通じて、前脚ふ節にあ

る化学感覚子を用いて植物表面に存在する化合物を感じ取り、その組み合わせを手が

かりとして植物種を識別している。ナミアゲハについては、主な食草であるシトラス

属植物から、混合により生葉と同程度に産卵行動を誘発することができる 10 種類の

化合物が「産卵刺激物質」として同定されている。本研究は、アゲハチョウが植物種

を識別する仕組みを解明し、食性転換を出発点とする進化（種分化）が起きたときに

ゲノム上でどの様な変化があったのか明らかにすることを目指している。

【方法】ナミアゲハのメス成虫前脚ふ節の cDNA ライブ

ラリーを作成し、産卵行動に関与する可能性のある化

学受容体遺伝子を探索した。両方向から塩基配列を決

定した約 1万クローンの中から、コンピュータ上の解

析によりメス前脚ふ節に発現する 7回膜貫通型の受容

体遺伝子（7TMP）の候補配列を発見した（図 1 ）。こ

の遺伝子を、バキュロウイスルを用いて培養昆虫細胞

Sf9 で強制的に発現させ、産卵刺激物質を用いて刺激

し、リガンドの特定を試みた。鱗翅目昆虫では RNAi

の効果が得られにくいとされているが、この受容体

遺伝子は羽化前日に発現量がピークになっいるので、蛹化後の早い時期に二本鎖 RNA

を注射する事で効果的にこの遺伝子の発現を抑制できる事を確認した。RNAi 法で遺伝

子の発現を阻害したチョウの前脚を用いて電気生理学的解析を行い、産卵刺激物質へ

の応答感度が低下していることを確認した。さらに、自由飛翔による産卵実験を行い、

受容体遺伝子の発現を阻害した場合の産卵活性を観察した。
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図 1 受容体遺伝子の発現部位 
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【結果】受容体遺伝子を発現させた培養昆虫細胞を

産卵刺激物質で刺激を行った結果、その中のシネフ

リンに特異的に応答することを確認した（図 2）。シ

ネフリンに対する培養細胞の応答は、ミカンの葉か

ら抽出した化合物が全て混合された溶液に対する応

答と一致した。RNAi 処理を行ったアゲハチョウの感

覚子は、電気生理実験でシネフリンに対する感受性

が有意に低下していることを確認した（図 3）。RNAi

処理を行ったアゲハチョウの産卵行動を観察すると、

シネフリンへの感受性が低下したことにより産卵活

性が低下していることを確認した（表

１）。

以上の in silico、in vitro、in vivo

の実験を組み合わせて得られた結果

から、我々が発見した受容体遺伝子は、

産卵刺激物質の一つであるシネフリ

ンを特異的に認識し、産卵行動の誘発

に関与することで、食草の認識におい

て重要な役割を担っていると考える。

表 1 7TMP dsRNA の注射による産卵行動への影響（産卵率%）

注射

刺激物質 無し 超純水 GFP dsRNA 7TMP dsRNA

超純水 0 0 0 0

シネフリン (A) 0 0 0 0

カイロイノシトール(B) 0 0 0 0

混合液 (A)+(B) 72.1 77.8 62.5 21.1

ミカン葉抽出物 100 100 100 100

試験個体数: 注射無し: 43, 超純水: 9, GFP dsRNA: 16,7TMP dsRNA: 19. 混合液 (A)+(B) の

有意差: 注射無し vs RNAi チョウ: p<0.001, 超純水 vs RNAi チョウ: p<0.001, GFPdsRNA vs

RNAi チョウ: p<0.001, two-way ANOVA （Fisher LSD）
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図 2 カルシウムイメージング法に

よるリガンド解析 

コントロール 

GFP dsRNA 

7TMP dsRNA 

図 3 電気生理実験による感覚子のシネフリンへの応答 
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● 演者プロフィール 
 

南 博道（Hiromichi Minami）

連絡先：〒921-8836 石川県野々市市末松 1-308

石川県立大学生物資源工学研究所応用微生物工学研究室

E-mail address: minami@ishikawa-pu.ac.jp

略歴：2003 年 3 月 京都大学大学院農学研究科博士課程修了，博士(農学)

2003 年 4 月 京都大学大学院生命科学研究科リサーチアソシエイト

2005 年 4 月 日本学術振興会特別研究員

2006 年 4 月 石川県立大学生物資源工学研究所助手

2007 年 4 月 石川県立大学生物資源工学研究所助教

2012 年 4 月 石川県立大学生物資源工学研究所講師

現在に至る

主な研究テーマ：微生物による有用物質生産。特に、大腸菌および酵母を用いた植物

アルカロイド生産

今後の展望：植物アルカロイドだけでなく、様々な有用物質に対して、生合成工学に

よる微生物発酵生産を展開していきたい。

尾崎 克久（Katsuhisa Ozaki）

連絡先：〒569-1125 大阪府高槻市紫町 1-1

JT 生命誌研究館 研究員

E-mail address: ozk.kths@gmail.com

略歴： 2000 年 3 月 弘前大学農学研究科（岩手連合大学院）任意退学

2000 年 5 月 農林水産省生物系特定産業技術研究推進機構ポスドク

2001 年 4 月 JT 生命誌研究館 奨励研究員（ポスドク）

2001 年 10 月 学位 博士（農学）取得

2004 年 4 月 JT 生命誌研究館 研究員

現在に至る

主な研究テーマ：アゲハチョウの食草認識機構と進化

今後の展望：産卵刺激物質の認識に関与する受容体と運搬タンパクの遺伝子を網羅的

に解明し、複数種のアゲハチョウ間でゲノムワイドな比較を行い、食性転換と種分化

の仕組みを解明したい。



農芸化学奨励賞受賞記念講演

「天然物合成を基軸とした小分子プローブ創成と化学生物学的研究」

14:35～15:15　多目的ホール

齊藤	
�   安貴子	
�   (大阪電通大工学部)
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天然物合成を基軸とした小分子プローブ創成と化学生物学研究  

 

○齊藤安貴子（大阪電通大院工・先端理工） 

 

【目的】 化学生物学研究において生物活性を有する小分子化合物は必須である。化

合物を用いて生命現象を解明するための様々な検討を行うためには、純粋かつ大量の

化合物が必要となる。さらに、どのように生物活性が発揮されるのか、どのような生

体分子と相互作用しているかを確認するためには、分子プローブの合成、すなわち、

小分子化合物を道具（ツール）とすることが必要となる。そのために必要な技術が天

然物合成の技術である。天然には、生活に密着し日々摂取・接触しているにも関わら

ず、その機能・役割が明らかとなっていない小分子化合物が多数存在する。我々は、

天然から単離する事が困難な化合物に着目し、天然物合成を基軸とし、生物活性試験

等に必要な化合物を純粋かつ大量に供給する事、そして、それらを用いた化学生物学

研究を目指して研究を行ってきた。本講演では、proanthocyanidin の合成研究や構造-

活性相関研究を中心に、これまで行ってきた様々な研究について報告させていただき

たい。 

 

【方法と結果】Proanthocyanidin（以後

PA）は、お茶やカカオ等の嗜好品、古

代米等の穀物、ブドウ等の果物類、ス

ギ等の樹皮等、多くの植物に含まれる

高機能性のポリフェノール化合物であ

る。これらは、極めて強い抗酸化活性・

抗腫瘍活性・動脈硬化抑制活性・発が

ん抑制作用等、様々な生物活性を示す。

しかしながら、天然からは複雑な類縁

体混合物として得られ純粋に単離する

ことが難しい。さらに、NMR測定にお

ける回転異性体の検出や、シグナルの

ブロードニング等の問題もあり、詳細

な構造-活性相関や活性発現機構はほと

んど解明されていない。そこで、天然 図１．Procyanidins  
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PAの大部分を占める(+)-catechinと(-)-epicatechinからなる procyanidin類（図 1）を標

的化合物に選び、その C4-C8位間結合体の高収率・立体選択的な合成法の開発を行い、

2、3、4、5量体、ガロイル基や脂肪鎖で修飾した化合物の合成を進めた。さらに、天

然に存在するが通常の条件では合成できなかった 3,4-cis型オリゴマーを、選択的に合

成できる分子内縮合反応を開発する事に成功した。この 2種類の合成法により縮合部

分の立体化学を自由に制御可能となった。 

これまでに、本研究のように、多種類の PA化合物を純粋に合成して同時に生物活

性を調べた例はない。この研究により、PA の生物活性を網羅的に調べる事を可能に

し、有用性を研究するための基盤を築くことができたと考えている。そして各種合成

類縁体の生物活性試験に基づく構造-活性相関の確立を行った。即ち、抗酸化活性、

ラジカル消去活性、Maillard反応阻害活性、DNA polymerase阻害活性等の生物活性試

験を行い、構造-活性相関研究を行った。その結果、従来 PAの活性には重合度（ヒド

ロキシ基の数）が重要とされてきたが、対タンパク質活性については、化合物とタン

パク質の物理的な相互作用が深く関与していることが示唆された。 

これらの化合物について化学生物学研究を行うために、理化学研究所にて小分子化

合物-タンパク質相互作用に関する研究を行い技術と知識を得たのち、現職である大

阪電気通信大学にて分子プローブの合成を開始した。現在は、さらなる新規合成法の

開発と共に、分子プローブ作成、化学生物学研究を行っているところである。本講演

では、合成研究を中心に今後の PA研究の展開について述べる予定である。 

 

本研究は、東北大学農学研究科、富山県立大学、（独）理化学研究所 長田抗生物

質研究室、大阪電気通信大学で行ったものです。学生時代から温かいご指導ご鞭撻を

賜りました東北大学名誉教授・折谷隆之先生、富山県立大学・田中陽光先生、東北大

学・清田洋正先生、博士課程において分子生物学の基礎をご指導いただきました東京

大学・黒田玲子先生（現 東京理科大学）に感謝申し上げます。富山県立大学におき

まして、PA の合成研究を行う機会を与えていただきました、生方信先生（現 北海

道大学）、中島範行先生、松浦信康先生（現 岡山理科大学）に心より感謝申し上げ

ます。当該分野において、生物活性試験等で多大なご協力を賜りました神戸学院大

学・水品善之先生に深く感謝いたします。(独)理化学研究所におきまして、化学生物

学研究を行う機会を与えていただいた長田裕之主任研究員に心より感謝申し上げま

す。また、農芸化学奨励賞にご推薦くださいました東北大学大学院農学研究科 清田

洋正先生、ならびにご支援賜りました諸先生に厚く御礼申し上げます。 
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● 演者プロフィール 

齊藤 安貴子（Akiko Saito）

連絡先：〒572-8530 大阪府寝屋川市初町 18-8

大阪電気通信大学大学院工学研究科先端理工学専攻

齊藤化学生物学研究室

E-mail address: a-saito@isc.osakac.ac.jp

略歴：1995 年 3 月 東北大学農学部農芸化学科卒業, 学士（農学）

1997 年 3 月 東北大学大学院農学研究科環境修復生物工学

博士前期課程修了, 修士（農学）

2000 年 3 月 東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻

博士後期課程修了，博士(学術)

2000 年 4 月 富山県立大学，富山県バイオテクノロジーセンター勤務

科学技術振興事業団科学技術特別研究員

学術振興会特別研究員

2005 年 4 月 理化学研究所中央研究所長田抗生物質研究室

理化学研究所基幹研究所ケミカルバイオロジー研究領域

基礎科学特別研究員，協力研究員

2010 年 4 月 大阪電気通信大学大学院総合文化研究科 講師

2012 年 4 月 大阪電気通信大学大学院先端理工学専攻 准教授

現在に至る

主な研究テーマ：有機合成化学を軸足としたケミカルバイオロジー研究。特に、食品・

植物に含まれ、天然からの単離が困難な化合物について、「立体選択

的」に合成する手法の開発、プローブ化等「有機合成でしかできない

事」にこだわり、合成した化合物を用いてケミカルバイオロジー研究

を進めている。

今後の展望：研究室をゼロから立ち上げて 3年目である。ようやく学生も育ち研究も

軌道に乗ってきたところである。今後は、これまで合成を進めてきた「プ

ロアントシアニジン化合物」のケミカルバイオロジー研究をさらに進めて

いきたい。また、糖化反応の開発や、植物体内での代謝経路・合成経路に

関する研究も進めていきたい。もちろん、それ以外の化合物の合成研究も

精力的に進めていくつもりである。



15:30～16:50 多目的ホール
（講演時間12分，質疑応答3分）

*「日本農芸化学会若手優秀発表賞」対象講演

*１．「サフランによるprotein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) の阻害を介した
　　　　　　　　　　　インスリンシグナリング活性化作用の解明とその作用機序」
 ○前田 歩海1，甲斐 建次1，石井 剛志2，赤川 貢1

　　　　　　　　　　　　（1大府大院・生命環境，2静岡県大・食品栄養科学）

*２．「葉緑体由来の酸化的シグナリングを介したストレス応答機構の解明」
 ○野志昌弘1，問田英里2，岩井佑真2，丸田隆典3，田茂井政宏1,2，重岡成1,2

　　　　　　　　　　　　（1近畿大・農・バイオ，2近畿大院・農・バイオ，3島根大・生資科・生命工）

*３．「食品中の遊離アミノ酸の抽出検討及びデータベース化を目指した定量」
 ○伊藤日向子1，田中仁美2，赤桐 里美1，植野 洋志1   

　　　　　　　　　　　　（1奈良女大院・人間文化・食物，2奈良女大・生環・食物）

*４．「Surugapyrone BとPhomapyrone Bの全合成と絶対立体配置の決定ならびに抗酸化性評価」
 ○大向宏明，切畑光統，谷森紳治　（大阪府大院・生命環境）

*５．「D環５位を選択的に修飾したprocyanidin-B1～B4の立体選択的合成とその抗酸化活性」
 〇岡本泰輔1、東野雄祐2、土井翔馬1、岡本修平1、石原沙也加1、齊藤安貴子1,2

                      　　　　　　　　　　 （1大阪電通大院・先端理工，2大阪電通大・応用化学）
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サフランによる protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) の阻害を 

介したインスリンシグナリング活性化作用の解明とその機序解析 

 

○前田 歩海 1，甲斐 建次 1，石井 剛志 2，赤川 貢 1 

(1大阪府大院・生命環境，2静岡県大・食品栄養科学) 

 

【目的】2型糖尿病は，インスリン抵抗性が主因となって起こる代謝異常症であり，世界的な患者数

の増加が社会問題化している．インスリンシグナリングは，インスリンがインスリン受容体 (IR) 

に結合するとそのチロシンキナーゼが活性化され自己リン酸化することで発動し，インスリン受容

体基質-1 (IRS-1) のチロシンリン酸化を促す．リン酸化シグナルは下流のシグナル分子に伝達され，

細胞内小胞に存在するグルコース輸送体 (GLUT4) に作用し，GLUT4が細胞膜へ移行することで，

グルコースの取り込みを促進する．このインスリンシグナリングを，負に制御しているのが protein 

tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) であり，リン酸化 IR，及び IRS-1を脱リン酸化することでシグナ

ル伝達を遮断する．PTP1B の阻害によりインスリンシグナルが増強されるため，PTP1B 阻害剤は

新規糖尿病治療薬としてその開発が期待されている．本研究では古来より生薬としても使用されて

きた香辛料に着目し，PTP1Bを阻害してインスリンシグナリングを増強する成分の探索を行った． 

【方法と結果】12 種類の香辛料の DMSO 抽出物とリコンビナント PTP1B をインキュベートして酵

素活性を測定した結果，サフランの抽出物が顕著な阻害を示した．次にマウス由来の C2C12 筋芽

細胞をインスリンの標的である筋管細胞に分化させ，香辛料抽出物がインスリンシグナリングに与

える影響を調べた。その結果，サフラン抽出物が IRとその下流のシグナル伝達分子 (IRS-1，Akt，

及び Erk1/2) を 1 µg/mLの濃度でインスリン非依存的に活性化することがイムノブロット分析によ

り判明した．サフラン中の PTP1B 阻害活性をもつ成分を同定するため，サフランを段階的に溶媒

抽出し，その活性の測定を行ったところ n-hexane 及び CHCl3抽出画分において顕著な阻害が認め

られた．その画分を GC/MS によって解析した結果，主成分としてサフランの主香気成分である

safranalが同定され，濃度依存的に PTP1Bを阻害することを明らかにした．その阻害機構として共

役不飽和アルデヒド構造を持つ safranalが PTP1Bの活性中心であるCys残基の反応性チオール基と

Michael付加反応する分子機構が推定されたため検証を行った．その結果，safranalとのインキュベ

ートにより PTP1B の反応性チオール基が減少し，付随的にカルボニル基の生成が観察された．ま

た，グルタチオンとのモデル反応 (pH 7.5, 37 ˚C) において生成した化合物の MS/MS及び NMR解

析によってCys残基のチオール基と safranalがMichael付加体を形成することが確認できた．Safranal

は，筋管細胞においても濃度依存的 (1–20 µM) に PTP1Bを阻害してインスリンシグナリングを活

性化するとともに GLUT4の細胞膜への移行を促進した．これらの結果から，サフラン及び safranal

は糖尿病を改善する新たな機能性食品，または治療薬として応用できる可能性が示唆された． 
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 葉緑体由来の酸化的シグナリングを介したストレス応答機構の解明  

 

○野志昌弘 1，問田英里 2，岩井佑真 2，丸田隆典 3，田茂井政宏 1,2，重岡成 1,2 

（1近畿大・農・バイオ，2近畿大院・農・バイオ，3島根大・生資科・生命工） 

 

【目的】活性酸素種（ROS）は酸素毒として作用する。一方で、シグナリング因子と

してストレス応答に関与することは周知の事実となってきた。さらに、近年のオミク

スデータの蓄積は、ROSの種類や生成部位に依存した複数の酸化的シグナリングの存

在を示唆しており、それぞれの経路の解明が急がれている。最近我々は、葉緑体由来

H2O2のシグナルとしての作用を明らかにするため、エストロゲン誘導型 RNAi法によ

るシロイヌナズナのチラコイド膜アスコルビン酸ペルオキシダーゼ（tAPX）の誘導抑

制系を構築した。本抑制系を用いたマイクロアレイ解析により、葉緑体由来の H2O2

に応答する候補遺伝子群として、774の Responsive to tAPX Silencing（RTS）遺伝子群

を同定することができた(Ｊ.B.C. 287, 11717-29, 2012)。そこで今回は、葉緑体由来の酸

化的シグナリングの生理機能および分子機構の包括的な解明を目指して、tAPX 誘導

抑制系を用いた生理学的解析および RTS遺伝子群の機能解析を行なった。 

【方法・結果】RTS遺伝子群には種々のストレス応答に関与する遺伝子が多く含まれ

ていたが、既知の ROS 応答のマーカー遺伝子がほとんど含まれていなかった。この

ことは葉緑体由来のH2O2は他のROSとは異なる経路を介してストレス応答に関与す

ることを示唆していた。tAPX を抑制させた植物は低温ストレスに高感受性を示し、

この現象は同ストレス応答のキーレギュレーター（CBFs）の発現抑制に起因していた。

また、tAPX 誘導抑制により耐病性ホルモンであるサリチル酸が増加し、それに伴い

病原菌応答性遺伝子群の誘導も生じた。さらに、tAPX の誘導抑制は強光応答性遺伝

子群の発現に正だけではなく、負の影響ももたらした。以上より、葉緑体由来の H2O2

は独自の経路を介して低温、強光および病原菌応答の制御に関与しており、その調節

には植物ホルモンとのクロストークが重要であることが明らかになった。 

さらに、RTS遺伝子群の包括的な機能解析のために、各々の遺伝子破壊株を用いた

光酸化的ストレス（パラコート処理）感受性試験を行なっている。その過程で、

PHOTOOXIDATIVE STRESS SENSITIVE 4（PSS4）および PSS7の植物特有の転写因

子を同定した。これらは、葉緑体由来の H2O2の下流において、種々のストレスやサ

リチル酸に対する応答を直接的に制御することが示唆された。 
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食品中の遊離アミノ酸の抽出検討及びデータベース化を目指した定量   
 

伊藤日向子 1，田中仁美 2，赤桐 里美 1，植野 洋志 1 
（1奈良女大院・人間文化・食物，2奈良女大・生環・食物） 

 
【目的】 遊離アミノ酸は食品・生体内でタンパク質を構成していないアミノ酸であ
る。γ-アミノ酪酸（GABA）のような非タンパク質性のアミノ酸からグルタミンなど
のタンパク質を構成するアミノ酸も食品・生体内では遊離アミノ酸として存在してい

る。遊離アミノ酸はそれぞれのアミノ酸ごとに異なる特徴を持ち、特に GABA は抗
ストレス効果，血圧上昇抑制作用などの機能性を発揮するアミノ酸成分として注目さ

れている。 
先行研究で果実中に GABA 成分が検出されたことをきっかけに、他の食品にも

GABA等の遊離アミノ酸が相当量含まれることが判明してきた。しかし食品のアミノ
酸データベースには遊離アミノ酸の値が必ずしも含まれていない。そこで遊離アミノ

酸の今後の発展に注目して、酸加水分解で破壊されるトリプトファン・グルタミン・

アスパラギンに加え、GABA・ヒドロキシプロリンを含めた遊離アミノ酸の組成を分
析したデータベースの構築をめざし、その過程で問題となる抽出溶媒による抽出効率

の検討として，様々な溶液を抽出溶媒として遊離アミノ酸の抽出効率を検討した。 
 
【方法】食品から緩衝液，界面活性剤，有機溶媒等の溶媒で遊離アミノ酸を抽出し、

4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan(NBD-F)によってアミノ酸を誘導体化し、超高速アミノ酸
分析機(HITACHI La Chrom Ultra)で各遊離アミノ酸の同定・定量を行った。
 
【結果】各種溶媒による食品中の遊離アミノ酸の抽出効率を比較・検討した結果、遊

離アミノ酸の量に大きな変化は見られず、遊離アミノ酸の分布もほとんど同じであっ

た。そこで、HPLCのカラムに大きな影響を与えにくいと考えられる緩衝液で食品の
遊離アミノ酸を抽出し、同定・定量を試みた。 
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○大向宏明，切畑光統，谷森紳治（阪府大院・生命環境）

 
【目的】(+)-Surugapyrone B(1)は、放線菌 Streptomyces sp. USF-6280 から単離さ

れた DPPH ラジカル捕捉活性物質である。また、同じ平面構造をもつ(-)-Phomapyrone

C がアブラナ科植物に寄生する黒脚病菌から単離されており、これらはエナンチオマ

ーの関係にあることが示唆されている。さらにその類縁体として(-)-Phomapyrone

B(2)が発見されている。しかし、いずれも側鎖の不斉炭素原子の立体構造が明らかに

されていない。そこで本研究では、入手容易な(S )-2-methyl-1-butanol(3)を出発物

質に用い、そのキラリティーを保持したまま(S )-1 および(S )-2 を合成し、天然物

と比旋光度の符号を比較し、それぞれの絶対立体構造を決

定することとした。さらに、様々な側鎖類縁体を合成し、

DPPH ラジカル捕捉活性評価を行った。

【方法と結果】まず、(S )-2-methyl-1-butanol(3)をジョーンズ試薬によって酸化し、

カルボン酸を得た後、フィッシャーエステル化によって、エステル 4 を得た。これに、

2-メチルアセト酢酸エチルから、2等量の強塩基により発生させたジアニオン体を反

応させ、縮合物を得た後、アルカリ加水分解によって、カリウム塩 5 を二段階で得た。

最後にカリウム塩に対し、トリフルオロ酢酸を用いて環化させ、目的物である(S )-1

を得た（全収率13％）。(S )-2 についても類似の方法によって合成した（全収率2.3％）。

合成した(S )-1 の比旋光度を測定したところ [α]23D +20.5 であった。Surugapyrone

B の比旋光度[α]
20

D +22.2 と符号が一致したことから、その側鎖不斉炭素原子の立体

配置は Sであることが決定された。また、合成した(S )-2 の比旋光度は[α]28D +18.7

であった。一方、(-)-Phomapyrone B の比旋光度は[α]
20

D -18.6 であり、符号が逆転

していることから、天然物の立体配置は Rであることが決定された。さらに、同様の

方法で様々な置換基をもつエステルを原料として用い、Surugapyrone B

の類縁体を合成した。Surugapyrone B 類縁体について吸光度計を用い、

DPPH ラジカル捕捉活性評価を行ったところ p-メトキシ体 6 が反応 48

時間後、63μM で 55％のラジカル捕捉活性を示した。

O

OH

O

O

6

O

OH

O

Surugapyrone B(1)

O O

OH

O

Phomapyrone B(2)

* *
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D環５位を選択的に修飾した procyanidin-B1～B4の立体選択的合成と  

その抗酸化活性  

 

〇岡本泰輔 1，東野雄祐 2，土井翔馬 1，岡本修平 1，石原沙也加 1，齊藤安貴子 1,2 

（1大阪電通大院・工，2大阪電通大・工） 

 

【目的】Proanthocyanidin は，お茶やカカオ等の嗜好品，大豆や小麦，古代米等の穀

物，リンゴ，ブドウ等の果物類，さらには，スギなどの樹木の樹皮などにも含まれ，

タンニンという名で呼ばれることもある．本研究は，proanthocyanidinの中で最も多く

自然界に存在する，(+)-catechinや(-)-epicatechinが 4-8位で縮合して 2量化した構造を

持つ procyanidin B1～B4について，位置選択的に修飾する検討を行う事で分子プロー

ブ化し，それを用いた化学生物学研究を進める事を目的としている．この化合物群は

様々な強い生物活性を有する事が報告されているが，詳細な活性発現機構は未だ不明

である．プローブ化により，生体内での挙動や代謝，さらには，植物体内での動態に

ついても研究が可能になると考えている． 

【方法と結果】我々は，これまでに(+)-catechin 2量体である procyanidin-B3の立体選

択的合成研究を行い，フェノール性水酸基を Bn保護した electrophileと TBS保護した

nucleophileを TMSOTf存在下縮合することで，完全に立体選択的に 2量体が生成し，

かつ，同時に D環 5位の TBS基を位置選択的に脱保護できることを見出した．本報

告では，(+)-catechin と(-)-epicatechin の 2 量体である procyanidin-B1, B4，および，

(-)-epicatechinの 2量体である procyanidin-B2にも本手法が適用可能であることを見出

したので報告する．この D環 5位の水酸基は，生物活性に影響が少ない部分であり，

プローブ化するための重要な足掛かりとなると考えている．さらに，修飾した 2量体

を用いて抗酸化活性を測定し，修飾する部分によってどのように活性が変化するかに

ついても報告する． 
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○支部参与会は，12時00分より学術交流会館小ホールにて開催します．
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