
　ツーソンにあるアリゾナ大学の化学・生化学部門の教授および部門長
を務めている．これまでの 30年間の研究は，真核細胞におけるシグナ
ル伝達の調節機構に関するものである．おもにがん（白血病と前立腺
がん）や喘息といったヒト疾患モデルにおけるステロイドホルモンシ
グナル伝達を研究してきた．最近では，デング熱ウイルスやジカウイ
ルス（Aedes aegypti）を伝達する蚊が摂取した血液の代謝調節について
研究している．現在は蚊の卵殻の生合成経路の阻害剤の開発に注力し
ており，蚊特異的かつ生物学的に安全な小分子阻害剤の同定を目指し
ている．
　長年にわたってさまざまな学部，大学院，医学部で生化学を教えて
おり，現在はアリゾナ大学で最も大きな学部生向けの生化学コースを
担当している．本書のほかに 2冊の教科書，“Applied Molecular Genetics”
と“Biochemistry：A Short Course”を執筆し，アリゾナ大学 Honors 

College Faculty Excellence Awardを受賞している．
　サンディエゴ州立大学で細胞生物学の学士号と修士号を取得し， 
ストーニーブルック大学で生化学の博士号を取得した．カリフォルニ
ア大学サンフランシスコ校の生化学・生物物理学部門での Jane Coffin 

Childsポスドク研究員を経て，1987年にアリゾナ大学で教員となった．

　カリフォルニア大学ロサンゼルス校の微生物学・免疫学・分子遺伝学
の教授を務めている．タンパク質生化学者および構造生物学者として
広く研鑽を積み，おもに微生物における金属イオンの動態に関する研
究を行っている．金属イオンが必要に応じてどのように獲得され，余
剰のときにはどのように除去されているかという普遍的な現象に興味
をもっている．特にタンパク質間の相互作用や立体構造のコンホメー
ション変化に関する研究や，金属イオンがタンパク質によって特異的
に認識される機序に関する研究を行っている．
　これまで生化学専攻の学部生のみならず，専攻外の学部生やいわゆ
る優等生クラス（honors students）の生化学の講義も担当してきた．
Miesfeldとともに，アリゾナ大学の専攻外の生化学講義も長年教えて
きた．
　カリフォルニア大学サンタクルーズ校で生化学・分子生物学の学士号
を取得し，オレゴン大学で化学の博士号を取得した．アリゾナ大学で
生化学・分子生物学部門の助教としてキャリアをスタートし，その後，
化学・生化学部門の准教授を経て現職に就任した．
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ま え が き

　15年以上前のある晴れた日の午後，W.W. Norton社の編集者 Jack Repcheckがアリゾナ州ツー
ソンの Roger Miesfeldの研究室にひょっこり現れた．“Miesfeld先生，お書きになった『分子遺
伝学』と同じスタイルで生化学の教科書も執筆しませんか？”これがこの教科書づくりの始ま 

りとなった．Jackは，Rogerが執筆した分子遺伝学の新しい教科書を本屋で見つけ，そのイラス
トに感動していたのである．この運命的な出会いをきっかけに話が始まり，事実の暗記よりも， 
生化学がどのように私たちを取巻く世界に関係しているかに焦点を当てた教科書をつくることに
なった．2011年，アリゾナ大学の Rogerの隣の研究室のMegan McEvoyも，生化学教育をより
良くする教科書をつくりたいとの思いから参画することになった．彼女も Rogerと共に生化学
コースを受け持つ教員だった．ちょっとしたお願いから始まったこのプロジェクトは，数十年ぶ
りに真に新しいといえる生化学の教科書の誕生に結びついたのである．
　これまで，私たち（RogerとMegan）は学部学生，大学院生，医学部生を対象に，ほぼ 40年
にわたって生化学を教えてきた．それはとても楽しい時間だったが，同時にあることに気づいて
いた．ほとんどの学生が内心思っているきわめて率直な疑問“なぜ私は生化学を学ばないといけ
ないのか？”に対して，生化学の教科書はきちんと答えていなかったのである．そこで，私たち
の講義では，生化学がどのように機能して，生化学がなぜ大切なのかというきわめて基本的な問
題に関連する多くのストーリーをつくり上げてきた．詳細を埋めるためには既存の教科書を使っ
たが，講義ではもっと大きな全体像を学生に伝えるようにした．この間にインターネットが普及
し，代謝経路の酵素の名前や，自由エネルギー変化の計算式を探し出すことは実に簡単なことと
なった．
　しかし，個々の情報の断片を簡単に取得し，単純に記憶できるようにはなったが，必要なこと
はそのような情報の断片を包括する考え方である．それは，酵素のアロステリック制御，代謝流
量の速度，転写因子複合体形成における弱い非共有結合の重要性などを完全に理解するうえで必
須である．私たちは受講生に質問をして，生化学の個々の反応過程，特に概念的に難しいと思わ
れる過程について，それがどのように機能して，なぜ重要なのかを説明させている．たとえば，
ある酵素を阻害する抗がん剤，細胞内のシグナル伝達の活性化や血糖値の制御に関わる外部刺
激，遺伝子発現レベルを測定する生化学的分析方法などについて説明させるのである．どのよう
に働くかという問いに答えるためには，学生は生化学的背景を簡潔かつ明快に説明できなければ
ならず，なぜ重要かという問いに答えるためには，生化学を実生活に結びつけなければならな
い．
　このような“どのように？”“なぜ？”の質問例を何年にもわたって集めた結果，生化学の教
科書が提供すべきは次の三つの主題についての基本概念であることが明確になった．1）エネル
ギー変換過程の相互依存性，2）代謝制御におけるシグナル伝達の役割，3）人間の健康と病気に
関わる生化学的過程である．どの主題についても教育的に重要な基本は，“分子構造が化学的機
能を決定づける”ということである．この教科書の概要を組立てる際には，けっして自動車の取
扱説明書のようにしないことを心がけた．すなわち，すべての部品（つまりタンパク質，脂質，
糖質，核酸）をまずリストアップし，次にそれらの集合体としての自動車の機能（代謝経路）を
体系的に（容易に記憶できるように）説明するということはしなかった．
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　その代わりに私たちがとった方法はこうだ．まず教科書全体を五つのコアとなるブロック
（部）に分け，それぞれをモジュール（章）で編成し，さらにそれらが概念に基づいたサブモ
ジュール（章内の番号付きの節）と，焦点を絞ったいくつかの番号なしの項からなるようにし
た．五つのコアブロックは，第Ⅰ部 生化学の基本則（1～3章），第Ⅱ部 タンパク質の生化学
（4～8章），第Ⅲ部 エネルギー変換経路（9～12章），第Ⅳ部 代謝の制御（13～19章），第Ⅴ部 遺
伝の制御（20～23章）である．この構成によって，学生はまず関連した概念をひととおり学習
し，そのうえで次のテーマに進むようになる．たとえば，タンパク質の構造と機能の理解に必要
なこと（タンパク質がどのようにして酵素やシグナル伝達因子として機能できるかなど）は第Ⅱ
部で紹介する．第Ⅳ部では，糖質の構造と機能（13章）と糖質代謝（14章）をセットとして，
脂質の構造と機能（15章）と脂質代謝（16章）をセットとして取扱う．窒素含有生体分子の構
造と代謝はまとめて 17章（アミノ酸代謝）と 18章（核酸代謝）で取扱う．
　この教科書づくりのはじめから，図こそが最も重要な部分であるという認識で取組んだ．実
際，W.W.Norton社がつくる素晴らしい図版が Rogerの心をとらえたのである．そこで，私たち
は各章の執筆にあたり，30～40の手書きのイラストやウェブ画像，Protein Data Bank（PBD）
に基づく分子構造，人物や場所や物の写真を集めることから始めた．各章の冒頭では，話題を広
くとり読者をその章で扱う概念に導くことを試みた．できる限り日常的な生化学の実例をストー
リーに仕立て，私たちの生活に関連づけるような機会を提供したつもりである．私たちの講義で
も，身のまわりの生化学の実例を考えることで，生化学を細かな暗記科目ではなく，より身につ
いたものにできると伝えている．これらの実例をあげることによって生化学を学ぶことの知的興
奮を覚えると，学生はより難しい概念に出会ったときにも，きっと実生活に関係あるだろうと
思って積極的に取組むことだろう．
　この教科書の化学的枠組み（これはしばしば細胞レベルに踏む込む）を使えば，私たちの世界
がもつ生物多様性の美しさを学生に伝えることができるだろう．私たちが授業でやっているよう
に第Ⅰ部から第Ⅴ部まで順を追ってもよいし，教えやすいように入替えてもらってもよい．同様
に，学生もこの本を最初から最後まで読む必要はなく，生化学の参考書として章ごとにつまみ読
みしてもらっても構わない．
　最後に，身のまわりで生化学に関わる新しい例をぜひご自身でも探してみてください．もし見
つかったら，次の改訂版に向けたコレクションに加えたいので，私たちに詳細を送ってください．

Roger L. Miesfeld
Megan M. McEvoy



　生化学の教科書は細かすぎるとの批判が多い．正直に白状すれば，生化学の教授で，生化学の
教科書に書かれている詳細な内容をすべて記憶している人はほとんどいないであろう．それにも
かかわらず，学生はなぜ生化学を学ばなくてはいけないのか．なぜ生化学の教科書を買わなけれ
ばいけないのか．それは，そこに書かれている詳細を暗記するためではなく，生化学的なものの
考え方を理解するためである．細かいことは，その都度教科書を見ればよい．しかし，生化学的
な考え方はすぐには身につくものではない．まして，細かいことを記憶するだけでは身につかない．
　東京化学同人から本書の原書を紹介いただいたとき，研究者の顔写真，実験ノート，身のまわ
りの写真などが豊富に使われているのが目についた．実は，写真を見るまで，女性か男性かすら
認識していなかった研究者もいた．図も多く，全体に統一感があった．この教科書は翻訳するに
値するかもしれないと思った．しかし，すでに優れた生化学の教科書が多数あるなかで新しい教
科書がさらに必要かどうか，これからのグローバルな時代に向けてまだ“翻訳本”が必要かどう
かとも思った．そこで，本をお借りして数章読んだ結果，やはり翻訳に値する教科書であると確
信し，監訳をお引受けすることにした．
　この教科書の特徴は，“これまでにわかったこと”が書いてあるのではなく，“伝えたいこと”
が書いてある点である．多くの教科書には，“こんなに細かいことまで必要か？”とつい思って
しまう記述も少なくない．解明されたから書かれているのだろうが，生化学の黎明期に解明され
たことが，今も変わらぬ重みをもっているとは限らない．学ぶ側にしてみれば，現在の生命科学
のなかで必要なことが何かを知りたいはずである．その点この教科書では，何を伝えるべきか 

というゴールが定められていて，そこに向かって説明が進んでいる．“読める教科書”である 

といってもよい．生化学的な考え方，あるいはもっと広い生命科学の考え方がここには書かれて 

いる．
　本書には，PDB（Protein Data Bank）ファイルに基づいた本物の分子構造がふんだんに掲載さ
れている．それこそ，そんな細かい構造は知る必要がないと思われるかもしれない．そのとお
り．そのような構造を記憶する必要はない．しかし，文章や模式図だけで説明するのと，実際 

の構造を見せながら説明するのとでは説得力が違う．具体的なデータに基づいて物語ってくれ 

るので，生体がこのような分子の生化学的働きによって成り立っていることを体感できるだろ
う．本書に多数ある分子構造モデルは，あくまでも生化学的概念を理解するためのツールなので
ある．
　本書に散りばめられている歴史的な写真，発見者の顔写真，科学者一族や系譜の話，生

なま

の実験
データは，私たちが生命科学の発展の流れの中に位置していることを教えてくれる．生命科学は
完結した物語でないからこそ，そこにある流れを知ることには単に知識を増やすという以上の意
味があるはずである．その流れをさらに前に推し進めることに本書が役立てば，それは願っても
ないことである．
　最後に，貴重な研究時間を割いて本書を翻訳いただいた翻訳責任者・翻訳者の先生方に厚く御
礼申し上げる．特に翻訳責任者の方々には，自身の担当章のほかに，専門の数章について翻訳者
選定から校閲などにご尽力いただいた．監訳者は全章を通読して見直し，章間の調整や用語の 

監訳者まえがき
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統一，小文字部分（“日本語版の読み方・使い方”を参照）の指定などを行ったが，まだ不備があろ
うかと思う．お気づきのことがあればご指摘いただければ幸いである．また，高い専門的知識 

をもって本書を編集いただいた東京化学同人の井野未央子氏，渡邉真央氏，内藤みどり氏，池尾
久美子氏に感謝申し上げる．

　　2020年 9月

 水　 島　　 昇
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図がすべての章の基礎となる唯一の教科書
　この教科書のすべての図は，私たちが生化学の講義で
使っているものをもとにしている．各章を執筆するにあ
たり，まず，本書に含めたいと思う図を作ることから始
め，次にその図に合うように文章を書き進めた．その結
果，図と文章を分かつことができないほど一体化した教
科書となり，生化学的過程や構造がどのように機能して
いるかが理解しやすいようになっている．具体的には以
下のとおりである．

● �主要な図によって生化学が理解しやすくなるようにし
た．たとえば，第 9章の図 9・3は基本的な代謝マッ
プで，細胞内の主要な生体分子と代謝経路の相互関係
を表したものである．この詳細な図を下敷にして，図
9・4や第Ⅲ部と第Ⅳ部ではより簡略化した代謝マップ
を使い，各経路をエネルギー変換に関連するもの
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（赤）と代謝産物の合成と分解経路に関連するもの
（青）の二つのグループにわかりやすく分けた．

● �数百の美しく，正確で，情報に富んだ分子立体構造の
図を含めた（例：図 8・20）．
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本 書 の 特 徴
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細胞膜
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GαとGβγの間に形
成される複合体は，
他のタンパク質と
の相互作用を防い
でいる

図 8・20
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● �図中の点線で囲んだ説明文，番号づけした反応段階，
模式図を豊富に用いながら複雑な生化学的過程を理解
しやすいように説明した．図 7・35はこの方法の教育
的価値を示す好例である．四つの段階からなる反応を
番号づけし，説明を加えた図を提示しつつ，本文で詳
しく解説している．

明確な説明と特徴的な章構成によって
 概念間のつながりを容易に理解できる
　本書の章構成は重要な生化学過程間の連携を明確に
し，学生が単に暗記するだけではなく，生化学がどのよ
うに機能しているかを理解できるようになっている．

● �第Ⅰ部では必須な統合的概念を解説し，それらはひき
続く章と絡み合っている．1）生化学を構成する階層
的な全体像，2）生体系におけるエネルギー変換，3）
生命活動における水の化学的役割，4）疎水性バリアー
（障壁）としての細胞膜の機能，5）生化学的視点によ
る分子生物学のセントラルドグマ．

● �第Ⅱ部ではタンパク質の構造と機能の章の礎石とし
て，シグナル伝達（第 8章）を例に，タンパク質がど
のように機能して細胞の生化学過程を制御しているか
を紹介する．

1 チオエステルの還元

4 アルデヒドの還元

2 補酵素の交換

3 へミチオアセタールの分解
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● �第Ⅲ部と第Ⅳ部をとおして，エネルギー変換の重要性
を強調する．これは他のすべての代謝経路の基礎とな
るものであり，酵素による代謝流量の調節を主題とす
る．第Ⅲ部でエネルギー変換に関わる経路を紹介して
から，第Ⅳ部で分解と生合成経路について解説する．
それによって，複雑な反応過程と概念間のつながりが
より明確に理解できるようになる．

● �第Ⅳ部では，代謝経路における生体分子，すなわち糖
質，脂質，アミノ酸，および核酸の構造と機能を紹介
する．この統合されたアプローチは，生化学的構造を
細胞機能と関連づけ，より深い理解を促す．

● �第Ⅲ部と第Ⅳ部では，学生を重要な概念の理解から遠
ざけてしまう各反応の百科事典的リストを提示するの
ではなく，10の主要な（代表的といってよい）代謝経
路の制御について解説する．特に，これらの代謝経路
に関係するヒトの疾患について解説する．

実例と医学に関する例を用いた動機づけで，
 生化学を学ぶことと日常生活を関連づける
　学生は，きっかけを与えれば，学んだ生化学の知識を
医学や実生活の例に結びつけて考えることができる．本
書では一貫して，生化学がなぜ大切であるかを示す例を
用い，重要な生化学的概念を強化した．

● �各章の冒頭で，その章の主題に関連した生化学的応用
について紹介する．すなわち，学生がその背景にある
生化学的知識を学んだ後に，改めて学生にその応用例
について考えさせるようにした．たとえば，第 22章
の“イントロコラム”では，かつては実験室で培養す
ることが不可能であった土壌細菌を，斬新な方法の開
発によって研究ができるようになり，それがどのよう
に新しい抗生物質の発見につながったかを紹介してい
る．第 13章では別の応用例として，Beanoという市
販薬の背景にある生化学を視覚的に紹介した．

● �自然界での実例は，化学構造（タンパク質，脂質，糖
質，核酸）がどのように生物学的機能に影響するかを
理解するのに役立ち，生化学の授業で私たち教師が強
調したい重要なメッセージでもある．極寒の地で生育
する魚や昆虫の不凍タンパク質に関する第 2章のイン
トロコラムでの議論はその好例である．タンパク質中
のトレオニン残基が氷の結晶の上に並び，動物内で氷
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の結晶が成長するのを防止するのである．
● �人間の健康に関する実例，特に病気についての議論を
本文中にちりばめた．これらは，医学やその他の医療
関連でのキャリアを目指す学生にとって特に重要であ
る．第 21章での網膜色素変性症とよばれる網膜の変
性疾患に関する記述はそのよい例である．この疾患が
RNAスプライシング機構の欠陥によってひき起こされ
ることは，ほとんどの疾患が酵素欠損によるものだと
考えている学生にとって驚きとなる．

生化学的概念の習得を促進する工夫
　教科書によくある無数のコラムや補足説明は，本文の
内容から気をそらし，そのうえ学生には滅多に読まれな
い．したがって，この本はきれいで整然としたレイアウ

タンパク質合成，翻訳後修飾と輸送

　現代社会における抗生物質の過剰使用は，既存の抗生物質すべてに耐性のある“スーパーバグ”の出
現をもたらしている．現在使用されている主要な抗生物質は，作用機序からペニシリンやメチシリン
（第 13章）などの細胞壁合成を阻害するものと，タンパク質合成を阻害するものの二つに分けられる．
後者の例として，ストレプトマイシンは細菌の 30Sリボソームサブユニットの構造を変化させること
で，mRNAの誤読（翻訳間違い）をひき起こす．また，クロラムフェニコールは 50Sリボソームサブ
ユニットに結合しペプチド結合形成反応を阻害する．この章では，タンパク質合成を阻害するこれらの
抗生物質について説明する．既存の抗生物質に化学修飾を導入しても，革新的な抗生物質を生み出す可
能性は低い．また，新しい誘導体への耐性菌の出現も避けがたい．まったく新規の抗生物質を発見する
ための別のアプローチは土壌から未知の微生物を探索することである．土壌中には今まで一度も解析さ
れていない化合物を分泌している微生物がいて，たとえば黄色ブドウ球菌を殺してくれるかもしれな
い．未知の土壌微生物を求めて科学者はアイスランド沖合の火山噴出口や最果てのジャングルにも足を
運んできた．しかし新しい培養方法を開発すれば，自宅の裏庭からさえ次世代の抗生物質が発見される
かもしれない．

イントロコラム  土壌に眠る未知の抗生物質

新規抗生物質は，抗生物質耐性菌感染症の治療に必要不可欠
である．未解析の土壌細菌はその豊富な供給源となりうる．

▲天然の細菌のうち，99％はまだ培養に成功していないと見積もられている．
これらのなかには新規の抗生物質を合成し，分泌できるものがたくさんいるだ
ろう．最近発見された新規の抗生物質のテキソバクチン（teixobactin）は，
従来の実験条件下では増殖できない土壌細菌から単離されたものである．テキ
ソバクチンは試験管内でも生体内でも黄色ブドウ球菌（Staphylococcus aureus）
や結核菌（Mycobacterium tuberculosis）の細胞壁の合成を阻害し，それに
対する耐性は検出されていない．

試料は，直接土壌からまた
は植物の一部や残骸から得
ることができる

研究室で細菌を培養
するのは困難なこと
が多い
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トになっている．
● �各節の最後に Boxとして，そこで学んだ概念を振り返
る問題とその解答がある．これは，学んだ内容を批判
的に考え，きちんと意味をもった概念を習得するのに
役立つ．

● �翻訳書では，初学者には詳細すぎると思われる箇所を
以下のように小さな文字で示し，学習段階に応じて読
めるようにした（次ページの“日本語版の使い方・ 

読み方”を参照）．
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本章のまとめ

14・1　ペントースリン酸経路
●ペントースリン酸経路の最も重要な機能は，グルコース 6–リ
ン酸 1分子当たり 2分子の NADP＋を還元することと，ヌクレ
オチドや補酵素の合成に必要なリボース 5 –リン酸を生成する
ことである．
The most important functions of the pentose phosphate pathway are 
to reduce two molecules of NADP＋ to NADPH for each molecule of 
glucose 6-phosphate and to generate ribose 5-phosphate for nucleotide 
and coenzyme biosynthesis.

● NADPHは同化経路や活性酸素種を中和する解毒反応において

強力な還元剤として機能する．NAD＋はおもに異化経路の酸化
剤として利用される．
NADPH functions as a strong reductant in anabolic pathways and in 
detoxifi cation reactions that neutralize reactive oxygen species. 
NAD＋ is primarily used as an oxidant in catabolic pathways.

●ペントースリン酸経路は，NADPHを生成する酸化段階と，ト
ランスケトラーゼとトランスアルドラーゼを使いグルコース 
6–リン酸を生成するため糖リン酸の相互変換を行う非酸化段
階に分けられる．
The pentose phosphate pathway is divided into the oxidative phase, 

（a） （b）

John Crowley William Can�eld CrowleyとCan�eldの
共同研究は“Extraor- 
dinary Measures”に
描かれた

治療前ではリソソームにグリコー
ゲンが過剰に存在している

（1 4）グルコシダーゼによる治療
後はグリコーゲンが減少している

図14・47　組換えリソソームα（1→4）グルコシダーゼタンパク質を使った酵素補充療法はポンペ病の治療に効を奏している．（a）治療前
（左）と 52週間治療の後（右）の筋生検．左の写真で紫に濃く染まっている物質が，リソソーム内の過剰グリコーゲンである．［B. L. 

Thurberg et al.（2006）．Laborator y investigation, 86, 1208–1220. DOI：10.1038/Labinvest. 3700484，Published online 30 October 2006.著者
の許諾を得て転載］（b）ポンペ病の治療法を見いだしたWilliam Canfi eld博士と John Crowleyの共同研究は，2010年の映画
“Extraordinary Measures”（邦題“小さな命が呼ぶとき”）に描かれた．［J. Crowley：Allstar Picture Library/Alamy, W. Canfi eld：Cytovance 

Biologicsのご厚意による，Extraordinary Measures：CBS Films/Everett Collectionのご厚意による］

　筋グリコーゲンホスホリラーゼは，細胞内のエネルギー
不足の表れである AMPによってアロステリックに制御さ
れている．高濃度の AMPは，グリコーゲン分解の必要
性，そして筋収縮維持のための ATP産生に基質となるグ
ルコースを供給する必要性を示すものである．ATPとグル
コース 6–リン酸の両者は筋グリコーゲンホスホリラーゼ
活性のアロステリック阻害物質であり，グリコーゲン分解
を行わなくても化学エネルギーを供給できる状況であると
いうシグナルになっている．アロステリック制御活性化お
よび不活性化のどちらのタイプかにかかわらず，AMPや
ATP，グルコース 6 –リン酸の急な変化に応答して，秒の
時間スケールで直ちに行われる．代謝産物によるアロステ
リック制御は，筋細胞における即座のエネルギー需要に対
応してグリコーゲン分解速度を調節するのに非常に効率的

な手段となる．対照的に，グルカゴンやアドレナリンによ
る筋グリコーゲンホスホリラーゼ活性のホルモン性の制御
はもう少し時間のかかる応答であり（数時間の時間スケー
ルで起こる），身体全体のレベルでの神経性入力や生理的
入力の後，酵素がリン酸化され活性化されることになる．
同様に，脱リン酸化により筋グリコーゲンホスホリラーゼ
活性を阻害するインスリンのシグナル伝達も全身レベルで
起こるような時間のかかる応答であり，多数の生理的入力
に依存している．まとめると，筋グリコーゲンホスホリ
ラーゼ活性のアロステリック制御は筋肉のグルコース量を
調節する迅速応答の制御機構であり，一方，ホルモンによ
るシグナル伝達は身体全体からの多数の刺激による入力を
必要とし，共有結合修飾を介して酵素活性に対して長期的
な効果をもたらすものである．

Box 14・3
筋グリコーゲンホスホリラーゼ活性は，代謝産物によるアロステリック制御とホルモン依存性のリ
ン酸化の両方によって制御される．これが生理的に理にかなっているのはなぜだろうか？

16．脂 質 代 謝638

CO2からマロニル CoAがひとたび生成されると，以降の
反応は脂肪酸合成酵素とよばれる単一の多機能酵素によっ
て触媒され，アシル基輸送タンパク質（acyl carrier protein，
ACP）を炭化水素アンカーとして使う．最後に，脂肪酸分
解の律速段階がミトコンドリアマトリックスへのカルニチ
ン依存的な輸送であるのに対し，脂肪酸合成の律速段階は
反応サイクルの基質であるマロニル CoAの生成である．
　脂肪酸合成は脂肪酸合成酵素による周回反応によって成
し遂げられ，サイクルが 1周回るごとに 2個の炭素が付加
し，脂肪酸鎖を伸長する．アセチル CoAは，脂肪酸合成
の最初のサイクルで合成を始める基質として直接使われる
が，後のすべてのサイクルは，マロニル CoAから脂肪酸
鎖を伸長させる 2個の炭素を引き出す．この活性化された
基質（マロニル CoA）は律速酵素であるアセチル CoAカ
ルボキシラーゼによって生成され，これは，ピルビン酸カ
ルボキシラーゼと同様にビオチン依存性酵素である．図
16・19に示すように，アセチル CoAカルボキシラーゼは
三つの活性をもち，ビオチンカルボキシラーゼ，ビオチン

運搬体，カルボキシトランスフェラーゼとして機能する．
原核生物のアセチル CoAカルボキシラーゼは多数のサブ
ユニットからなるタンパク質複合体の中にこの三つの機能
が含まれているのに対し，真核生物のアセチル CoAカル
ボキシラーゼは脂肪酸合成酵素と同様に，単一の多機能性
タンパク質が三つすべての機能を担う．

　アセチル CoAカルボキシラーゼの反応の第一段階は，
マロニル CoAの生成である．この反応は，ビオチンカル
ボキシラーゼの活性部位が ATP依存的な反応を触媒する
ことで始まる．この ATP依存的反応において，炭酸水素
イオン HCO3

－がカルボキシリン酸塩の生成に用いられ，
ついでカルボキシリン酸は脱リン酸化されてカルボキシビ
オチンの生成を促す．カルボキシビオチンの腕はビオチン
運搬ドメインのリシン残基に結合する．カルボキシビオチ
ンがいったん形成されると，酵素内でカルボキシトランス
フェラーゼの活性部位に向かって 7Å移動する．この反応
の第二段階で，カルボキシビオチンのカルボキシ基がアセ
チル CoAに結合し，反応生成物であるマロニル CoAが生

・ACP依存的
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・二つの酵素
・マロニルCoA合成が律速

 段階

・CoA依存的
・ FAD/NAD＋依存的
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   律速段階
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図 16・18　真核生物において，脂肪酸の分解および合成の経路は基質と生成物について相
補的であるが，この二つの経路には無駄に回るのを回避するための重要な違いがある．



1．文字の大きさ
　本文では二つの大きさの文字を用いた（p.ix参照）．
●大きな文字：大学低学年で初めて生化学を習う学生向け
●小さな文字： 大学高学年で卒業研究を行う学生や，大学

院生，研究者向け

　訳者まえがきで，本書は考え方を伝える“読める教科
書”であると述べたが，それでも，初学者には詳細すぎ
ると思われる箇所がある．これは，大学高学年の学生や
あるいは大学院生には必要かもしれないが，大学低学年
の学生にはむしろ障壁となってしまう可能性がある．そ
こで，この翻訳書では，そのような箇所は小さい文字を
使って区別した．初めて学習する際には，小文字部分は
読み飛ばしていただいてもかまわない．文字の大小は，
あくまでも学習段階としての目安であり，重要性を表し
ているわけではない．たとえば，随所に挿入されている
身近な例や発見にまつわる物語は，最低限の生化学知識
習得のためには不要かもしれない．しかし，初学者が生
化学を楽しみながら理解するのには有益なので，そのよ
うな箇所は大文字のまま残してある．
　一方で，酵素の活性中心で起こる詳細な化学反応や，
副次的な生化学的経路など，必ずしも初回学習時に理解
しなくてもよいような部分は小文字にした．しかし，しか
るべきタイミングでそのような詳細事項も読んでもらえる
と，かえって大枠の理解の近道になる場合もあるだろう．
著者らはあくまでも大きな理解を意識しており，読者を
置き去りにすることはない．また，小文字部分には多く
の生化学的“美しさ”が記載されている．有名な古生物
学者スティーヴン・ジェイ・グールドが“自然界の美は
細部に宿る”と語ったように（“ワンダフル・ライフ”より）．

2．立体構造ファイルの見方
　本書の立体構造の図の注釈には必ず“PDB番号”が
付記されている．これは，Protein Data Bankという公共
のタンパク質構造データベースの ID番号である．PDB

のウェブサイト（https：//www.rcsb.org/）で，たとえば
“1BNA”と入力して検索すれば，本書の図 3・3にある
DNA二重らせんの構造をみることができる．マウスを
使って回転させれば好きな角度から眺めることもできる
し，表示形式を球棒モデルや空間充塡モデルなどに変更
することもできる．また，PyMOLというフリーソフト

（https：//pymol.org/2/）をダウンロードすれば，より詳
細な 3Dでのイメージ解析ができる．

3．各章のまとめの日英対訳
　これからの科学の高等教育では，日本でも英語が主流
になっていくであろう．日本人の学生や研究者の英語リ
テラシーは低いとされるが，その一因が優れた翻訳書の
存在であるとしたら皮肉である．しかし，母国語で考え
ることのメリットもあるので，日本語と英語の両方で学
習するのがおそらくベストなのであろう．本書もできれ
ば完全対訳としたかったが，本の厚さを考えて叶わな
かった．そこで，せめてもということで，各章のまとめ
だけは日英対訳とした．ここは内容が簡潔に記載されて
いて，英語もわかりやすい．初学者であっても理解でき
ると思うので，是非ここの英語を読んでいただきたい．
生化学を英語で読むことがそれほど難しくないことに気
づかれると思う．そうなれば，本書の原書や他の洋書に
挑戦することを勧めたい．

4．英語の読み方
　本書では，人名は外国語表記のままとした．化合物
名，酵素名などは，日本語として定着しているものを除
いて，カタカナ表記にした．読み方は，日本化学会の化
合物命名法字訳基準表（欧つづりを発音と関係なく機械的
にカタカナに置き換える対応表．文部科学省学術用語集も

これを採用）に従って統一した．しかし，それらのほと
んどは英語では発音が大きく異なる．たとえば kinase

は“キナーゼ”と表記したが，英語で読めば“カイネイ
ス”に近い．日本人研究者が英語で話すのが苦手な一因
はここにもある．そうかといって，これらをすべて英語
読みのカタカナ表記にするのは一般的ではなく，かえっ
て英語らしい英語を発音する障害にもなりかねない．そ
こで，本書では，代表的な生化学用語の字訳カタカナ表
記と英語読みの発音を比較した表を用意した．英語の発
音記号に加えて，英語の発音に近いカタカナも記載し
た．アクセントの位置も示したが，これは英語の発音で
は特に重要となる．これらのカタカナ表記は決して一般
的ではないが，字訳カタカナ表記と大きく異なることが
おわかりいただけると思う．ある程度の傾向を読み取っ
ていただければ，表にない用語の英語発音も推測できる
ようになるであろう．

日本語版の使い方・読み方
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本書のおもなカタカナ用語の英語発音表〔†1 発音記号はランダムハウス英語辞典（小学館）の
おもに米語表記に従った．†2 赤字はアクセント〕

英　語
　［英語発音記号］

本書での表記
英語の発音に近いカタカナ例

細　胞

mitochondria ミトコンドリア
ªm{itck^ndricº マイタカンドゥリア

lysosome リソソーム
ªl[iscs?umº ライサソウム

peroxisome ペルオキシソーム
ªpcr^kscs?umº パラクサソウム

cytosol サイトゾル
ªs[itcs∞;lº サイタソール

ribosome リボソーム
ªr[ibcs?umº ライバソウム

thylakoid チラコイド
ª†[ilck∞idº サイラコイドゥ

bacteriophage バクテリオファージ
ªb1kt]Cricf"idßº バクティァリァフェイジ

核　酸

genome ゲノム
ªdß];noumº ジーノウム

helix ヘリックス
ªh];liksº ヒーリクス

nucleotide ヌクレオチド
ªnJ\;klict{idº ニュークリァタイドゥ

nucleoside ヌクレオシド
ªnJ\;klics{idº ニュークリァサイドゥ

purine プリン
ªpj\Cri;nº ピューァリーン

pyrimidine ピリミジン
ªpair]mcd};n_pir]mcd};nº パイリマディーン/ピリマディー

ン
adenine アデニン

ª!dCninº アダニン
guanine グアニン

ªgw^;ni;nº グヮーニーン
cytosine シトシン

ªs[itcs};nº サイタスィーン
uracil ウラシル

ªj\Crcsilº ユゥァラスィル
thymine チミン

ª†[imi;nº サイミーン
adenosine アデノシン

ªcd'ncs};nº アデナスィーン
guanosine グアノシン

ªgw^;ncs};nº グヮーナスィーン
cytidine シチジン

ªs]tcd};nº スィタディーン
uridine ウリジン

ªj\Crcd};nº ユゥァラディーン
thymidine チミジン

ª†[imcd};nº サイマディーン

タンパク質・アミノ酸

peptide ペプチド
ªp'ptaidº ペプタイドゥ

英　語
　［英語発音記号］

本書での表記
英語の発音に近いカタカナ例

alanine アラニン
ª!lcn};nº アラニーン

arginine アルギニン
ª^;Rdßcn};nº アージニーン

asparagine アスパラギン
ªcsp!rcdß};nº アスパラジーン

aspartic acid アスパラギン酸
ªcsp^;Rtik !sidº アスパーティクアスィドゥ

cysteine システイン
ªs]sti};nº スィスティーン

glutamine グルタミン
ªgl\;tcm};nº グルータミーン

glutamic acid グルタミン酸
ªglu;t!mik !sidº グルータミクアスィドゥ

glycine グリシン
ªgl[isi;nº グライシーン

histidine ヒスチジン
ªh]stcd};nº ヒスタディーン

isoleucine イソロイシン
ªaiscl\;si;nº アイサルースィーン

leucine ロイシン
ªl\;si;nº ルースィーン

lysine リシン
ªl[isi;nº ライスィーン

methionine メチオニン
ªme†[icn};nº メサイアニーン

phenylalanine フェニルアラニン
ªfenl!lcn};nº フェヌララニーン

proline プロリン
ªpr/uli;nº プロウリーン

serine セリン
ªs'ri;n_s]Cri;nº セリーン/スィァリーン

threonine トレオニン
ª†r];cn};nº スリーアニーン

tryptophan トリプトファン
ªtr]ptcf¡nº トゥリプタファン

tyrosine チロシン
ªt[iCrcs};nº タイァラシーン

valine バリン
ªv!li;n_v'ili;nº ヴァリーン/ヴェイリーン

prion プリオン
ªpr[i6nº プライアン

actin アクチン
ª!ktcnº アクタン

myosin ミオシン
ªm[icsinº マイァスィン

hemoglobin ヘモグロビン
ªh};mcgl/ubinº ヒーマグロウビン

myoglobin ミオグロビン
ªmaicgl/ubinº マイァグロウビン

heme ヘム
ªh];mº ヒーム

ubiquitin ユビキチン
ªju;b]kwctinº ユービクヮァティン

†1 †2

次ページ以降につづく




