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Polyunsaturated fatty acids (PUFAs) are essential biomolecules that affect a variety of human biological 

functions. After ingestion, PUFAs are converted into numerous metabolites by enzymes in humans and/or 
microbiota. Recently, it has emerged that metabolites are involved in the suppression of diseases. However, 
the mechanism at the molecular level has not been elucidated sufficiently because of the lack of efficient 
synthetic methods. In this study, some methods have been investigated for solid-phase synthesis of PUFA 
metabolites. 
 
1. 緒言 

エイコサペンタエン酸（EPA）やドコサヘキサエン酸（DHA）に代表される多価不飽和脂肪酸は，ヒトの生理機能に様々

な影響を及ぼす必須脂肪酸の一群である．この分子群は，食物から摂取されると体内でヒトあるいは腸内細菌に由来する

酵素によって種々の代謝物へと変換される．近年，この多価不飽和脂肪酸の代謝物群が様々な生理作用を担うことが明ら

かになり，疾患治療や生命現象解明の観点から大いに注目を浴びている[1]．しかし，これらの化学合成法は乏しく，分子

レベルでの作用機構解明は十分に進んでいない．個々の分子に対する全合成研究がいくつか報告されているが，多価不飽

和脂肪酸の代謝物の種類は莫大な数に上るため，一つ一つを合成していくには途方も無い労力と時間がかかってしまう． 

本研究では，この問題を解決するため，多価不飽和脂肪酸代謝物を自在かつ簡便に合成する手法を確立することを目指

した．具体的な戦略として，ペプチドや核酸，糖鎖の合成において網羅的合成法として確立している固相合成法に注目し

した． 

 

2. 結果 

先行研究として，2004 年に Janda らによって報告されていたカンナビノイド類の固相合成法を参考にすることとした
[2]．一方，この手法は反応効率の低さや適応範囲の狭さが問題となり，そのまま脂肪酸代謝物の網羅的合成に適用するこ

とはできない（図 1）．具体的には，1) 官能基を導入できる位置・種類が限られている，2) 脂肪鎖伸長反応に長時間が

かかる，3) 脂肪鎖伸長反応で副反応が起こり収率が低下してしまう，4) アルキンの水素化還元を固相で行えず部分的

に液相合成を行う必要がある，の 4点である．このために合成できる分子は，単純な構造の多価不飽和脂肪酸とごく一部

の代謝物に限られ，近年注目を浴びる脂肪酸代謝物へ広く適用することができない．そこで，既存法の問題点を克服し，

多様な脂肪酸代謝物を合成できるように発展させていくことを目指して種々の反応条件検討を行なった． 

 

 
図 1. Junda らによるカンナビノイド類の部分的固相合成法 

O

O

Cl OH

CuI, NaI, K2CO3

DMF, r.t., 3 days O

O
OH

+ 5–10% undesired by-product

O

O
OH

n

OH

CuI, NaI, K2CO3

3 days × n

RO

O
OH

n

cleavage hydrogenation
RO

O
OH

n

in liquid-phase

1) CBr4, PPh3

2)

Problem:
1) narrow scope
2) time-comsuming process
3) side-reaction
4) partial solid-phase synthesis

Junda et al. (2004)

多価不飽和脂肪酸代謝物の自在合成法の開発と応用

*齋　藤　雄　太　朗*

Development and Application of Rapidly Diverse Synthesis  
toward Polyunsaturated Fatty Acid Metabolites

*Yutaro SAITO*

 Polyunsaturated fatty acids (PUFAs) are essential biomolecules that affect a variety of human biologi-
cal functions. After ingestion, PUFAs are converted into numerous metabolites by enzymes in humans 
and/or microbiota. Recently, it has emerged that metabolites are involved in the suppression of diseases. 
However, the mechanism at the molecular level has not been elucidated sufficiently because of the lack of 
efficient synthetic methods. In this study, some methods have been investigated for solid-phase synthesis 
of PUFA metabolites.

図１　Jundaらによるカンナビノイド類の部分的固相合成法．
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まず，課題 1を解決するために担体の選定を行なった．Janda らの報告では，ベンジルエステルをリンカー部位にした

Wang resin が用いられていたが，合成した化合物を担体から切り出す際に強酸やルイス酸およびアミンなどの過激な反

応条件が必要になる．そこで，温和な条件で切り出せるトリチルリンカー型 resin を採用することとした．中でも一般的

に用いられ，トリチル基よりも安定性が向上している 2-Cl-trityl resin (CTC-resin) を採用した（図 2a）．課題 2に関

しては，種々の条件を最適化することで，従来は 3日間という長時間が必要であった脂肪鎖の伸長反応をわずか 30分で

完結できる反応条件を見出した（図 2b）．さらに伸長剤として 3-(trimethylsilyl)propargyl bromideを用いることで収

率を低下させる要因であった副反応（SN2′反応）を大幅に抑制することに成功し，課題 3 を克服することができた（図

2c）．最後に課題 4を克服するために Z-選択的なアルキンの水素化半還元反応を用いて，多価不飽和脂肪酸を固相上で合

成することに成功した（図 2d）． 

 
図 2. 本研究成果の概要 

 

3. まとめ 

本研究では，多価不飽和脂肪酸およびその代謝物の自在合成法の確立および応用を目指し，固相合成達成のための各種

反応の探索および開発を行なった．その結果，既存の方法と比較し格段に合成時間を短縮することができ，高い収率が得

られる反応条件を見出すことに成功した．さらに先行研究では部分的固相合成しか達成されていなかったが，固相上で全

ての反応を完結できる完全固相合成の道を拓いた．本成果は，現在論文投稿に向け準備中である．今後は各反応の最適化

を行って実用性を高めるとともに，生理活性脂肪酸の合成へと応用していく． 
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図２　本研究成果の概要．
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