
1 章
1．この言葉は，あらゆる生物が生化学的に驚くほど似ているという

事実を表す．このことは，地球上の生物がすべて，一つの共通の祖
先に由来することを示している．
2．DNA は二本鎖で，糖としてデオキシリボースをもち，塩基として

チミンが含まれる．RNA は通常は一本鎖で，糖はリボースであり，
チミンの代わりにウラシルを含む．
3．タンパク質は，20 種類のアミノ酸から構成される直鎖状重合体で

ある．グリコーゲンは，グルコースだけから構成される分枝した重
合体である．
4．セントラルドグマは生体系における情報の基本的な流れを表す．
〝DNA が複製されて新しい DNA が形成され，それが RNA へと転
写される．RNA はタンパク質へと翻訳される．〟
5．複製とは，1 個の親二重らせんから 2 個の娘二重らせんをつくる

ことである．この過程は DNA ポリメラーゼが触媒する．転写とは
DNA の情報を RNA へと写し取ることで，RNA ポリメラーゼが触
媒する．翻訳とは RNA の塩基配列情報をタンパク質へと変換する
ことで，リボソームで行われる．
6．酵素とは普通はタンパク質触媒である．ただし，一部の RNA も

触媒として機能する．触媒は，それ自体が永続的な変化はせずに，
化学反応の速度を速める．
7．真核細胞には，核が 1 個と膜で囲まれた複雑な内部構造群（細胞

小器官とよばれる）が含まれる．原核細胞は核をもたず，真核細胞
のような複雑な内部組織ももたない．
8．細胞小器官とは，真核細胞の内部にある，膜で囲まれた構造の総

称である．
9．ミトコンドリア，葉緑体，核
10．核膜は途切れのない膜ではなくて，限りのある膜が小孔のとこ

ろに集まってできている．
11．分泌タンパク質遺伝子は RNA へと転写され，この RNA が，小

胞体に結合したリボソームで翻訳されてタンパク質がつくられ
る．このタンパク質は小胞体内腔に入り，輸送小胞に入れられて
ゴルジ体へと運ばれ，修飾を受ける．つぎに分泌小胞へと入れら
れ，これが細胞膜と融合して，細胞外へのエキソサイトーシスが起
こる．
12．（a）9；（b）12；（c）5；（d）10；（e）11；（ f）8；（g）4；（h）7；
（ i）2；（ j）6；（k）1；（ l）3

2 章
1．ブラウン運動は，液体や気体中で見られる，周囲の熱エネルギー

による分子の不規則な動きである．
2．水が極性なのは，酸素原子が電気的に陰性なため，水素原子が部

分正電荷を，酸素原子が部分負電荷を帯びるためである．しかし，
分子全体としての電荷はゼロ，つまり部分正電荷は部分負電荷と大
きさが等しい．
3．多数の弱い結合のおかげで，特異性が高く，しかも一過性の相互

作用ができるから．
4．イオン結合，水素結合，ファンデルワールス相互作用．水はイオ

ン結合と水素結合を壊す．ファンデルワールス相互作用は疎水性基

の間に生じることが多いので，水は疎水性効果を通してファンデル
ワールス相互作用を強くするとも考えることができる．
5．温度を下げると水分子の動きが弱まり，より多くの水素結合形成

が可能になる．実際にその通りで，氷では各水分子は約 3.7 個の水
分子と水素結合している．水を加熱すると逆のことが起こり，形成
される水素結合は減る．100　℉C では，各水分子が水素結合する水分
子は 3.2 個となる．
6．静電的相互作用は極性溶媒中よりも有機溶媒中で強くなる．有機

溶媒には，静電的相互作用している成分と競合する成分がないから
である．
7．電気陰性度が負の原子とは，電子に対する親和性が高い原子であ

る．そのため水素原子と結合すると，部分負電荷を帯び，水素原子
は部分正電荷を帯びることになる．生じた極性が，水素結合の形成
を可能にする．
8．疎水性効果とは，水が存在すると，非極性分子同士が相互作用し

やすくなる傾向のことをいう．この相互作用の原動力は，無極性分
子が水性環境から取除かれることによる水分子のエントロピー増大
のためである．
9．熱力学第二法則によれば，自発的過程では系と外界とのエントロ

ピーは常に増大する．疎水性分子が水から隔離されると，水のエン
トロピーが増大する．このような隔離は疎水性効果とよばれ，生化
学構造の形成にもつながる．
10．10－9　M
11．10－12　M
12．ヘンダーソン・ハッセルバルヒの式は，pH＝pKa＋log（［A－］/［HA］）．

ここで［A－］＝［HA］とすると，式は pH＝pKa＋log　1 となる．log　1
＝0 なので，このような条件の下では pH＝pKa になる．

13．pKa が低くなるほど，Ka は大きくなる．Ka が大きくなれば，酸の
強度は強くなる．
14．pKa＝log（1/Ka）である．酢酸の pKa　4.76 の逆対数は 57,543 とな

る．酢酸の Ka はその逆数なので，1.7×10－5 である．トリクロロ酢酸
の pKa は 0.7 なので，同様に計算すると Ka は 2.0×10－1 である．ト
リクロロ酢酸の方が強酸であり，より完全に解離する．
15．多くの生化学問題同様，これもヘンダーソン・ハッセルバルヒの

式を用いて答えられる．

pH ＝ pKa＋ log　（　  　）
ピルビン酸：

7.4 ＝ 2.50＋ log　［ピルビン酸塩］/［ピルビン酸］ 

4.9 ＝ log　［ピルビン酸塩］/［ピルビン酸］ 

4.9 の逆対数 ＝ 7.9× 104 ＝［ピルビン酸塩］/［ピルビン酸］

乳 酸：
7.4 ＝ 3.86＋ log　［乳酸塩］/［乳酸］ 

3.54 ＝ log　［乳酸塩］/［乳酸］ 

3.54 の逆対数 ＝ 3.5×103＝［乳酸塩］/［乳酸］

したがって，これらの有機酸はこれから生化学を学ぶ間に出会うほ
とんどの有機酸と同様に，生理的 pH では大部分がイオン化してい
る．

［A－］
［HA］
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16．6.48

17．7.8

18．100

19．

はじめの酢酸濃度〔M〕 はじめの HCl 濃度〔M〕 pH

0.1 0.0025 6.3
0.1 0.005 6.0
0.1 0.01 5.7
0.1 0.05 4.8
0.01 0.0025 5.2
0.01 0.005 4.8
0.01 0.01 3.4
0.01 0.05 1.4

20．酢酸イオン＝0.128　M： 酢酸＝0.072　M
21．最初に，まず深呼吸．まず，0.2　M 酢酸緩衝液に含まれる塩基と

酸の濃度の計算が必要である．幸いにも前の問題（問題 20）を解い
たばかりなので，それを見ればわかる．
　［酢酸イオン］＝ 0.128　M　　　［酢酸］＝ 0.072　M
緩衝液を 500　mL つくるので，必要なのは

0.5　L× 0.128　mol　L－1 ＝ 0.064　mol の酢酸ナトリウム 

0.064　mol× 82　g　mol－1 ＝ 5.25　g の酢酸ナトリウム

必要量の酢酸ナトリウムを測りとる．500　mL の緩衝液には 0.036　mol

の酢酸が必要になる．手元の酢酸溶液は 1　mol　L－1（1　M）なので，

0.036　mol/1　mol　L－1 ＝ 0.036　L または 36　mL

最終的な緩衝液をつくるには，まず少なめの水に 5.25　g の酢酸イ
オンを溶かし，酢酸溶液を 36　mL 加え，希釈して 500　mL にすれば
よい．研究室の仲間から憧れの視線を浴びるだろう．
22．（a）ここでも，ヘンダーソン・ハッセルバルヒの式が頼りになる．

pH ＝ pKa＋ log　（　  　）
値を代入すれば，つぎのようになる．

0.93 ＝ log［HCO3
－］/1.10　mM

0.93 の逆対数は 8.5 なので，

 8.5 ＝［HCO3
－］/1.10　mM 

  ［HCO3
－］＝ 9.4

という，危険なほど低い値になる．
（b）炭酸水素ナトリウム（重曹）の静脈注射が一般的な治療法で
ある．

（c）中距離走は，短距離走と持久走の両方の面をもっている．いく
つかの研究によれば，競技の前に炭酸水素ナトリウム溶液を飲んで
おくと，pH の低下が抑えられ，競技成績がよくなることがわかっ
ている．

3 章
1．A： 立体構造表示，B： フィッシャー表示
2．（c）
3．（b）
4．（a）
5．ELVISISLIVINGINLASVEGAS（Elvis is living in Las Vegas）
6．TWITCHYLITTLEFERRETARENTYOUMALFOY（Twitchy little 

ferret, aren̓ t you Malfoy?）

7．A： プロリン, Pro, P； B： チロシン, Tyr, Y； C： ロイシン, Leu, L；
D： リシン, Lys, K

8．（a）C, A；（b）D；（c）B, D；（d）B, D；（e）B

9．（a）6；（b）2；（c）3；（d）1；（e）4；（ f）5

10．（a）Ala；（b）Tyr；（c）Ser；（d）His

11．pH　7： 正味の電荷 0，pH　12：－1

12．二つの pKa 値を利用して pI を算出する．すなわち，
pI＝（pKa

acid＋ pKa
amino）/2＝（2.72＋ 9.60）/2＝ 6.16

13．アルギニン，リシン，ヒスチジン
14．非必須アミノ酸は体内で他の分子から合成できるが，必須アミ

ノ酸は合成できず，食物から摂取しなければならない．
15．フェニルアラニン，チロシン，トリプトファン
16．アスパラギン酸，グルタミン酸，ヒスチジン，システイン，チ

ロシン，リシン，アルギニンの各側鎖
17．

18．チロシン
19．Ser, Glu, Tyr, Thr

20．ヘンダーソン・ハッセルバルヒの式（p.18）を用いると，pH　7 に
おけるアラニンの COOH 基の COO－基に対する割合は 10－4 とな
る．同様のやり方で，アラニンの NH2 基の NH3

＋基に対する割合
は 10－1 となる．ゆえに，中性アラニンの双性イオンアラニンに対
する割合は 10－4× 10－1＝ 10－5 である．
21．pKa がある分子の非イオン化型とイオン化型の濃度が等しくなる

ときの pH であることを思い出してみよう．図 3・2 でカルボキシ
基の pKa は 2 よりわずかに大きいのに対し，アミノ基の pKa は 9

である．
22．この問題に答えるには，ヘンダーソン・ハッセルバルヒの式を

NH3
＋のイオン化に適用すればよい．NH3

＋は酸，NH2 は共役塩基
である．
pH　9.8 において，

 9.8＝ 10.8＋ log［NH2］/［NH3
＋］

 －1＝ log［NH2］/［NH3
＋］

10－1＝［NH2］/［NH3
＋］

すなわち，プロトン化した分子の比率は 10/（10＋ 1）＝ 91％
pH　11.8 において，

 1＝ log［NH2］/［NH3
＋］

10＝［NH2］/［NH3
＋］

すなわち，プロトン化した分子の比率は 1/（10＋ 1）＝ 9％
23．ヘンダーソン・ハッセルバルヒの式をカルボン酸のイオン化に

適用する必要がある．
pH　2.1 において，

 2.1＝ 4.1＋ log［COO－］/［COOH］
 －2＝ log［COO－］/［COOH］
10－2＝［COO－］/［COOH］

すなわち，プロトン化した分子の比率は 100/（100＋ 1）＝ 99％
pH　7.1 において，

  3＝ log［COO－］/［COOH］
103＝［COO－］/［COOH］

すなわち，プロトン化した分子の比率は 1/（1000＋ 1）＝ 10－3

［A－］
［HA］
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4 章
1．（c） 

2．（a）
3．（a）と（c）
4．（d）
5．化学反応が熱力学的に有利であったとしても，重合状態から加水

分解された状態に移行する際に越えなければならないエネルギー障
壁は大きい．
6．（a）アラニン─グリシン─セリン；（b）アラニン；   

（c および d）

7．

8．（a） TEPIVAPMEYGK　（b） pH　7 で－1　（c） pH　12 で－4

9．この知見から，pKa 値が分子環境の影響を受けることがわかる．
与えられたアミノ酸の pKa 値は，タンパク質内部の化学的環境に
よって変化しうる．
10．ペプチド結合は部分的に二重結合としての特性をもっており，

そのために回転が阻害される．回転が起こらないためにペプチド骨
格の立体配座が制約を受け，可能な構造が限定される．
11．（a） 8；（b） 7；（c） 1；（d） 3；（e） 9；（ f ） 10；（g） 2；（h） 5；（ i ） 

4；（ j ） 6

12．α ヘリックスの軸方向の長さは１アミノ酸当たり 1.5　Å である．
したがって，ヘリックスの軸長は 1.5　Å/アミノ酸×120 アミノ酸＝
180　Å となる．いっぱいに引き延ばされたポリペプチド鎖ではアミ
ノ酸間の距離は 3.5　Å なので，その長さは 420　Å となる．

13．50 個のアミノ酸それぞれに対して 20 種類の選択肢があるので，
2050，すなわち，1.13×1065 種類．非常に大きな数となる．
14．

15．繰返し単位（窒素─α 炭素─カルボニル炭素）
16．側鎖はアミノ酸の α 炭素原子に結合する官能基である．
17．アミノ酸組成は単にタンパク質を構成するアミノ酸を指す．順

序は特定されない．アミノ酸配列は一次構造と同様に，タンパク質

のアミノ末端からカルボキシ末端までのアミノ酸の並び順である．
多くの異なるタンパク質は同じアミノ酸組成を共有することがある
が，アミノ酸配列はそれぞれのタンパク質に固有のものである．
18．一次構造は三次構造を決定する．一次構造を知ることは，タン

パク質の機能解明に役立つ．変異タンパク質の一次構造を知ること
で，疾患の生化学的基盤を理解することができる．一次構造により，
タンパク質の進化の歴史が明らかになる．
19．ヘリックスは凝縮したコイル状の構造で，R 基がヘリックスの

中心軸から外側にブラシ状に伸び出ている．隣り合うアミノ酸間の
距離は 1.5　Å である．ストランドはいっぱいに引き延ばされたポリ
ペプチド鎖で，隣り合うアミノ酸の側鎖は反対方向を向いている．
隣り合うアミノ酸間の距離は 4.5　Å である．どちらの構造も，ポリ
ペプチド骨格の構成要素間の水素結合によって安定化されている．
20．一次構造： ペプチド結合，二次構造： ペプチド骨格の構成要素

間の局所的な水素結合，三次構造： 一次構造上遠く離れた位置にあ
る R 基間のさまざまな型の非共有結合，四次構造： サブユニット
の表面にある R 基間のさまざまな非共有結合
21．（a） 5；（b） 10；（c） 7；（d） 1；（e） 8；（ f ） 2；（g） 3；（h） 6；（ i ） 

4；（ j ） 9

22．否．Pro─X 結合は他のペプチド結合と同様の一般的性質をもつ．
X─Pro 結合において立体障害が起こるのは，プロリンの R 基がア
ミノ基に結合しているためである．したがって，X─Pro 結合にお
いてはプロリンの R 基は X の R 基の近くに来る．Pro─X 結合では
このような位置関係は起こらない．
23．イソロイシンの β 炭素原子に結合するメチル基は立体障害によ

り α へリックスの形成を妨げる．ロイシンでは，このメチル基は γ

炭素原子に結合し，主鎖から離れた位置にあるため，立体障害を起
こさない．
24．最初の変異が活性を破壊するのは，バリンがアラニンよりも多

くの空間を占め，このバリン残基が非常に密に詰まったタンパク質
の内部に位置すると仮定すると，そのタンパク質が異なる形状を取
るようになるためである．第二の変異が起こると，イソロイシンよ
りもグリシンの方が小さいために，代償的に容積が減って，活性が
回復する．
25．ループは常にタンパク質の表面にあり，周囲の環境に曝されて

いる．多くのタンパク質は水性環境下で存在するため，露出してい
るループは水と相互作用できるように親水性になっている．
26．（a）加熱によってポリペプチド鎖の熱エネルギーが増加する．

これによって，鎖を正常な三次元構造に保っている弱い化学結合が
骨格のゆらぎに対して抵抗できなくなり，三次構造が失われる．変
性タンパク質はしばしば相互作用し合い，溶液中で凝集する大きな
複合体を形成する．（b）界面活性剤は基本的にタンパク質の内外
を裏返すことで，タンパク質の変性をひき起こす．すなわち，タンパ
ク質の内側にある疎水性残基は界面活性剤と相互作用するのに対
し，親水性残基は互いに作用し合い，周囲の環境とは相互作用しな
い．（c）水素結合を含むすべてのイオン性相互作用が壊され，タン
パク質の変性が起こる．
27．グリシンはアミノ酸の中で最も側鎖が小さい．小さいがゆえに，

ポリペプチド鎖が鋭く曲がったり，他のポリペプチド鎖と接近した
りする際にグリシン側鎖の小ささがきわめて重要になることが多
い．
28．グルタミン酸，アスパラギン酸，末端カルボン酸はアルギニン

のグアニジノ基との間に塩橋を形成できる．加えて，グアニジノ基は
グルタミン，アスパラギン，セリン，トレオニン，アスパラギン
酸，グルタミン酸，チロシンの側鎖，および主鎖のカルボニル基へ
の水素結合供与体となりうる．pH　7 でヒスチジンはアルギニンと
水素結合することもできる．
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29．チオールを含む試薬を加え穏やかに加熱することによって，毛
髪のジスルフィド結合が切断される．髪をカールさせてから酸化剤
を添加すると，ジスルフィド結合が再形成されて望み通りの髪型を
安定に保つことができる．
30．生体膜を貫通するタンパク質には，疎水性アミノ酸と親水性ア

ミノ酸の配置が逆転しているため，〝法則を実証する例外〟となる
ものがある．たとえば，多くの細菌の外膜に見られるタンパク質で
あるポリン（porin）を見てみよう．外膜はおもに疎水性のアルカ
ン鎖で構成されている．そのため，ポリンの表面は，隣接するアル
カン鎖と相互作用する疎水性残基によって主として構成されてい
る．反対に，ポリンの中心部分は，タンパク質の中央を貫通する，
水分子で満たされたチャネルを取囲むように，多数の荷電した極性
アミノ酸で構成される．このように，ポリンは疎水性環境で機能す
るために，水溶液中で機能するタンパク質と比べると〝あべこべ〟
になっている．
31．アミノ酸は元来疎水性の性質をもつ．α へリックスが膜を貫通

するのに特に適しているのは，ペプチド骨格のすべてのアミド基の
水素原子とカルボニル基の酸素原子がペプチド鎖内で水素結合を形
成し，それによってこれらの極性原子が疎水性環境において安定に
保たれているためである．
32．ヘモグロビンは四量体，ミオグロビンは単量体であることを思

い出そう．したがって，ヘモグロビンサブユニットの表面にある疎
水性残基はファンデルワールス力によって他のサブユニットの同様
の部位と相互作用し，それによって水性環境から遮蔽されると考え
られる．
33．症状の重症度は構造破壊の程度に対応すると考えられる．つま

り，グリシンがアラニンに置換した場合は症状は軽度に留まるが，
もっと大きいトリプトファンに置換した場合はコラーゲンの三重ら
せん構造はほとんどあるいはまったく形成されない．　 

34．理由は，尿素中で間違ったジスルフィド結合が形成されるため
である．8 個のシステイン分子から 4 個のジスルフィド結合を形成
する組合わせを選ぶには 105 通りある； この組合わせの中でたった
一つが酵素活性をもつ．104 通りの間違った組合わせは，〝スクラ
ンブル〟リボヌクレアーゼと，こじゃれて称される．
35．2─メルカプトエタノールの添加により，ジスルフィド結合の再

編成が触媒されて，最終的に天然型の構造が再現する．この過程が
進行するのは，スクランブル（ごちゃ混ぜの）立体配座が，酵素の
安定な本来の立体配座に変換される際にギブズエネルギーが減少す
るからである．このように，リボヌクレアーゼの本来のジスルフィ
ド結合は，熱力学的に好ましい構造を安定化するように働いている．
36．インスリンの天然型の立体配座は，2 本の分かれたペプチド鎖が

ジスルフィド結合で結合されているため，熱力学的に最も安定な形
態ではない．インスリンは，単一鎖からなる前駆体であるプロイン
スリンから形成されるが，51 残基分の分子が切断されてインスリ
ンがつくられるのは，ジスルフィド結合が形成された後である．
37．プロテアーゼの主鎖のうち，ある部分が標的タンパク質の主鎖

と水素結合し，それによって，引き伸ばされた β ストランドの平
行または逆平行の組合わせが形成される．
38．タンパク質のサイズが大きくなると体積に対する表面積の比率

は減少する．その結果，疎水性アミノ酸に対する親水性アミノ酸の
比率も減少する．
39．各鎖は 35　kDa であり，ゆえに 1 残基当たりの平均分子量が 110　

Da であるとして，およそ 318 残基である．α ヘリックスにおいて
アミノ酸はらせん軸方向に 1 残基当たり 1.5　Å ずつ進むので，鎖長
は 477　Å になる．より正確に言うと，α ヘリックスがコイルドコイ
ルを形成する場合，1 個のアミノ酸がらせん軸方向に進む距離は
1.46　Å である．ゆえに，鎖長は 464　Å となる．

40．おそらく，リボヌクレアーゼ分子は互いに絡み合って大きな不
溶性の凝集塊を形成するだろう．たとえば，天然状態において正電
荷をもつ R 基が負電荷をもつ R 基と相互作用したとする．もし変
性に際してタンパク質濃度が高ければ，異なる分子の官能基間で相
互作用し合い，大きな不溶性の凝集塊を形成すると考えられる．

5 章
1．アッセイで目的のタンパク質を同定する．タンパク質を同定する

能力は他の細胞成分からタンパク質を分離する際に特定の精製段階
が効果的であるかを判断するのに重要である．
2．（a）10；（b）1；（c）6；（d）9；（e）2；（ f ）8；（g）5；（h）7；（ i ）

3；（ j ）4

3．塩濃度が高すぎると塩イオンが水分子と相互作用する．その結果，
タンパク質と相互作用する水分子が足りなくなり，タンパク質が沈
殿化する．
4．タンパク質溶液中で塩が欠乏していたら，あるタンパク質の正電

荷が別のタンパク質あるいはいくつかの他のタンパク質の負電荷と
互いに相互作用する．水だけではタンパク質の凝集が大きくなる．
塩を添加すると，タンパク質の電荷が中和されてタンパク質間の相
互作用を防ぐ．
5．酵素表面の電荷や極性をもった R 基
6．（a）トリプシンはアルギニン（R）かリシン（K）の後ろを切断するた

め AVGWR, VK, S がつくられる．それらはサイズが異なるため分子
排除クロマトグラフィーを用いて分離することが可能である．

（b）キモトリプシンは大きな脂肪族および芳香環を側鎖（R 基）に
もつアミノ酸の後ろを切断するので，同じサイズの（AVGW）と

（RVKS）という 2 本のペプチドを産生する．サイズに基づく分離
は無効である．RVKS は二つの正電荷（R と K）をもつのに対して，
残りのペプチドは電荷をもたない．それゆえイオン交換クロマトグ
ラフィーで二つの産物を分離可能である．
7．SDS 分子の長い疎水性尾部（p.52）がタンパク質内部の疎水性結

合を壊す．タンパク質の疎水性の側鎖が他の疎水性側鎖と相互作用
するよりも SDS と相互作用することでタンパク質がほどける．
8．精製している酵素の阻害剤があったとして，精製の段階で取除か

れたのかもしれない．この除去により酵素が存在している量におい
て見かけの上昇が起こったのであろう．
9．次ページの表を見よ．
10．（a）原則として一つの SDS 分子がタンパク質の 2 アミノ酸ごと

に結合するので，すべてのタンパク質が同じ電荷と質量の比をも
つ．たとえば，200 アミノ酸からなるタンパク質は 100 個の SDS

分子と結合する一方，400 アミノ酸からなるタンパク質は 200 個の
SDS 分子と結合する．アミノ酸の平均の分子量は 110 であり，1 分
子の SDS 当たり一つの負電荷をもつ．したがって異なる二つのタ
ンパク質の電荷と質量の比は 0.0045 と同じになる．

（b）タンパク質がたくさんの電荷したアミノ酸をもっている場合
は，その記述は不適切である．

（c）タンパク質が修飾を受けているかもしれない．たとえばセリン，
トレオニン，チロシンにリン酸基が付加されているかもしれない．

天然リボヌクレアーゼ 変性リボヌクレアーゼ

+ −

リボヌクレアーゼ凝集塊の一部

+ −
+ − + −

+ −

+ −
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11．v̄ とは部分比容であり，粒子密度の逆数である．それゆえ，高密
度粒子では v̄ は小さくなる．小さい v̄ は反発する力も小さくなり，
そのため高密度粒子は速く動く．
12．エストロゲン受容体はエストロゲン，エストラジオールに対し

てユニークで高親和性である．
13．（a）2；（b）4, 8；（c）1, 5, 7；（d）1, 3, 6

14．ポリクローナル抗体は一つの抗原のいくつものエピトープにそ
れぞれ結合する抗体の集団である．モノクローナル抗体は一つの抗
原の 1 箇所のエピトープに結合する 1 種類の抗体の集団からなる．
15．関心をもったタンパク質に対する抗体があったならば，抗体を

不溶性の樹脂に結合可能である．目的のタンパク質を含むタンパク
質混合物を抗体と混ぜる．目的とするタンパク質のみが抗体と結合
する．混合物を遠心し上清を除去する．目的とするタンパク質を，
多くの場合タンパク質変性剤を加えることで抗体から遊離させる．
16．酵素結合免疫吸着検定法（ELISA）．ELISA は抗原に対する抗体が

結合された酵素を用いることにより抗原の存在を定量化するために
使われる．
17．ウェスタンブロット法は，細胞や生体溶液中の特異的タンパク

質を検出するために用いられる．試料を SDS─ポリアクリルアミド
ゲル電気泳動で流す．分離されたタンパク質を高分子膜に転写（ブ
ロット）し，そして目的のタンパク質に対する抗体とブロットした
試料をインキュベートする．さらに酵素を結合した抗体を用いて，
目的とする抗体─抗原複合体を可視化できる．
18．アミノ酸配列解析では同一の分子の大きな集団を扱っているの

であり，一つの分子を扱っているのではないことと，切断効率が
100％ではないことを覚えておかなければならない．結果として，何
度もの重複（おおよそ 50 回）の後では多くの異なるペプチドが同
時に異なるアミノ酸を遊離する．この点を例示するために各配列解
析段階が 98％の効率だと仮定する．50 回のサイクルの後に正しい
アミノ酸が遊離される割合は 0.9850 で 0.4 となり，これは絶望的に
汚い混合物である．
19．多くのタンパク質はよく似た分子量を示すが，配列は異なり，

トリプシンで切断した際には異なるパターンを示す．トリプシン分
解ペプチドの分子量の一組は，タンパク質の詳細な〝指紋〟となり，
それはサイズにかかわらず他のタンパク質にランダムに現れること
はきわめて低い．
20．尿素処理で非共有結合が壊される．したがって，もとの 60　kDa タ

ンパク質が 2 個の 30　kDa のサブユニットからなっていると考えら
れる．これらのサブユニットが尿素と 2─メルカプトエタノール処
理で 1 種類の 15　kDa の分子になることから，30　kDa サブユニット
は 15　kDa の分子がジスルフィド結合でつながってできていたと思
われる．
21．上部 d, e, f, a, c, b 底部
22．高い pH　a, b, c, f, e, d 低い pH

23．（a）等電点においてタンパク質は実効電荷をもたずタンパク質
分子間の反発する力が最小となる．この反発の欠如によりタンパク
質同士が相互作用できるようになり，溶解することができない大き
な複合体がつくられ，複合体は沈殿化する．（b）塩がタンパク質
上の電荷と結合し，沈殿を起こすタンパク質─タンパク質間の相互

作用を防ぐ．これが図 5・2 と問題 4 の塩溶にあたる．
24．最初のアミノ酸： A

最後のアミノ酸： R（カルボキシペプチダーゼでは切断されない）
N 末端のトリプシン切断ペプチドの配列： AVR（トリプシン切断ペ

プチドの C 末端は K か R）
N 末端のキモトリプシン切断ペプチドの配列： AVRY（キモトリプ

シン切断ペプチドの C 末端は Y）
配列： AVRYSR

25．最初のアミノ酸： S

最後のアミノ酸： L

臭化シアンによる切断： 10 番目のアミノ酸 M

C 末側の 4 アミノ酸： 臭化シアン切断ペプチド（2S, L, W）
N 末側の 4 アミノ酸： トリプシン切断ペプチド（G, K, S, Y），その

C 末端は K

N 末端の配列： SYGK

キモトリプシン切断ペプチドの順序：（S, Y），（G, K, L），（F, I, S），
（M, T），（S, W），（S, L）

配列： SYGKLSIFTMSWSL

26．試料は 1000 倍に希釈された．透析後の濃度は，0.001　M すなわ
ち 1　mM となる．1　mM の試料をさらに硫酸アンモニウムを含まな
い緩衝液を用いて透析することで塩濃度を下げることができる．

6 章
1．（b）
2．（d）
3．（c）
4．（d）
5．（c）
6．反応速度の上昇と基質特異性
7．活性部位は三次元的な割れ目構造をとっている．酵素の全体積中

の小さな部分を占めているにすぎない．活性部位は独特な微小環境
をもつ．基質は複数の弱い引力に酵素に結合している．活性部位の
特異性は，その精密な三次元構造に依存する．
8．補因子
9．補酵素と金属原子
10．ビタミンは多くの生化学的な反応で必要な補酵素として利用さ

れる．
11．酵素は遷移状態の形成を促進する．
12．タンパク質の複雑な三次元構造が，特異的な基質だけを認識す

る活性部位の形成を可能にしている．
13．結合エネルギーとは，酵素と基質が相互作用をするときなど，

二つの分子が結合する際放出されるギブズエネルギーである．
14．結合エネルギーは，酵素が遷移状態と相互作用し，それによっ

て遷移状態の形成を促進し，反応速度を増大させるときに，最大と
なる．
15．酵素活性はないであろう．もし，酵素─基質複合体が酵素─遷移

状態複合体よりも安定であれば，遷移状態は形成されず，触媒反応
は起こらないであろう．

5 章　問題 9の解答［表］

精 製 手 順 総タンパク質量〔mg〕 総活性〔U〕 比活性〔U　mg－1〕 精 製 度 収 率〔％〕
粗抽出画分 20　000 4　000　000 200 1 100

（NH4）2SO4 沈殿 5000 3　000　000 600 3 75
DEAE─セルロースクロマトグラフィー 1500 1　000　000 667 3.3 25
ゲル沪過クロマトグラフィー 500 750　000 1500 7.5 19
アフィニティークロマトグラフィー 45 675　000 15　000 75 17
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16．（a）4；（b）7；（c）8；（d）3；（e）9；（ f ）10；（g）5；（h）1；
（ i ）2；（ j ）6

17．遷移状態に達するのに必要なエネルギー（活性化エネルギー）は，
遷移状態から生成物へと進むときにもとに戻る．
18．グラフ A において生成物は基質より安定である．すなわちΔG

は負であり，この反応はエキサゴニックである．グラフ B におい

ては，生成物は基質より大きなエネルギーをもっている．ΔG は正
であり，反応はエンダーゴニックである．
19．タンパク質の加水分解は大きな活性化エネルギーをもっている．

タンパク質合成はその進行に大きなエネルギーを必要とする．
20．リゾチームが細菌の感染を防ぐことにより，涙液を保護するこ

とに働いている．
21．遷移状態は非常に不安定である．したがって，遷移状態に類似し

た分子はそれ自体不安定である可能性が高く，合成するのは難しい．
22．（a）0；（b）28.53；（c）－22.84；（d）－11.42；（e）5.69

23．K'eq＝19, ΔG℉'＝－7.41　kJ　mol－1（－1.77　kcal　mol－1）
24．この反応は解糖で起こる（16 章）．平衡状態では，DHAP に対す

る GAP の比は 25　℉C（298　K），pH　7 で 0.0475 である．したがって，
K'eq＝0.0475 である．この反応の標準ギブズエネルギー変化は，p.71

の（5）式により算出される．
ΔG℉' ＝－ΔG℉'＝－RT ln K'eq 

＝－8.315×10－3× 298× ln（0.0475） 

＝＋7.53　kJ　mol－1　（＋1.80　kcal　mol－1）
この条件下では，反応はエンダーゴニックである．DHAP は自発的
には GAP へと変換されない．
　これらの値を（1）式へと代入すると，

ΔG
 
＝ 7.53　kJ　mol－1＋ RT ln　　　  　　

＝ 7.53　kJ　mol－1－10.42　kJ　mol－1 

＝－2.89　kJ　mol－1　（－0.69　kcal　mol－1）
このΔG の負の値は，DHAP の GAP への異性化がエキサゴニック
であり，これらの分子が問題文のような濃度で存在するとき，反応
が自発的に起こることを示している．この反応のΔG は負である
が，ΔG℉' が正であることに注意されたい．

25．この変異は反応を 100 倍遅くする．活性化ギブズエネルギーは
11.4　kJ　mol－1（2.73　kcal　mol－1）増加する．遷移状態よりも基質に
強く結合することは触媒反応を遅くすることになる．
26．（a）37　℉C でインキュベートすると酵素は変性，失活する．この

ため，酵素の触媒反応が働かないときは，ほとんどの酵素は低温下
で保存されなければならない．

（b）PLP を欠損した細胞から得られた酵素はより早く変性するの
で，この補酵素は明らかに酵素の構造の安定化に寄与している．補
因子は多くの場合酵素の構造を安定化するのを助けている．
27．（a） 

［G6P］/［G1P］＝21 なので，G1P が 1 分子につき 21 分子の G6P が
存在する．初濃度は 0.1　M であったので，［G1P］＝1/22（0.1　M）＝
0.0045　M，［G6P］＝21/22（0.1　M）＝0.096　M である．

（b）G6P を高濃度で添加し，G1P を他の反応により速い速度で除去
する．言い換えると，［G6P］/［G1P］を高い値に維持するのである．
28．pH　7 での水素結合の供与体として可能性のあるものは，アルギ

ニン，アスパラギン，グルタミン，ヒスチジン，リシン，セリン，
トレオニン，トリプトファン，チロシン残基の側鎖である．
29．（a）   

K ＝
　  　

＝
　  　

＝
　  　

＝ 100

本文 p.71 中の（5）式を用いて
ΔG℉'＝－11.42　kJ　mol－1　（－2.73　kcal　mol－1）

（b）kF＝10－2 s－1 かつ kR＝10－4 s－1．平衡定数およびΔG℉' 値は，
非触媒および触媒反応のいずれかにおいても同じである．

7 章
1．一次反応速度定数は一つの反応物のみを含む反応に関する比例定

数であり，反応速度はただ一つの反応物の濃度で規定される．一次
反応速度定数は s－1 の単位をもつ．二次反応速度定数は二つの反応
物を含む反応に関する比例定数であり，反応速度は両反応物の濃度
で規定される．二次反応速度定数は M－1　s－1 の単位をもつ．

2．一次反応のように見える二次反応．一つの反応物の濃度が二つ目
の反応物の濃度よりはるかに大きいとき，速度は低濃度で存在する
反応物に関して一次反応のように見える．
3．

4．KM に近い基質濃度では，酵素は大きな触媒作用を示すが，基質
濃度の変化に鋭敏である．
5．逐次反応の特徴は酵素と二つの基質からなる三重複合体の形成で

ある．ピンポン（複置換）反応では，一過的に形成される酵素の反
応中間体の生成が，常に要求される．
6．尺度とならない．KM はその分子部分にも k2（酵素─基質複合体か

ら酵素＋生成物への変換に関わる速度定数）も含まれるため，解離

反応の進行

反応の進行

ギ
ブ
ズ
エ
ネ
ル
ギ
ー

反応に
おける
∆G

反応に
おける
∆G

生成物

（A）

（B）

活性化エネルギー

活性化エネルギー

ギ
ブ
ズ
エ
ネ
ル
ギ
ー

基　質

基　質

生成物

3×10－6　M
2×10－4　M

ΔG℉' ＝ －RT ln K'eq

＋1.8 ＝  －（1.98×10－3　kcal　K－1　mol－1）×（298　K） 

×（ln［G1P］/［G6P］）
－3.05 ＝ ln［G1P］/［G6P］
＋3.05 ＝ ln［G6P］/［G1P］
K'eq

－1 ＝ 21　または　K'eq ＝ 4.8×10－2

［P］
［S］

kF

kR

10－4

10－6

時　間 時　間

濃
　度

濃
　度

基　質

生成物

基　質

生成物

（a） （b）
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定数と等しくはない．しかし，もし k2 が k－1 よりずっと小さけれ
ば，KM～～KD．
7．（a）示す．KM＝5.2×10－6　M
（b）Vmax＝6.8×10－10　mol　min－1

（c）337　s－1

8．（a）31.1　μmol；（b）0.05　μmol

（c）622　s－1，酵素の中では中程度の値（表 7・2 参照）
9．（a）V＝Vmax－（V/［S］）KM

（b）勾配＝－KM，y 切片＝Vmax，x 切片＝Vmax/KM

（c）イーディー・ホフステープロットは，以下のようになる．

10．11　μmol　min－1

11．
f ES＝ 　  　＝　　  　　

12．（a）7；（b）4；（c）5；（d）1；（e）8；（ f ）2；（g）9；（h）6；（ i ）
10；（ j ）3

13．

14．
V0＝　　  　　　　　　　  　＝　　  　　

［S］＝ 10　KM のとき V0/Vmax＝ 0.91

［S］＝ 20　KM のとき V0/Vmax＝ 0.95

したがって，酵素が Vmax に達することを示したミカエリス・メンテ
ン曲線はすべて，とんでもない偽物である．
15．アロステリック酵素の反応経路の最終産物による阻害．フィー

ドバック阻害は，最終産物の過剰の生成と，生成物が必要とされな
いときに基質の消費を防ぐ．
16．この酵素は本質的に常に R 状態にあるため，単純なミカエリス・

メンテンの反応速度論で示される．
17．ホモトロピック効果のエフェクターはアロステリック酵素の基

質である．ヘテロトロピック効果のエフェクターはアロステリック
酵素の調節因子である．前者では速度対基質濃度曲線は S 字形を
示す．一方後者はこの曲線の KM の中間点を変更させる．結局，ど
ちらのタイプのエフェクターも T/R 比を変えるように作用する．

18．再構成による四次構造複合体の形成と，結果として生じる触媒
活性および調節活性が，個々のコンポーメントの一次構造としてコー
ドされているということがわかる．

19．逐次モデルは協奏モデルより容易に負の協同性を説明する．
20．（a）KM は k2 が律速である場合にのみ親和性の尺度になるが，

これがそのケースである．すなわち，より低い KM はより高い親和
性を意味する．変異酵素が高い親和性をもつ．

（b）50　μmol　min－1．10　mM は KM と一致しており，KM は 1/2　Vmax

を与える．Vmax は 100　μmol　min－1

（c）酵素は反応の平衡状態を変えることはない．
21．酵素 2 である．酵素 1 は酵素 2 よりも高い Vmax の値をもってい

るが，矢印で示された環境の基質濃度では，酵素 2 の方が大きな活
性をもっている．酵素 2 の基質に対する KM の方が低いので，その
濃度では，酵素 2 はより大きな活性をもつのである．
22．赤線はアロステリック酵素を示し，一方青線はミカエリス・メン

テン型酵素を示す．アロステリック酵素は閾値効果を示す．すなわ
ち狭い基質濃度の範囲で活性が急激に立ち上がる．言い換えれば，
アロステリック酵素は基質濃度の変化により感受性が高く，代謝経
路を制御する酵素において望ましい特性である．
23．もし酵素の総量（ET）が増えたら，Vmax＝k2［ET］なので Vmax は

増加するだろう．しかし，KM＝（k－1＋k2）/k1 で，KM は基質濃度に
依存しない．中央のグラフがこの状況を表している．
24．最初の段階が律速段階であろう．酵素 EB と EC は（1/2）Vmax の

速度で働いているが，一方，酵素 EA の KM は基質濃度よりも高い
値である．EA はおよそ 10－2　Vmax の速度で働いているだろう．
25．（a）どんな酵素─基質複合体の効率を測定する場合でも，最も有

効な方法は kcat/KM 値を求めることである．問題中の三つの基質の
kcat/KM 値は，それぞれ 6，20，36 である．すなわち，この酵素は
切断されるペプチド結合の C 末端側のアミノ酸が大きな疎水性ア
ミノ酸であるペプチド結合に強い選択性を示す．

（b）この基質に対する kcat/KM 値は 2 であり，あまり効果的ではな
い．この値は，この酵素が小さい側鎖─大きい疎水性側鎖からなる
ペプチド結合を好んで切断することを示唆している．
26．基質 A と B の反応速度は次式で与えられる．

VA＝（　  　）A［E］［A］

VB＝（　  　）B［E］［B］

したがって，これらの速度の比は，

　  　＝（　  　）A［A］/（　  　）B［B］

ゆえに，この酵素は KM 値だけよりも，むしろ k2/KM の値に基づ
いて競合する基質を区別する．
27．蛍光分光法により，酵素─セリン複合体および酵素─セリン─イ

ンドール複合体の存在が明らかである．
28．（a）

（b）この挙動は基質による阻害が起こっていることを示している．
基質が高濃度の場合，基質は活性部位で生成物を生じないような複
合体を形成する．次ページの図ではどのようなことが起こっている
かを示している．基質は通常は決められた方向で結合し，図では　　
は  ，　　は   に結合するようにして示されている．基質が高濃度

1　阻害剤なし
2　競合阻害剤あり
3　非競合阻害剤あり

1

2

3

V/[S]

V

V0

Vmax

［S］
KM＋［S］

ミカエリス・メンテン型
酵素

0

アロステリック酵素
＋阻害剤 アロステリック酵素

＋活性化剤

アロステリック酵素

1/
V 0

1/[S]

Vmax［S］
KM＋［S］

V0

Vmax

［S］
KM＋［S］

k2

KM

k2

KM

VA

VB

k2

KM

k2

KM

1/[S]

1/V0
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の場合，基質分子の端はそれぞれ正しい方向を向くような形で活性
部位に結合するが，二つの別々の基質分子が結合するということが
起こりうる．

29．PALA は基質類似体として働くため，PALA の結合は ATC アー
ゼを T 状態から R 状態へと切替える．結合した PALA をもつ酵素
分子は，PALA を結合していない酵素分子よりも，遊離の触媒部位
が少ない．しかし，PALA を結合する酵素は R 状態になるため，基
質との親和性がさらに高くなる．PALA 濃度で活性化の程度が変化
するのは，アロステリック定数 L0，基質と類似物質に対する R 状
態と T 状態の結合親和性の複合的な働きによる．
30．単純な逐次モデルからは，R 状態の触媒鎖の割合（ fR）は基質を

結合したものの割合（Y）と同じであることが予測される．逆に，協
奏モデルからは，基質濃度が増加するにつれて，fR が Y よりも急激
に増加することが予測される．図は協奏モデルから予測されるよう
に，基質の添加で fR の変化が Y を変化させている．
31．ハイブリッド酵素では，修飾されていない機能をもつ触媒部位

にコハク酸が結合すると，もう一方の修飾された側のニトロチロシ
ン残基の可視吸収スペクトルが変わる．このように，基質類似体が
片方の三量体の活性部位に結合すると，もう片方の三量体の構造が
変化する．
32．協奏モデルによれば，アロステリック活性化剤はすべてのサブ

ユニットの構造的な平衡を R 状態へ移動させ，一方アロステリッ
ク阻害剤は平衡を T 状態へ移動させる．つまり，ATP（アロステリッ
ク活性化剤）は平衡を R 状態に移動させる．その結果，基質が結
合したときと同様な吸収の変化が見られる．CTP は ATP と異なる
効果をもち，アロステリック阻害剤が平衡を T 状態に移動させる
ことがわかる．このように協奏モデルは，ATC アーゼの基質誘導
性（ホモトロピック）のアロステリック相互作用だけでなく，ATP

誘導性，CTP 誘導性のアロステリック相互作用（ヘテロトロピック）
をも説明できる．

8 章
1．共有結合触媒作用； 一般酸塩基触媒作用； 金属イオン触媒作用；

近接と配向による触媒作用
2．酵素の三次元構造は，基質，反応中間体，生成物との相互作用に

より安定化する．この安定化の結果，熱変性が抑えられる．
3．（a）この情報は，スクシニルコリンの適正な投与量を決めるのに

必要である．
（b）麻痺の持続時間は薬を分解する血漿コリンエステラーゼの能
力に依存する．もし酵素の活性が 1/8 であれば持続時間は 8 倍にも
延びる．このことはいくつもの理由により好ましくない．第一に，
使用時間の延長により人工呼吸器が壊れる可能性があり，人工呼吸
器を付けている患者に良くない，第二に，医者がゴルフをできなく
なるかもしれない．

（c）KM とは酵素が Vmax の半分の活性を得るのに必要な基質濃度で
ある．したがって，基質濃度が同じであれば，低い KM をもつ酵素
では反応はより速くなる．KM が高い変異をもつ患者では薬の分解
は遅くなる．その結果は（b）を参照．

4．特定のアミノ酸側鎖が触媒機構に関わると考えられるとき，官能
基特異的試薬によるその残基の共有結合修飾により，酵素活性は変
えられるか阻害される．
5．競合阻害： 2，3，9

不競合阻害： 4，5，6

非競合阻害： 1，7，8

6．（a）阻害剤がない場合，Vmax は 47.6　μmol　min－1．KM は 1.1×10－5　
M．阻害剤がある場合，Vmax は同じで，見かけの KM は 3.1×10－5　
M となる．

（b）競合
7．（a）Vmax は 9.5　μmol　min－1．KM は 1.1×10－5　M で，阻害剤がない

場合と同じ．
（b）非競合阻害
8．官能基特異的阻害剤，アフィニティー類似体，自殺阻害剤，遷移

状態類似体
9．ペニシリンのラクタム環は，細菌の細胞壁を安定化する酵素であ

る糖ペプチドペプチド転移酵素のセリン残基と反応する．ラクタム
環が破壊されると，ペニシリンは効果がなくなる．実際，β─ラクタ
マーゼの存在がペニシリン抵抗性をもたらす．
10．触媒三残基はキモトリプシンの活性部位にあり，Ser　195，His　

57，Asp　102 のアミノ酸からなる．His 残基は Ser 残基の側鎖の位
置を決めてそのヒドロキシ基を分極化することにより脱プロトンす
る．基質が存在すると His　57 は Ser　195 のヒドロキシ基から水素イ
オンを受け取る．ヒドロキシ基からの水素イオンの引き抜きはヒド
ロキシ基よりも強力な求核基であるアルコキシドイオンを生成す
る．Asp 残基は His 残基の向きを定めて，水素結合と静電的効果に
よって，それをより適した水素イオンの受容体にする．
11．オキシアニオンホールは，キモトリプシンの活性部位に存在す

る構造である．タンパク質分解における四面体中間体のオキシアニ
オン構造を安定化し，アシル酵素中間体の形成を助ける．
12．キモトリプシンは，ペプチド結合を二つのステップで切断する．

アシル酵素中間体が生成する最初のステップは二つ目のステップで
ある加水分解よりも速いため．
13．キモトリプシンは大きな疎水性残基を認識している．その残基

が酵素の活性中心の穴に疎水的な作用により埋もれる．
14．

実験条件 Vmax KM

a．2 倍の酵素を用いる 2　倍 変化なし
b．半分量の酵素を用いる 半　分 変化なし
c．競合阻害剤が存在する 変化なし 増　加
d．不競合阻害剤が存在する 減　少 減　少
e．純粋な非競合阻害剤が存在する 減　少 変化なし

15．キモトリプシンによる触媒反応には，置換された酵素の反応中
間体が存在するので，この反応はピンポン（複置換）反応である．
16．（a）［S＋］が KM の値よりもずっと大きいとき，酵素に対する pH

の影響は無視できるであろう．なぜなら酵素があるとすぐに S＋は E－

と相互作用するからである．

（b）［S＋］が KM の値よりもずっと小さいとき，pH に対する V0 のプ
ロットは，基本的には酵素活性が滴定のマーカーであるような，イ

酵素活性部位

基質による阻害

酵素活性部位

通常の基質の活性部位
での結合．基質は　と
　の球に分解される

pH

Vmax

V 0

2 6 104 8
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オン性残基の滴定曲線になる．pH が低いと高濃度の H＋は酵素を
不活性な EH 形に保つ．pH が上昇するにつれてより多くの酵素が活
性な E－の形になる．pH が高い（H＋濃度が低い）とすべての酵素が
E－の形にある．

（c）この曲線の中間点はイオン性残基の pKa に等しく，pH　6 である．
17．アスパラギン酸の負電荷は，ヒスチジン His　57 の配向を助ける

ことにより，一般塩基触媒としてセリンが反応性の高いアルコキ
シドイオンになることを補助する．負電荷のないアスパラギンは
His　57 を配向する能力は低くなるだろう．実際，この変異を加えた
キモトリプシンは野生型酵素に比べて 10,000 分の 1 に活性が低下
する．
18．アシル酵素中間体の形成はアミド基質の加水分解よりも遅いた

め，バーストは観測されない．エステル基質では，アシル酵素中間
体の形成はより早くなる．
19．（a）トシル─L─リシンクロロメチルケトン（TLCK）
（b）基質を加えてトリプシンの失活が抑えられるかを調べる．異
性体 D─TLCK が阻害するか否かを確認する．

9 章
1．（a）6；（b）10；（c）5；（d）7；（e）9；（ f ）3；（g）4；（h）2；（ i ）

1；（ j ）8

2．（a）2.96×10－11　g
（b）2.71×108 分子
（c）否．もし立方体の結晶をとって並べば，赤血球には 3.22×108

分子のヘモグロビンが詰められることになり，実際に詰められてい
る密度は詰めうる最大の 84％に相当する．
3．鉄の量は 2.65　g（すなわち 4.75×10－2　mol）
4．（a）ヒトでは筋肉 1　kg 当たり酸素 1.44×10－2　g（4.49×10－4　mol），

マッコウクジラでは筋肉 1　kg 当たり酸素 0.144　g（4.49×10－3　mol）；
（b）128

5．ヘモグロビンはその協同性により酸素分圧が高い肺で飽和する．
ヘモグロビンが組織に移動すると，酸素分圧が低くなり，酸素が解
離することにより，酸素が必要な場所に運ばれる．このようにして，
協同的な放出は酸素を組織でほぼ完全に〝荷降ろし〟するのを助け
る．
6．デオキシヘモグロビンは T 状態である．酸素があると R  T 平衡

を R 状態へと一気に動かす．その構造変化はとても大きく，結晶
をバラバラにする．
7．四つの部位のうち一つだけに酸素が結合したヘモグロビンはおも

に T 状態であり，この観測結果は逐次モデルに一致している．一
方，三つの部位に酸素が結合したヘモグロビンはそのほとんどが R

状態の四次構造をとっているため，そのふるまいは協奏的であると
いえる．
8．胎児ヘモグロビンは母親ヘモグロビンのようには 2,3─BPG を結

合できない．ヘモグロビンに 2,3─BPG が強く結合すると，酸素へ
の親和性が低くなることを思い出そう．
9．ヘモグロビン S の分子は互いに結合しあって，大きく線維状の凝

集体になり，それが細胞の中で伸びて赤血球の形を変えて鎌状にす
る．この凝集はおもに HbS のデオキシ型で起こる．この変形した

細胞により毛細血管は詰まり，低酸素の領域をつくってしまう．し
たがって，ヘモグロビンがデオキシ型になればなるほど，多くの細
胞が鎌状になる．鎌状赤血球は毛細血管の中を流れにくくなり，血
液の循環を阻害して組織にダメージを与える．鎌状の細胞は通常の
赤血球よりも壊れやすく，それが破裂（溶血）すると重篤な貧血に
なる．
10．デオキシ HbA には相補的な疎水部位があり，デオキシ HbS に

線維状になって結合していくことができる．結合したデオキシ HbA

は逆の端に疎水部分がないので途絶え，線維はそれ以上延びない．
11．クジラは，息継ぎの間に長距離泳ぐ．クジラの筋肉に含まれる

高濃度ミオグロビンは，つぎの息をするまでの間の筋肉にすぐに使
える酸素を供給し続ける．
12．2,3─BPG があると平衡が T 状態に動く．2,3─BPG はデオキシヘ

モグロビン（T 状態）の中央のくぼみにのみ結合する．このくぼみ
のサイズは R 状態への変化で小さくなり，2,3─BPG を追い出すこ
とにより R 状態が形成されやすくなる．
13．高濃度 2,3─BPG は酸素結合曲線を右にずらす．その結果組織で

の酸素解離が促進され，そのため組織への酸素供給の割合は増加す
る．
14．（a）輸血は赤血球の数を増やし，血液の酸素運搬能力を上げる

ことにより，より長い間動き続けることができる．
（b）2,3─BPG はヘモグロビンの T 状態を安定化させ，より効率的
に酸素を放出させる．もし 2,3─BPG がなくなったら，赤血球が多
くの酸素をかかえていたとしても，酸素は放出されなくなる．
15．ボーア効果は，単調な講義の〝つまらない（boring）〟効果のこ

とではなく，水素イオンと二酸化炭素によるヘモグロビンの酸素結
合の調節のことである．デオキシヘモグロビンは T 状態を安定化す
るイオン結合により安定化されている．そのうちの一つは C 末端の
His β 146 と Asp β 94 の間の結合である．pH が上昇すると His β 146

が脱プロトンして正電荷を失い，塩橋が壊れて R 状態の形成が促
進される．pH が低下すると His β 146 は正に帯電する．イオン結
合ができることにより平衡が R 状態から T 状態に動き，酸素が放
出される．
16．酸素結合は，銅イオンとそれに配位しているヒスチジン残基を

互いに近づけるだろう．そのためヒスチジンが結合するヘリックス
をも動かす（ヘモグロビンのコンホメーション変化と同様の方法
で）．
17．（c）に示すイノシトールペンタキスリン酸．イノシトールペン

タキスリン酸は 2,3─BPG と同様に負電荷をもつ．
18．（a）2；（b）4；（c）2；（d）1

19．BPG とヘモグロビンとの静電的相互作用は，水分子との競合に
より弱まリ，T 状態は安化されない．
20．（a）koff＝ konK＝ 20　s－1

（b）平均時間は 0.05　s（koff の逆数）
21．pKa は，（a）低下；（b）上昇；（c）上昇
22．一酸化炭素の強い結合は酸素が放出されるような低い酸素分圧

においても四量体を R 状態にする．つまり，一酸化炭素の結合は
酸素飽和曲線を左にシフトする．
23．62.7％酸素運搬能
24．修飾ヘモグロビンは協同効果を示さない．溶液中のイミダゾー

ルはヘム鉄（ヒスチジンの部位）に結合するだろうし，酸素結合を
促進するだろう．しかし，コンホメーション変化を伝えるために動
かなければならない特別な α ヘリックスとの重要な結合が欠けて
いる．
25．酸の放出により pH は低下し，それが組織での酸素解離を促進す

る．この酸素解離の増大によりデオキシ Hb の濃度が高まるが，そ
れゆえに赤血球は鎌状になりやすくなる．
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10 章
1．糖質はもともと炭素の水和物と見なされていた．というのは多く

の糖質の実験式が（CH2O）n と表されるからである．
2．3 個のアミノ酸が結合してできるペプチドの種類は 6 種類である．

しかし，3 種類の異なる単糖は，さまざまな結合の仕方で結合でき
る．直鎖状あるいは分枝をもつ構造の両方になりうるし，また α

と β の結合，さらに C─1 と C─3，C─1 と C─4，C─1 と C─6 など
の間での結合も可能である．三糖がとりうる構造は 12,288 通りで
あり，トリペプチドはわずかに 6 種類である．
3．（a）10；（b）6；（c）8；（d）9；（e）2；（ f ）4；（g）1；（h）5；（ i ）

7；（ j ）3

4．（a）アルドース─ケトース；（b）エピマー；（c）アルドース─ケ
トース；（d）アノマー；（e）アルドース─ケトース；（ f ）エピマー
5．エリトロース： 四炭糖アルドース； リボース： 五炭糖アルドー

ス； グリセルアルデヒド： 三炭糖アルドース； ジヒドロキシアセト
ン： 三炭糖ケトース； エリトルロース： 四炭糖ケトース； リブロー
ス： 五炭糖ケトース； フルクトース： 六炭糖ケトース
6．

7．グルコースは，開いた鎖状構造にアルデヒド基があるので反応性
がある．アルデヒド基は，ゆっくりとアミノ基と縮合しアミノケト
ンを形成する．
8．スクロースは還元糖ではない．グルコースおよびフルクトースの

アノマー炭素原子は還元剤として働く．しかし，スクロースでは，
フルクトースとグルコースのアノマー炭素原子が共有結合によって
結びつけられているため，反応に利用できない．
9．（a）β─D─マンノース；（b）β─D─ガラクトース；（c）β─D─フル

クトース；（d）β─D─グルコサミン．
10．この三糖を合成し細胞間相互作用に及ぼす影響を調べてみる．

もし，この糖タンパク質の三糖が相互作用に重要であるならば，そ
れ自身が細胞接着の競合阻害薬となる可能性が高い．
11．（a）還元糖ではない．開いた鎖状構造をとることは不可能であ

る．（b）D─ガラクトース，D─グルコース，D─フルクトース．（c）
D─ガラクトースとスクロース（グルコース＋フルクトース）．
12．α─アノマーのヘミアセタール結合が切断され開いた鎖状構造と

なる．C─1 および C─2 の結合で回転が起こり β─ アノマーができ
る．そして，結果として両異性体の混合物となる．

13．とても甘いピラノースは，加熱によって安定であるけれどもあ
まり甘くないフラノースに変わる．したがって，調理品の甘さを微
妙に調整することは難しい．これが，時間が経つとハチミツの甘さ
が失われていく原因ともなっている．構造については，図 10・6 を
参照のこと．
14．（a）1 分子のグリコーゲンは，還元末端は一つであるが，非還元

末端はたくさんあり，その数は分枝の数，つまり α─1,6 結合の数
によって決まる．

（b）グリコーゲン分子の非還元末端の数は，還元末端の数よりも
はるかに多い．グリコーゲンの分解および合成の反応は，すべて非
還元末端で起こり，そのため分解および合成の速度をきわめて大き
くすることができる．
15．グリコーゲンは α─1,4─グリコシド結合で結合したグルコースの

ポリマーで，約 12 個のグルコース単位ごとに α─1,6─グリコシド
結合による分枝を形成している．デンプンは 2 種類のグルコースポ
リマーからなる．アミロースは，α─1,4─グリコシド結合で形成さ
れた直鎖状のポリマーである．アミロペクチンはグリコーゲンと類
似しているが，分枝が少なく約 30 個のグルコースに一つの割合で
分枝がある．
16．セルロースは，β─1,4 結合で結合したグルコースの直鎖状のポリ

マーである．グリコーゲンは分岐のあるポリマーで，主鎖は α─1,4─
グリコシド結合によって形成されている．β─1,4 結合は直鎖状ポリ
マーをつくり，構造的役割に適している．グリコーゲンの α─1,4

結合はらせん構造を形成し，小さな空間に多くのグルコースの貯蔵
を可能にしている．
17．普通の糖タンパク質は，しばしば分泌タンパク質にみられ，さ

まざまな役割をもっている．たとえばホルモンである EPO も糖タ
ンパク質である．通常，タンパク質成分が，糖タンパク質の重量の
大部分を占めている．対照的に，プロテオグリカンとムコタンパク
質（ムチン）は大部分が糖質である．プロテオグリカンはグリコサ
ミノグリカンを結合し，軟骨や細胞外マトリックスにおいて構造的
役割を担っている．ムコタンパク質は，潤滑剤として働き，多彩な
糖質が N ─アセチルガラクトサミンを介して結合している．
18．EPO に糖鎖が結合することによって，循環血中の滞留時間が長

くなる．そのため，糖鎖をもたない EPO に比べ，長期間にわたり
機能し続けることができる．
19．糖タンパク質は，糖質によって装飾を施されているタンパク質

である．レクチンは，特異的に糖を認識するタンパク質である．レ
クチンも糖タンパク質であることが多い．
20．グリコサミノグリカンは，高度にイオン化しているため，たく

さんの水分子を結合することができる．たとえば，かかとが地面に
当たったときに軟骨が圧迫を受けると，水が遊離し衝撃を和らげ
る．そして，かかとを持ち上げると再び水が結合する．
21．糖質がすべての生物の細胞表面に存在することから，他の生物

や環境による認識機構に関わることが示唆される．
22．マンノース 6─リン酸に結合するレクチン（マンノース 6─リン

酸受容体）が欠損しているとしたら，宛名書きされたタンパク質は
正しく認識されない．
23．64．それぞれの部位に糖が結合するかしないかであるので，26＝

64 のタンパク質ができる可能性がある．
24．多種類の単糖がさまざまな結合様式により結合し生成する数多

くの異性体により情報に富む複雑な糖鎖が形成される．
25．6 章で論じたように，多くの酵素は立体特異性を示す．スクロー

スの合成酵素は，明らかに基質の異性体を識別して，正しいペアだ
けを結合させる．
26．もしレクチンの糖結合特異性がわかっていたら，適当な糖を結

合させたアフィニティーカラムをつくることができる．興味のある
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レクチンを含むタンパク質溶液をカラムに通す．この方法を利用す
ることによって，グルコース結合レクチンであるコンカナバリン A

が精製された．
27．（a）アグリカンはグリコサミノグリカンにより高度に装飾され

ている．もし，グリコサミノグリカンが培養液中に遊離したとした
ら，アグリカンの分解が進んだことを示している．

（b）アグリカンを分解せずにアグリカンからグリコサミノグリカ
ンを切出す別の酵素が存在する可能性がある．ここでは示されてい
ない実験によって，グリコサミノグリカンの遊離を測ることでアグ
リカンの分解が正確に測定されることが確かめられている．

（c）対照実験によって，この測定法に固有の〝バックグラウンド〟
であるベースラインがわかる．

（d）アグリカンの分解が顕著に増強された．
（e）アグリカンの分解がバックグラウンドにまで低下した．
（ f ）この実験は in vitro の系なので，in vivo において軟骨の安定化
に寄与する因子がすべて含まれていないことが考えられる．
28．α─アノマーの比率は 0.36 であり，β─アノマーの比率は 0.64 で

ある．
29．1 分子のピラノシドは，2 分子の過ヨウ素酸と反応し，生成物の

一つはギ酸である．一方，1 分子のフラノシドは，1 分子の過ヨウ
素酸と反応し，ギ酸は生成しない．

11 章
1．脂質とは水に不溶で有機溶媒によく溶ける物質のことである．
2．（a）5，（b）10，（c）8，（d）7，（e）1，（ f ）2，（g）4，（h）3，（ i）

9

3．

4．植物のトリアシルグリセロールは動物に比べてシスの二重結合を
多く含んでいるか，またはより短い鎖長の脂肪酸鎖をもっているか
ら．
5．トリアシルグリセロールはグリセロール骨格に三つの脂肪酸が結

合してできている．トリアシルグリセロールは燃料の貯蔵形であ
る．グリセロリン脂質は，グリセロール骨格に二つの脂肪酸が結合
し，残りの一つはアルコールがリン酸を介して結合している．グリ
セロリン脂質は膜の成分である．
6．グリセロリン脂質の骨格はグリセロールであり，スフィンゴ脂質

の骨格はスフィンゴシンである．スフィンゴ脂質では脂肪酸の一つ
がスフィンゴシンにアミド結合している．
7．頭部には，セリン，エタノールアミン，コリン，グリセロール，

イノシトールがある．
8．

9．脂質は基本的に疎水性分子である．たとえば，トリアシルグリセ
ロールは三つの脂肪酸側鎖をもっている．全体的に疎水性であるこ
とが，有機溶媒に溶けて水には溶けないことの説明となる．
10．疎水性鎖が水を避けて他分子の同様の鎖と相互作用する．一方，

親水性頭部は水と容易に相互作用し，結果として膜構造やリポソー
ムとよばれる小さな脂質小胞をつくる（p.147）．
11．ステロイドは直線的ではなく，円形の繰返し構造をしている．
12．炭素数 16 の脂肪鎖がエーテル結合している．グリセロールの 2

位の炭素原子には，脂肪酸の代わりにアセチル基がエステル結合し
ている．これらの点が，多くのリン脂質とは異なっている．
13．

ステアリン酸ナトリウムは親水性頭部（COO－Na＋）が水に向き脂
肪酸鎖（  ）が内部を向いているミセルを形成する．ステアリン酸
ナトリウムは，水中でかくはんによって衣類に作用したり，擦るこ
とによって皮膚に作用すると，疎水性の脂汚れがミセル内部の疎水
性領域に取込まれ，すすぎによって排水中に洗い流される．
14．排水中に洗い流すことのできる可溶性のミセルの代わりに，沈

殿したマグネシウム塩やカルシウム塩が浴槽に垢の環をつくる．
15．脂質はグリコーゲンに比べてより還元されており，しかも無水

の状態で貯蔵される．
16．冬眠動物は，融点の低い多価不飽和脂肪酸の割合が高い植物を

選択的に食べる．
17．（a）4；（b）1；（c）5；（d）3；（e）7；（ f ）2；（g）6

18．シス二重結合は脂肪酸鎖にねじれをつくるので密な充塡を阻害
し，ファンデルワールス力に関与する原子の数を減らす．このため
飽和脂肪酸に比べて融点は下がる．トランス脂肪酸はねじれを生じ
ないので，シス脂肪酸より融点は高く，飽和脂肪酸の融点に近い．
19．パルミチン酸はステアリン酸より短いので，鎖を充塡する際に

ファンデルワールス相互作用の機会が減り，融点が下がる．

12 章
1．1）すべての膜は厚さが 2 分子分のシート状の構造をもつ．2）す

べての膜は脂質とタンパク質で構成されており，これらは炭水化物
で装飾されている場合がある．3）すべての膜脂質は親水性成分と
疎水性成分が結合した両親媒性因子であり，水溶液中では自然に閉
じた分子シート構造をもつ．4）膜に固有のタンパク質は，膜を介
して分子や情報の伝達を媒介している．5）すべての膜は非共有結
合の集合体である．6）二重膜のそれぞれの構造は異なる，つまり
膜は非対称である．7）すべての膜は硬い構造でなく流動的な構造
からなる．8）すべての膜は電気的に分極しており，細胞の内側が
外側に対してマイナスになっている．
2．第一に，通過する分子は親油性でなければならない，そして第二

に，通過する分子の濃度は膜を挟んだ片側が反対側よりも濃くなけ
ればならない．
3．（a）3；（b）5；（c）6；（d）1；（e）7；（ f ）10；（g）2；（h）4；（ i ）

8；（ j ）9

4．（c），（a），（e），（b），（d）
5．単純拡散では輸送物質は濃度勾配に従って濃度の低い方へ膜を

通って拡散できる．促進拡散では親油性でない輸送物質は膜を通過
して直接拡散することができない．濃度の低い方への促進拡散でも
チャネルや輸送体が必要である．
6．受動輸送（促進拡散）では，チャネルや輸送体によって物質は濃

度の低い方へ移動する．能動輸送では ATP の加水分解などで得ら
れるエネルギーを消費することによって濃度勾配が形成される．

COO–

ラウリン酸

（a）

（b）

パルミトレイン酸
COO–COO–

リノール酸

（c）

CH3(CH2)14C O CH2

CH3(CH2)16C O CH

O

O

O

CH(CH2)7CCH3(CH2)7CH O CH2

パルミチン酸

ステアリン酸

オレイン酸

COO–Na+

ステアリン酸ナトリウム塩

11問題の解答（10～12 章）



7．ほとんどのタンパク質の構造は静的ではなく，その生化学的な役
目を行うには立体構造の変化が必要であることを思い出そう．膜が
硬すぎると，必要な配座構造をとることができない．逆に，膜の流
動性が高すぎると，タンパク質が構造を維持するために必要な環境

（膜の疎水性コア）との相互作用が妨げられてしまう．
8．心臓の収縮（心拍）は，貯蔵された Ca2＋の放出によって開始され，

細胞質から Ca2＋が除去されることで終了する．この Ca2＋除去の部
分的なメカニズムとして，細胞の外に Ca2＋を移動させる Na＋/Ca2＋

対向輸送体の働きにより行われる．Na＋の濃度勾配は，Na＋,K＋─
ATP アーゼによって制御される．強心ステロイドはこの Na＋,K＋─
ATP アーゼを阻害し，続いて，Na＋/Ca2＋対向輸送体の働きが抑え
られる．その結果，収縮のための信号である Ca2＋がより長く心臓
細胞にとどまることで，より強い心臓の拍動が可能となる．
9．ウワバインは，ジギタリスのように，Na＋,K＋─ATP アーゼを阻

害する．Na＋,K＋─ATP アーゼは，神経細胞や筋細胞を電気的に興
奮させる Na＋勾配の維持に重要である．このウワバインによる
Na＋,K＋─ATP アーゼの阻害は，心機能や呼吸機能などの生命に必
要な生化学的なプロセスの中枢をシャットダウンさせる．
10．共輸送体の阻害は，最終的に ATP アーゼの阻害につながるだろ

う．すなわち，Na＋勾配は共輸送体によって分散されないため，細
胞外の Na＋濃度は非常に大きくなり，ATP アーゼによる ATP の加
水分解では，このような大きな勾配に対するポンプ作用を行うのに
十分なエネルギーが供給されないだろう．
11．選択性とイオンの速やかな輸送
12．リガンド依存性チャネルはリガンド分子がチャネルに結合する

と開き，電位依存性チャネルは膜電位の変化に応じて開く．
13．間違いである．Na＋/グルコース共輸送体では，輸送自体は ATP

に直接依存することはないが，グルコース取込みの原動力となる
Na＋勾配は ATP の加水分解によってつくられている．
14．1）ATP の加水分解； 2）濃度勾配に従うある分子の移動が，濃

度勾配に逆らう他の分子の移動と共役すること．
15．疎水性のアミノ酸が 20 個連続するタンパク質をデータベースで

検索すればよい．
16．疎水性効果のため．もし穴が空いてもリン脂質の疎水性尾部が

集合して水を完全に遠ざける．
17．膜表在性タンパク質は，膜脂質のリン脂質頭部または膜内在性

タンパク質の露出部分に付着している．膜内在性タンパク質は膜に
埋め込まれている．
18．膜の両側面が同一になるためには，脂質やタンパク質，炭化水

素などの親水性部位が膜の疎水性内部を通り抜ける必要があるが，
それは難しい．
19．正しい向きに配位された Na＋/グルコース共輸送体をもつ小胞膜

を横切るようにグルコース濃度勾配を形成する．最初 Na＋濃度は
膜の両側で等しくなければならない．グルコースはトランスポー
ターを通って，濃度勾配に従い〝逆方向〟に流れるため，このグル
コース濃度勾配の消失に伴って Na＋濃度勾配が現れる．
20．イオンチャネルは，イオンをどちらの向きにも同じ速度で輸送

しなければならない．イオンの正味の流れは，膜の両側の溶液の組
成によってのみ決定される．
21．疎水性環境下では，すべてのアミド水素原子とカルボニル酸素

原子が水素結合の鎖をつくって安定化している．アミノ酸側鎖（R

基）が疎水性なら膜内部の疎水性領域と相互作用する．
22．アセチルコリンエステラーゼの強力な触媒活性により，神経刺

激の持続時間が短く保たれるようにする．
23．イブプロフェンは合成酵素の競合的阻害剤である．
24．（a）グラフでは，温度が上がるに従って，リン脂質の流動性が

増えることを示している．Tm は流動性が低い状態から流動性が高

い状態に移行する温度である．コレステロールは，流動性が低い状
態から高い状態への移行期を広げる．実質的には，コレステロール
は膜の流動性の温度変化に対する感受性を下げる．（b）コレステ
ロールの存在は，急な移行を防ぐことで膜の流動性を安定させる傾
向があるので，この効果は重要である．タンパク質の機能は適切な
膜の流動性に依存するので，コレステロールは膜タンパク質にとっ
て適切な環境を維持している．
25．グルコースの運搬割合は曲線を描くので，運搬体が存在するこ

とが示唆される．なぜならば，はじめは運搬割合が高いが，高い濃度
になると運搬割合が横ばいになっており，ミカエリス・メンテン型酵
素（p.79）のように運搬体が飽和したことと矛盾しない．インドー
ルはそのような飽和の現象を示さないことから，インドールは脂肪
親和性であり，単純に膜を横切って拡散することを意味する．ウワ
バインは Na＋/K＋ポンプの特異的な阻害剤である．もしウワバイン
がグルコースの運搬を阻害する場合，Na＋/グルコース共輸送体が
運搬を支援している．
26．日中は長鎖飽和脂肪酸が多い．夜がくると鎖長が短くなるかシ

ス二重結合を含むようになる，もしくはその両方になる．
27．細胞は生体異物とよばれる多くの環境化学物質にさらされるか

もしれない．これらの化学物質の多くは有毒である可能性がある．
それらの化学物質を排除できると，細胞は長生きする．
28．基本的に裏返しの膜となる．溶媒から離れるように構造の内側

に親水基が集合し，一方，炭化水素鎖は溶媒と接触する．
29．（a）ASIC1a のみがこの毒によって阻害される．
（b）可逆的である．毒素が取除かれると，酸感知チャネルの活性
が回復し始める．

（c）0.9　nM

30．この突然変異は開口延長症候群（slow channel syndrome; SCS）
をひき起こす変異の一つである．示された結果からは，チャネルの
閉鎖欠損が示唆される．すなわちチャネルの開口状態が延長してい
る．あるいは，この変異チャネルは，正常なチャネルよりアセチル
コリンに対する親和性が高い可能性がある．
31．電気記録はチャネルの開口がまれにしか起こらないであろうこ

とを示している．この変異は受容体のアセチルコリンに対する親和
性を減少させる．
32．イオンチャネルの阻害は活動電位を抑制し，それにより神経機

能を喪失させる．これらの毒素分子は，特定のイオンチャネルを分
離し，特異的に抑制するのに有用である．
33．チャネルを通過するイオンは，水和している水分子を取除かな

ければいけないが，これはエンダーゴニック反応プロセスである．
K＋は，水分子を取除くためのエネルギーを選択フィルターとの相
互作用によって供給される．一方，Na＋は K＋よりも小さいため，
選択フィルターとの間の相互作用により得られるエネルギーが小さ
く，水和している水分子を取除くために必要なエネルギーを得るこ
とができない．したがって，Na＋はチャネルを通過することができ
ない．

13 章
1．（a）7；（b）13；（c）6；（d）1；（e）10；（ f ）2；（g）14；（h）3；
（ i ）12；（ j ）8；（k）4；（ l ）9；（m）11；（n）5

2．1．G タンパク質共役型（7 回膜貫通型）受容体； 2．リガンドの
結合によって二量体化する受容体で，チロシンキナーゼと結合す
る； 3．リガンドの結合によって二量体化するチロシンキナーゼ受
容体（受容体チロシンキナーゼ）．
3．ホルモンの受容体への結合という初期シグナルは，酵素とチャネ

ルによって増幅される．
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4．受容体は，細胞膜の外側にシグナル分子が結合できる部位をもち，
さらに細胞内ドメインをもつ必要がある．シグナルの受容体への結
合は，シグナルが伝達されるように細胞内ドメインの構造変化をひ
き起こす必要がある．
5．GTP アーゼ活性はシグナルを終結させる．そのような活性がない

と，活性化された経路は活性化されたままであり，初期シグナルの
変化に応答できない．
6．適切な受容体の存在である．
7．（a）7；（b）3；（c）l；（d）10；（e）2；（ f ）9；（g）4；（h）6；（ i ）

5；（ j ）8

8．細胞膜を横切るシグナル伝達において，インスリンと EGF の受
容体は共通した機構を採用している．
9．増殖因子受容体は二量体化によって活性化する．抗体が受容体を

二量体化させるとすれば，細胞のシグナル伝達経路が活性化される
であろう．
10．ヘテロ三量体 G タンパク質は，αβγ サブユニットで構成され，α

サブユニットには GTP 結合部位がある．シグナルを結合した受容
体刺激による活性化により，GDP は GTP と交換され，GTP を結
合した α サブユニットは，βγ サブユニットから解離し，アデニル
酸シクラーゼなどの他の経路の構成成分を活性化する．Ras などの
小さな G タンパク質は，単一のサブユニットからなるタンパク質
で，EGF シグナル伝達経路にある Sos などのタンパク質によって
活性化される．この活性化で GDP から GTP に交換して Ras が活
性化され，次に特定のキナーゼが活性化される．
11．この α サブユニットは常に活性型である GTP 結合型をとるた

め，シグナル伝達経路を活性化し続ける．
12．Ca2＋は細胞内に存在するさまざまなタンパク質の表面に結合し

うるため，動きが妨げられて，その拡散速度は小さくなる．cAMP

はそれほど結合しないので拡散速度は大きい．
13．Gαs はアデニル酸シクラーゼを活性化し，cAMP の産生を促すこ

とでグルコースを動員する（24 章）．cAMP ホスホジエステラーゼ
が阻害されると，アドレナリンによるシグナル伝達が終わっても
cAMP 濃度が高く保たれ，その結果グルコースの動員が続くことに
なる．
14．インスリンによって始動する経路のネットワーク全体は，非常

に多くのタンパク質を含み，図 13・18 に示したものよりかなり精
巧につくられている．さらに，他の多くのタンパク質がインスリン
のシグナル伝達の終結に関与している．インスリンのシグナル伝達
やその後にインスリンの応答を終結させる経路にかかわるタンパク
質の欠陥は，障害をひき起こす可能性を秘めている．したがって，
多くの異なる遺伝子の欠陥が 2 型糖尿病の原因となることに驚きは
ない．
15．成長ホルモンの結合は，単量体受容体の二量体化をひき起こす．

そして二量体化した受容体は，この受容体に結合した別のチロシン
キナーゼを活性化できる．その後のシグナル伝達経路は，インスリ
ン受容体や他の哺乳動物 EGF 受容体によって活性化される経路と
類似したものになるだろう．
16．がん原遺伝子は，通常は細胞増殖を調節するタンパク質をコー

ドする正常に発現する遺伝子である．がん遺伝子は，コードされた
タンパク質が常に増殖を促進するように変異または過剰発現される
がん原遺伝子である．がん抑制遺伝子は，細胞増殖を阻害したり，
細胞死を誘発したりするタンパク質をコードしている．
17．がん原遺伝子は，しばしば何らかのシグナルに応答して細胞の

増殖と分裂に至る経路を開始させたり，経路の構成要素となってい
る．一つの遺伝子のみが変異している場合には，他の遺伝子が正常
に機能し続けても，細胞は持続的に刺激されて増殖する．他方，が
ん抑制遺伝子は何らかの機構で増殖シグナルを阻害する．したがっ

て，たとえ一つの遺伝子が機能していなくても，残りの正常な遺伝
子は無制限の成長を阻害するのに通常は十分である．
18．EGF のシグナル伝達経路内にあって他に有効な薬物標的として，

すべてではないが，以下が含まれる．EGF 受容体のキナーゼ活性
部位，Grb2，Sos，Ras，または，このシグナル伝達経路さらに下
流の他の構成成分．
19．この章で説明した受容体と同様に，リガンド開口性チャネルに

はシグナル分子が結合し，シグナル分子はチャネルの活性を変化さ
せてシグナルを伝達する．たとえば，IP3 活性化カルシウムチャネ
ルは，IP3 が結合するまでは閉じられている．

20．疎水性アミノ酸残基が細胞の水溶性環境にさらされることはめっ
たにないことを思い出そう．そのような残基の露出は，カルモジュ
リンが他のタンパク質に結合することを可能にし，したがってシグ
ナルを伝達する．
21．G タンパク質はシグナル伝達経路の構成成分である．末端の硫

酸は G タンパク質の GTP アーゼ活性に対して効果的な基質とはな
り得ない．
22．二つの同一受容体が，同じシグナル分子の異なる部位を認識す

る必要があるためである．
23．負電荷をもつグルタミン酸残基は，負電荷をもつホスホセリン

やホスホトレオニン残基を模倣し，酵素が活性化型として安定に存
在することを可能にする．
24．Ca2＋濃度は，細胞から Ca2＋を汲み出す輸送系によって低く維持

されている．この低い定常状態環境を考えると，シグナル伝達に
よって生じる細胞内 Ca2＋濃度の一過的な上昇は容易に感知できる．

25．変異型受容体は，EGF が結合すると，全長からなる単量体と二
量体化するであろう．しかし変異型受容体は，近接するキナーゼド
メインに対する基質がなく，またもう一方の単量体の C 末端部位
をリン酸化する自己キナーゼドメインもないので，交差リン酸化反
応が起こらない．したがって，この変異型受容体は，正常な EGF

のシグナル伝達を遮断するであろう．
26．105

27．（a）X～～10－7　M； Y～～5×10－6　M； Z～～10－3　M
（b）X が最大結合の半分を占めるのに要する濃度が最も低いので，
X が最も高親和性である．

（c）結合親和性がアデニル酸シクラーゼの活性化能にほとんど完全
に反映されているので，ホルモン受容体複合体はアデニル酸シク
ラーゼを活性化すると考えられる．

（d）Gαs に対する抗体の存在下で実験を行ってみるとよい．
28．（a）総結合量は，受容体への特異的な結合のほかに，他の受容

体への結合や細胞膜への非特異的な結合も含んでいる．
（b）受容体はリガンドに対して高い親和性をもっているため，過
剰量の非標識リガンド存在下では，標識リガンドよりも非標識リガ
ンドが確率的に結合しやすい．したがって，標識リガンドの結合は
非特異的なものであると考えられる．

（c）プラトー域（飽和域）は，細胞膜上の受容体結合部位に限界が
あるということを示している．
29．1 細胞当たりの受容体数＝（104　cpm/mg 細胞膜タンパク質）×
（mg 細胞膜タンパク質/1010 細胞）×（μmol/1012　cpm）×（6.023×

1020 分子/μmol）＝ 600

14 章
1．（a）6；（b）4；（c）1；（d）9；（e）2；（ f ）10；（g）5；（h）3；（ i ）

7；（ j ）8

2．われわれの最も重要な食べ物，つまり脂質，複合糖質，タンパク
質は，小腸の細胞が取込むことのできない，大型の高分子である．
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それらは小さな分子に分解され，輸送体を介して小腸の細胞に取込
まれる．細胞内では，糖，脂肪酸，アミノ酸は代謝経路を介してエ
ネルギー源として使われるほか，細胞を構成する要素となる．
3．噛むことによって，食べ物は均質化され，消化酵素と混ざりやす

くなる．
4．変性により，タンパク質の三次構造が失われる．変性し，引き伸

ばされたタンパク質は，タンパク質分解酵素の基質としてより効率
のよい消化を受ける．
5．α─ アミラーゼは α─1,4 結合を加水分解し，限界デキストリン，

マルトトリオース，グルコースがつくられる．α─グルコシダーゼ
はマルトース，マルトトリオース，α─アミラーゼによって生成さ
れうる他のオリゴ糖類を分解する．デキストリナーゼは限界デキス
トリンを分解する．これらの酵素が働いてできた単糖類は，腸から
吸収される．
6．万一，膵臓や膵管において，少量のトリプシノーゲンが不適切に

活性化されると，トリプシンが他の酵素前駆体を活性化し膵臓自身
が破壊されてしまう．
7．マカロニはデンプンである．デンプンを水和すると，α─アミラー

ゼはより効率よくデンプンに結合し，分解しやすくなる．
8．タンパク質や糖と異なり，脂質分子も，脂質の分解産物である脂

肪酸も水に溶けない．脂質は胆汁酸の働きによって脂肪滴と水の混
合物（エマルション）に変換される．エマルションはリパーゼの基
質となる．リパーゼによってつくられる脂肪酸は，ミセルとして小
腸膜に運ばれる．
9．エマルションを形成することによって，水溶性のリパーゼが，脂

肪滴中の脂質のエステル結合にアクセスできるようになる．
10．脂質の分解と吸収が妨げられ，多量の脂質が糞便中に排泄され

るようになる．
11．ミセルは，リパーゼの分解産物である脂肪酸とモノアシルグリ

セロールを小腸の細胞に運び，そこで吸収される．
12．消化酵素を前駆体として分泌するのは，分泌臓器が分泌物によっ

て傷害される危険を少なくするためである．
13．コレシストキニンは膵臓からの消化酵素の分泌と，胆囊からの

胆汁酸塩の分泌を刺激する．
14．Na＋は Na＋/グルコース共役輸送体と連携して，グルコースを小

腸の細胞へ取込む．
15．反応は分子内で起こるため，活性化は酵素前駆体の濃度とは関

連しない．

15 章
1．細胞内で起こる高度に統合化された生化学的反応．
2．同化は，エネルギーを消費しつつ新たな分子あるいは最終的には

細胞を組立てる生化学反応のまとまりである．異化は，燃料源や生
体分子を分解してエネルギーを抽出する生化学反応のまとまりであ
る．
3．公共物の汚損は無礼であるし高くつくと答えた．汚損を除去する

のに経費がかかることに加え，ギブズエネルギーは系が平衡のとき
に最小となることを無礼者は知るべきである．
4．細胞運動と力学的仕事； 能動輸送； 生合成反応
5．（a）6；（b）8；（c）9；（d）1；（e）7；（ f ）2；（g）3；（h）5；（ i ）

10；（ j ）4

6．静電的反発，共鳴による安定化，エントロピーの増大，水和によ
る安定化
7．一つのヌクレオチドが利用可能なエネルギーを代表することによ

り，細胞のエネルギー状態のモニターが容易となる．
8．これらの 2 価イオンは ATP の電荷を中和し，ATP と結合する高分

子物質との相互作用を容易にする．
9．ATP 濃度の増加，もしくは細胞の ADP あるいは Pi 濃度の減少
（たとえば，他の反応による急速な除去）が，反応をよりエキサゴ
ニックにするであろう．同様に，Mg2＋濃度の変化が反応の ΔG を
増減させるであろう（問題 27 と 32）．
10．（a）と（b）と（d）は右向き，（c）は左向き．
11．何もわからない．
12．（a）ΔG℉'＝＋31.4　kJ　mol－1（7.5　kcal　mol－1），K'eq＝ 3.06× 10－6；
（b）3.28× 104

13．ΔG℉'＝ 7.1　kJ　mol－1（1.7　kcal　mol－1）．平衡比は 17.8．
14．（a）酢酸＋CoA＋H＋　  　アセチル CoA＋H2O  

 ΔG℉'＝＋31.4　kJ　mol－1（＋7.5　kcal　mol－1）．
ATP の AMP への加水分解  

 ΔG℉'＝－45.6　kJ　mol－1（－10.9　kcal　mol－1）．
全体の反応　ΔG℉'＝－14.2　kJ　mol－1（－3.4　kcal　mol－1）．

（b）PPi の加水分解に伴って ΔG℉'＝－33.5　kJ　mol－1（－8.0　kcal　mol－1）
と，反応は全体としてエキサゴニックになる．
15．経路に含まれる個々のステップのギブズエネルギー変化の和が

経路全体のギブズエネルギー変化を決める．したがって，正のギブ
ズエネルギー変化をもつ反応があっても十分なエキサゴニック反応
と共役すれば反応は推し進められる．
16．ADP 部分である．
17．高等生物はビタミンをつくることができないので，他の生物か

らのビタミン取得に依存している．
18．NADH および FADH2 が異化における電子伝達体； NADPH は同

化における伝達体
19．C＝O 結合の電子が C－O 結合とつくるような安定な共鳴構造を

C－S 結合とはつくりにくいためである．結果として，チオエステル
は，酸素エステルと同程度にまでは共鳴によって安定化されない．
20．酵素量の調節，酵素活性の調節，基質利用の調節
21．ΔG＝ΔG℉'＋RT ln｛［生成物］/［反応物］｝の式を思い出してみよ

う．生成物の反応物に対する比率を変えることにより，ΔG が変化
する．解糖系においては，経路の成分の濃度によって，ΔG の値が
ΔG℉' の値よりも大きくなる．
22．（A）エタノール；（B）乳酸；（C）コハク酸；（D）イソクエン

酸；（E）リンゴ酸
23．摂取された食物が小腸から吸収されるような分子に変換されな

いと，生体はエネルギーを抽出することができない．
24．反応は熱力学的に有利であるが，活性化エネルギーが大きいた

め，速度論的には安定である．細胞が必要とするときに，酵素の作
用により活性化エネルギーが低下し反応が進む．
25．（a）酸を AH とすると，AH   A－＋H＋，Ka＝［A－］［H＋］/［AH］

である．pKa＝－log10　Ka と定義される．ΔG℉' は pH　7 における標準
ギブズエネルギー変化である．したがって，ΔG℉'＝－RT ln　Ka＝  

－2.303・RT　log10　Ka＝＋2.303　RT・pKa となる．
（b）ΔG℉'＝ 27.32　kJ　mol－1（6.53　kcal　mol－1）
26．ほとんどの生物での活性型硫酸は，3'─ホスホアデノシン 5'─ホ

スホ硫酸（3'─ホスホアデニリル硫酸）である．
27．（a）Mg2＋の濃度が低下すると加水分解の ΔG（の絶対値）は大

きくなる．pMg が対数のプロットであることに注意せよ．したがっ
て，x 軸のそれぞれの数は［Mg2＋］が 10 倍ずつ異なることを表す．

（b）Mg2＋は，ATP のリン酸に結合し，電荷による反発を軽減してい
る．［Mg2＋］が低下するに従って，ATP の電荷による安定性は悪く
なり反発が強まる．そして加水分解の ΔG が増大することになる．
28．無脊椎動物の筋肉のホスホアルギニンは，脊椎動物の筋肉のホ

スホクレアチンと同じく高いポテンシャルをもつリン酸基の貯蔵体
として働いている．筋肉の活動時においても，ホスホアルギニンに
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よって高い ATP レベルが維持されている．
29．（a）補助食品としてのクレアチンの背景にある理論的根拠は，

クレアチンがホスホクレアチンに変換され，筋収縮後の速やかな
ATP の補充に役立つということであろう．

（b）もしクレアチンが有益であるならば，短時間の急激な運動に
対して作用があるだろう．持続した運動には，図 15・9 で示したよ
うに，燃料の代謝による ATP 生成が必要である．このためには，
もっと時間を要する．
30．標準状態の下では，ΔG℉'＝－RT ln｛［生成物］/［反応物］｝である．
ΔG℉' に 23.8　kJ　mol－1（5.7　kcal　mol－1）を代入し，［生成物］/［反応
物］を求めると，7×10－5 が得られる．すなわち，右向きの反応が
ほとんど起こらない．細胞内の条件では，ΔG は－1.3　kJ　mol－1（－0.3　
kcal　mol－1）である．ΔG＝ΔG℉'＋RT ln｛［生成物］/［反応物］｝の式
を用いて，［生成物］/［反応物］を求めると，3.7×10－5 となる．し
たがって，標準状態の下ではエンダーゴニックな反応を，［生成物］/

［反応物］の比率を平衡の値より小さく維持することによって，エ
キサゴニックな反応に転換することができる．通常，このような転
換は，生成物が生じたらすぐにつぎの共役反応で利用することによ
り達成される．
31．標準状態では，

K'eq＝　  　×　　　  　　　＝ 2.67×102

平衡における［B］の［A］に対する比率は

　  　＝K'eq 　　　  　　　

で与えられる．細胞の ATP 生成系は［ATP］/［ADP］［Pi］の比率を
約 500　M－1 という高いレベルに維持している．この比率より

　  　＝ 2.67× 102× 500＝ 1.34× 105

が求まる．この平衡比は ATP の加水分解がないときの反応 A  B の
値（1.15×10－3）と著しく異なっている．言い換えれば，ATP の加
水分解を A から B への変換に共役させることによって A に対する B

の平衡比を約 108 倍に変化させるのである．
32． 肝 臓：－45.2　kJ　mol－1（－10.8　kcal　mol－1）． 筋 肉：－48.1　kJ　

mol－1（－11.5　kcal　mol－1）．脳：－48.5　kJ　mol－1（－11.6　kcal　mol－1）．
ATP の加水分解のギブズエネルギーは脳において負の値が最も大
きい．

16 章
1．（d）
2．（a）
3．（b），（d）
4．グルコースは生物以前の原始的な条件下で生成される．グルコー

スは最も安定なヘキソースであり，したがって，他の単糖類に比べ
て，非酵素的にタンパク質と反応しにくい．
5．（a）4；（b）3；（c）1；（d）6；（e）8；（ f）2；（g）10；（h）9；（ i）

7；（ j）5

6．両者ともに電子の供与体はグリセルアルデヒド 3︲リン酸である．
乳酸発酵において電子の受容体になるのはピルビン酸であり，乳酸
に変換される．アルコール発酵ではアセトアルデヒドが電子の受容
体となり，エタノールを生成する．
7．（a）3　ATP；（b）2　ATP；（c）2　ATP；（d）2　ATP；（e）4　ATP

8．へキソキナーゼが飽和しているときに，グルコキナーゼは肝での
血中からのグルコースの除去を可能にしており，後で必要になった

ときのためにグルコースを捕捉して確保している．
9．グルコキナーゼはより高い KM 値をもち，ヘキソキナーゼでは飽

和しているような高いグルコース濃度において，より活性をもつこ
とを可能にしている．
10．グルコースは二つの 3 炭素断片に切断されないが，フルクトー

スは切断され，3 炭素断片は解糖の第二段階で代謝される．フルク
トース 6︲リン酸からフルクトース 1,6︲ビスリン酸への変換は，グ
ルコース異性体が再形成されることを抑制している．
11．生成した GAP はひき続く反応で直ちに除去されるので，この酵

素によって DHAP から GAP に転換される．
12．チオエステルは，グリセルアルデヒド 3︲リン酸から 3︲ホスホグ

リセリン酸への酸化を，1,3︲ビスホスホグリセリン酸の生成と共役
させている．したがって，1,3︲ビスホスホグリセリン酸は ATP 生
成を駆動できる．
13．解糖はアルコール発酵の構成成分であり，ビールとワインのア

ルコールを生産する経路である．アルコール発酵の生化学的基礎を
理解することは，より効果的なビールの生産に資するという考えか
らである．
14．グリセルアルデヒド 3︲リン酸から 1,3︲ビスホスホグリセリン酸

の変換は，ニコチン酸由来の補酵素 NAD＋を必要とするために損
なわれ，解糖の効率が低下するであろう．
15．グルコース 6︲リン酸は他の運命をもっているに違いない．事実，

グルコース 6︲リン酸はグリコーゲンに変換されるか，生合成のた
めの還元力を生むのに使われる．
16．筋肉細胞のエネルギー要求性は，休養時から激しい運動時まで

広く変化する．したがって，エネルギーの充足による 6︲ホスホフ
ルクトキナーゼの調節はきわめて重要である．肝のような他の組織
では ATP 濃度の変動が起こりにくく，6︲ホスホフルクトキナーゼ
の重要な調節因子とはならないであろう．
17．解糖の逆反応 ΔG℉' は＋90　kJ　mol－1（＋22　kcal　mol－1）で，非常

にエンダーゴニックなため起こらない．
18．ピルビン酸は，アルコール発酵でエタノールに，乳酸発酵で乳酸に，

あるいは細胞の呼吸で二酸化炭素と水にまで完全に酸化される．
19．ヘキソキナーゼによるグルコースからグルコース 6︲リン酸への

変換，6︲ホスホフルクトキナーゼによるフルクトース 6︲リン酸か
らフルクトース 1,6︲ビスリン酸への変換，そして，ピルビン酸キ
ナーゼによるピルビン酸からホスホエノールピルビン酸への変換．
20．乳酸は強い酸（問題 2・15）である．乳酸が細胞内に残ると細胞

の pH が低下し，筋肉タンパク質が変性して筋肉が障害を受ける．
21．肝では，フルクトースはケトヘキソキナーゼによってフルクトー

ス 1︲リン酸に変換される．フルクトース 1︲リン酸はある特殊なア
ルドラーゼで分解されて，解糖経路の生成物であるグリセルアルデ
ヒドとジヒドロキシアセトンリン酸を生じる．グリセルアルデヒド
はトリオキナーゼで解糖中間体であるグリセルアルデヒド 3︲リン
酸に変換される．他の組織では，フルクトースはヘキソキナーゼに
よってフルクトース 6︲リン酸に変換される．
22．トリオースリン酸イソメラーゼを欠如すると，アルドラーゼに

よって生成した二つの 3 炭素分子のうち一つのみが ATP 産生に利
用される．グルコース 1 分子の代謝から，わずか 2 分子の ATP が
産生するであろう．しかし，2 分子の ATP がひき続くフルクトー
ス 1,6︲ビスリン酸の生成に必要である．正味の ATP 収量はゼロと
なり，生存が不可能になる．
23．3.06× 10－5

24．（a）フルクトース 1︲リン酸経路により，6︲ホスホフルクトキナー
ゼによる調節を迂回して，グリセルアルデヒド 3︲リン酸が生成す
るから．

（b）6︲ホスホフルクトキナーゼが迂回されるので，解糖は調節を

［B］eq

［A］eq

［ADP］eq［Pi］eq

［ATP］eq

［B］eq

［A］eq

［ATP］eq

［ADP］eq［Pi］eq

［B］eq

［A］eq
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受けずに進行する．乳酸アシドーシスの結果となり，さらには脂肪
肝（28 章）に進む．
25．この例は分子の化学量論的利用と触媒的利用の違いを表してい

る．もし細胞が NAD＋を化学量論的に消費するなら，乳酸が生成
するたびに新しい NAD＋が必要となる．NAD＋の合成には ATP が
必要である．他方，NADH に変換される NAD＋が再生されて再利
用されたら，少数の分子で多数の乳酸分子を再生できる．NAD＋は
NADH の酸化により再生されて再利用される．このように，NAD＋

は触媒的に利用される．
26．7 章の酵素反応速度論での議論を思い出そう．多くの場合，基質

は酵素よりも高濃度で存在する．したがって，少量の基質が 6︲ホ
スホフルクトキナーゼの強力な活性化因子に変換されると，ATP

合成速度の急激な上昇へと導く．
27．（a）4；（b）10；（c）1；（d）5；（e）7；（ f）8；（g）9；（h）2；
（ i）3；（ j）6

28．フルクトース 2,6︲ビスリン酸は，酵素を R 状態に安定化させる．
29．ガラクトースは糖タンパク質の構成要素の一つである．たぶん，

ガラクトースがないと，中枢神経系で必要とされる糖タンパク質の
機能や形成が不適切な状態になるかもしれない．より一般的には，
ガラクトースがないときにこの症状が起こるので，ガラクトースは
何らかの機構で必要なのであろう．
30．K＋チャネルであるリガンド開口性チャネルは，ATP の結合で抑

制される．この抑制は膜電位を変えて，Ca2＋チャネルである電位
依存性チャネルを活性化し，Ca2＋を流入させる．Ca2＋はインスリ
ン含有顆粒と細胞膜との融合を促進し，インスリン分泌をひき起
こす．
31．ミカエリス・メンテンの式に，KM＝ 50　μM，v0＝ 0.9　Vmax の条

件を入れると，最大反応速度の 90％を与える基質濃度は 0.45　mM

となる．正常な条件下（3.6～6.1　mM）において，この酵素はほぼ
最大反応速度で作用している．
32．（a）奇妙なことに，この酵素はリン酸基供与体として ATP より

もむしろ ADP を利用する．
（b）AMP と ATP の両方は，リン酸基供与体である ADP の競合阻
害剤として挙動する．P. furiosus の酵素は，明らかに ATP によるア
ロステリック阻害を受けていない．
33．ATP は，基質として予想されるように，はじめは PFK 活性を促

進する．高濃度の ATP は酵素を抑制する．基質としてのこの効果
は直感に反するように思われるが，筋肉での解糖の機能は ATP 産
生にあることを思い出そう．したがって，ATP が高濃度にあるこ
とは，ATP の需要が満たされて解糖を停止すべきというシグナル
を発する．ATP は基質であることに加えて，PFK のアロステリッ
ク阻害剤である．
34．（a）アルコール発酵の生成物であるエタノールとともに，二酸

化炭素は発酵速度の良い指標となる．
（b）リン酸は，グリセルアルデヒド︲3︲リン酸デヒドロゲナーゼに
よって触媒される反応に必要な基質である．

（c）遊離のリン酸量が限られているに違いないことを示している．
（d）予想される比率は 1 であろう．ピルビン酸が脱炭酸されるご
とに，リン酸が消費される．

（e）リン酸の欠如は，グリセルアルデヒド︲3︲リン酸デヒドロゲナー
ゼを抑制する．この抑制は解糖をバックアップして，フルクトース
1,6︲ビスリン酸を蓄積させるであろう．
35．グルコースは開環型がアルデヒド基をもつので，反応性がある．

言い換えると，グルコースは還元糖である．
36．（a）標識はピルビン酸のメチル炭素にある．
（b）5　mCi　mM－1 生成物（ピルビン酸）のモル数は，標識された基
質（グルコース）のモル数の 2 倍になるので，比活性は半分になる．

37．（a）グルコース＋ 2　Pi＋ 2　ADP　  　2 乳酸＋ 2　ATP

（b）ΔG℉'＝－123　kJ　mol－1（－29　kcal　mol－1）
（c）ΔG＝－114　kJ　mol－1（－27.2　kcal　mol－1）
38．GLUT2 は血中グルコース濃度が高いときにのみグルコースを輸送

し，これがまさに膵臓 β 細胞がインスリンを分泌する状態である．
39．フルクトース＋ ATP 　　   

 フルクトース 1︲リン酸＋ ADP： 　　　　  　　　　
フルクトース 1︲リン酸 　　   

 ジヒドロキシアセトンリン酸＋グリセルアルデヒド：  

 フルクトース‒1‒リン酸アルドラーゼ
グリセルアルデヒド＋ ATP 　　   

 グリセルアルデヒド 3︲リン酸＋ ADP： 　　　  　　　
6︲ホスホフルクトキナーゼによって触媒される解糖の最初の調節段
階は，上の反応によって迂回され，解糖は調節されずに進行してし
まうだろう．
40．糖欠乏時にヘキソキナーゼは触媒学的に不活性型の構造であり，

酵素の ATP アーゼ活性は低い．キシロースの添加により，酵素の
二つのローブの間の溝が閉じる．しかし，キシロースにはヒドロキ
シメチル基がないので，リン酸化されない．その代わりに，通常は
C︲6 ヒドロキシメチル基のある部位に存在する水分子が，ATP か
らのリン酸基受容体として働く．
41．アデニル酸キナーゼの平衡定数は下式で表される．

 Keq ＝ 　　　  　　　 （1）

すなわち

 ［AMP］＝ Keq　　　  　　 （2）

となる．細胞内では，［ATP］＞［ADP］＞［AMP］であるのを思い出
そう．ATP 濃度は ADP 濃度よりも大きいため，ATP が利用される
とその濃度のわずかな減少は，［ADP］においてはより大きな比率
での増加となる．［ADP］のより大きな比率での増加は，［AMP］
においてはさらにずっと大きな比率での増加となる．というのは，

［AMP］は［ADP］の 2 乗と相関するからである．本質的には，（2）式
は，AMP でエネルギー状態をモニターすることで，［ATP］におけ
るわずかな変化を増幅し，より厳密な制御へつながるということを
示している．

17 章
1．解糖系の逆反応は，細胞内条件下で非常にエンダーゴニックであ

る．糖新生系でのヌクレオシド三リン酸（NTP）6 分子の消費が，
糖新生系をエキサゴニックにしている．
2．（a）6；（b）1；（c）7；（d）3；（e）2；（ f ）5；（g）4

3．解糖では，ピルビン酸キナーゼによるピルビン酸と ATP の生成が
非可逆的である．この段階は糖新生で二つの反応で迂回される．

（1）ピルビン酸カルボキシラーゼによるピルビン酸と CO2 からの
オキサロ酢酸の生成と，（2）ホスホエノールピルビン酸カルボキシ
キナーゼによるオキサロ酢酸と GTP からのホスホエノールピルビ
ン酸の生成である．6─ホスホフルクトキナーゼによるフルクトース
1,6─ビスリン酸の生成は，糖新生ではフルクトース─1,6─ビスホス
ファターゼによって迂回され，この酵素はフルクトース 1,6─ビス
リン酸をフルクトース 6─リン酸に変換する．解糖で最後にへキソ
キナーゼによって触媒されるグルコース 6─リン酸の生成は，グル
コース─6─ホスファターゼで迂回されるが，これは肝でのみ起こる．
4．反応（b）と（e）が阻害される．
5．激しい運動時の糖新生は，高等生物における臓器間の協力のよい

事例である．筋肉が活発に収縮すると，解糖によってグルコースか

ケトヘキソキナーゼ

トリオキナーゼ

［ATP］［AMP］
［ADP］2

［ADP］2

［ATP］
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ら乳酸ができる．乳酸は血中に放出され，肝臓に吸収される．そこ
で乳酸は糖新生によってグルコースに変換される．新しく生成した
グルコースは放出され，筋肉によってエネルギー産生に利用される．
6．筋肉は収縮の間に乳酸を産生しやすい．乳酸は強い酸で，筋肉や

血中に蓄積できない．肝は血中から乳酸を取込んでグルコースに変
換し，そのグルコースは血中に放出されたり，後で利用できるよう
グリコーゲンとして貯蔵できる．
7．両組織にとってグルコースは重要なエネルギー源であり，本質的

には脳では唯一のエネルギー源となる．したがって，これらの組織
ではグルコースを一切放出しない．グルコース─6─ホスファターゼ
がないことがグルコースの放出を妨げている．
8．乳酸デヒドロゲナーゼは，糖新生では乳酸からピルビン酸を生成

するが，乳酸発酵ではピルビン酸から乳酸を生成する．
9．（a）A，B；（b）C，D；（c）D；（d）A；（e）B；（ f ）C；（g）A；
（h）D；（ i ）なし；（ j ）A；（k）A

10．アミノ酸が血中に放出され，それが肝に取込まれて，炭素骨格
がグルコースへと変換される．
11．6　NTP（4　ATP と 2　GTP）； 2　NADH

12．（a）なし；（b）なし；（c）4（2　ATP と 2　GTP）；（d）なし
13．一つの回路は，解糖系の酵素 6─ホスホフルクトキナーゼと糖新

生系の酵素フルクトース─1,6─ビスホスファターゼを必要とするも
のである．もう一つは，解糖系の酵素ピルビン酸キナーゼと糖新生
系の酵素ピルビン酸カルボキシラーゼとホスホエノールピルビン酸
カルボキシキナーゼを必要とするものである．
14．基質回路は，代謝の情報を増幅することによって，一方または

もう一方の流量を制御している．
15．二つの基質回路の酵素は調節点にある．解糖経路は，フルクトー

ス 2,6─ビスリン酸，AMP とフルクトース 1,6─ビスリン酸によって活
性化され，ATP，アラニン，クエン酸とプロトンによって抑制され
る．糖新生経路は，クエン酸とアセチル CoA によって活性化され，
フルクトース 2,6─ビスリン酸，AMP と ADP によって抑制される．
16．（a）2，3，6，9；（b）1，4，5，7，8

17．アラニンとアスパラギン酸からアミノ基が除去されると，オキ
ソ酸のピルビン酸とオキサロ酢酸が生成する．これら両方の分子は
糖新生経路を構成する成分である．
18．（a）増大する；（b）増大する；（c）増大する；（d）減少する
19．糖新生または解糖においてジヒドロキシアセトンリン酸が利用

される．

20．（a）両方の酵素が同時に作用すると，以下の反応が進行する．

正味の結果は単純化される：
ATP＋ H2O 　　 ADP＋ Pi

ATP 加水分解のエネルギーは，熱として放出されるであろう．
（b）支持していない．熱産生のサイクルとして，両方の酵素が同
時に同じ細胞で機能する必要がある．

（c）B. terrestris と B. rufocinctus の種は，両方の酵素がかなり活性
があるので，ある程度無益回路を示すであろう．

（d）否．これらの結果は，6─ホスホフルクトキナーゼとフルクトー
ス─1,6─ビスホスファターゼの同時に作用する活性が，示された種に
おいて熱産生に利用されそうもないことを，単に示したに過ぎない．
21．乳酸はさらに酸化を受けることができ，有用なエネルギーとな

る．乳酸からグルコースへ変換することで，将来燃焼される炭素原
子を節約できる．
22．グルコースが豊富なときに高濃度で存在するフルクトース 2,6─

ビスリン酸は，通常はフルクトース─1,6─ビスホスファターゼを阻
害することによって糖新生を抑制している．この遺伝性疾患では，
グルコース量に関係なく，フルクトース─1,6─ビスホスファターゼ
が活性化する．したがって基質回路が増加する．フルクトース 1,6─
ビスリン酸の量が結果的に正常よりも低くなり，ピルビン酸の生成
量が減る．その結果として ATP の生成も少なくなる．
23．どの炭素も標識されない．オキサロ酢酸を生成するために（乳

酸からできた）ピルビン酸に加えられた CO2 はオキサロ酢酸がホ
スホエノールピルビン酸に変換するときに失われる．
24．糖新生ではリン酸基転移ポテンシャルの高い分子が四つ投入さ

れ，平衡定数を 1032 倍に変化させる．これによりピルビン酸から
グルコースへの変換は熱力学的に可能となる．このエネルギーの投
入がないと，糖新生は起こらない．

18 章
1．ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体がつぎのような反応を触媒し，

解糖とクエン酸回路を結ぶ．
ピルビン酸＋ CoA＋ NAD＋　  　

 アセチル CoA＋ NADH＋ H＋＋ CO2

2．ピルビン酸デヒドロゲナーゼはピルビン酸の脱炭酸とアセチルリ
ポアミドの形成を触媒する．ジヒドロリポアミド S─アセチルトラ
ンスフェラーゼはアセチル CoA の形成を，ジヒドロリポアミドデ
ヒドロゲナーゼは酸化型リポアミドの再生を触媒する．複合体に結
合した PDH キナーゼは複合体をリン酸化して不活性にする．PDH

ホスファターゼは複合体を脱リン酸して活性化する．
3．残りの段階で，つぎの反応サイクルを始めるのに必要な酸化型リ

ポアミドが再生される．おまけに，この再生反応の結果，NADH

の形で高エネルギー電子が生産される．
4．脱炭酸，酸化，生じたアセチル基の CoA への転移．
5．クエン酸回路による CO2 への酸化と脂質への取込み．
6．チアミン二リン酸はピルビン酸の脱炭酸の際に働く．リポ酸は（リ

ポアミドの形で）アセチル基を転移させる．補酵素 A はリポ酸か
らアセチル基を受取ってアセチル CoA を形成する．FAD は，酸化
型リポ酸を再生するときに，電子とプロトンを受取る．NAD＋は
FADH2 から電子とプロトンを受取る．

7．触媒として働く補酵素（TPP，リポ酸，FAD）は，いったん変化
するが 1 回の反応サイクルの間に元に戻る．つまり，多数のピルビ
ン酸分子を処理する間，ずっと触媒としての役割を果たせる．反応
式に現れる補酵素（補酵素 A と NAD＋）は反応産物の一部になっ
てしまうため，1 回反応すると使えなくなってしまう．
8．電子は還元型リポアミドから最初は FAD へ，つぎに NAD＋へと

渡される．この転移が普通と違うのは，電子が FADH2 から NAD＋

へと移ることである．電子は通常，これとは逆の向きに移動する．
9．（a）6；（b）10；（c）1；（d）7；（e）2；（ f ）8；（g）3；（h）4；（ i ）

C

CH2OH

HHO

CH2OH

グリセロール グリセロールリン酸

ジヒドロキシ
アセトンリン酸

C

CH2OH

HHO

CH2OPO3
2–

C

CH2OH

O

CH2OPO3
2–

ATP ADP + H+

グリセロール
キナーゼ

NAD+ NADH + H+

グリセロールリン酸
デヒドロゲナーゼ

ATP

ADP

フルクトース
6─リン酸

フルクトース
1,6─ビスリン酸

6─ホスホフル
クトキナーゼ

Pi

H2O

フルクトース─1,6─
ビスホスファターゼ
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5；（ j ）9

10．筋肉では，複合体によって生成するアセチル CoA はエネルギー
をつくるために使われる．したがって，エネルギーの充足率が高い

（ATP/ADP 比と NADH/NAD＋比が高い）ことを示すシグナルに
よって複合体が阻害され，逆に充足率が低い状態では複合体は活性
化される．筋収縮のシグナル（つまりエネルギーの必要性を示す）
であるカルシウムも，複合体を活性化する．肝臓では，ピルビン酸
から生じたアセチル CoA は脂肪酸合成など，生合成のために使われ
る．食物を摂取した状態を示すホルモンのインスリンが，複合体を
活性化する．
11．（a）キナーゼ活性が亢進すると，キナーゼによるリン酸化が促

進されるため，ピルビン酸デヒドロゲナーゼの活性は低下する．
（b）ホスファターゼはリン酸基を除去して複合体を活性化する．ホ
スファターゼ活性が弱まると，ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体
の活性も低下する．
12．何らかの形で壁紙の亜ヒ酸塩が体内に取込まれた可能性がある．

亜ヒ酸塩はリポ酸を必要とする酵素，特にピルビン酸デヒドロゲ
ナーゼ複合体を阻害する．
13．アセチルリポアミドとアセチル CoA

14．水銀は，リポ酸に結合することによってピルビン酸デヒドロゲ
ナーゼ複合体，特にアセチルトランスフェラーゼを阻害する．現れ
る症状の多くは神経症状で，それは脳が燃料としてグルコースしか
利用できないからである．
15．アセチル CoA はピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体を阻害する．

アセチル CoA が別の燃料から供給されるので，グルコースからピ
ルビン酸までの代謝は遅くなる．
16．チオエステルは，グリセルアルデヒド─3─リン酸デヒドロゲナー

ゼが触媒してグリセルアルデヒド 3─リン酸から 1,3─ビスホスホグ
リセリン酸が生成する反応の重要な中間体である．1,3─ビスホスホ
グリセリン酸はさらに代謝されてピルビン酸となる．
17．ホスファターゼがピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体を活性化

すると，これがピルビン酸をアセチル CoA に変換する．すると細
胞呼吸の速度が上がり，筋収縮のための ATP が供給される．
18．ピルビン酸デヒドロゲナーゼキナーゼはピルビン酸デヒドロゲ

ナーゼ複合体のピルビン酸デヒドロゲナーゼ成分をリン酸化して不
活性にする．ピルビン酸デヒドロゲナーゼキナーゼを阻害すれば，
グルコースの利用を促進して血糖値を下げる効果的な方法になるか
もしれない．またピルビン酸酸化を増やすことで糖新生の基質の供
給が減ることにより，血糖値の低下に役立つ可能性もある．
19．チアミン二リン酸のチアゾロン誘導体は遷移状態の類似体であ

る．この類似体の含硫チアゾール環は電荷を帯びていないため，チ
アミン触媒反応における正常な遷移状態のチアミン（たとえばヒド
ロキシエチル TPP のイオン化していない共鳴構造）にきわめてよ
く似ている．

19 章
1．（b）
2．（d）
3．（b）
4．（a）
5．アセチル CoA＋ 3　NAD＋＋ FAD＋ ADP＋ Pi　  　 

 2　CO2＋ 3　NADH＋ 3　H＋＋ FADH2＋ ATP＋ CoA

6．クエン酸回路には NAD＋と FAD の安定供給が必要である．これ
らは通常，電子伝達体である NADH と FADH2 が酸素と反応する
ことによって生成する．これらから電子を受取る酸素がなければ，
クエン酸回路は止まってしまうだろう．

7．第一段階では，2 個の炭素原子がオキサロ酢酸と反応して回路に
入り，クエン酸が生成する．つぎに 2 個の炭素原子が酸化されて
CO2 となる．第二段階では生じた 4 炭素分子が代謝されてオキサ
ロ酢酸が再生する．どちらの段階でも，高エネルギー電子が捕捉さ
れる．
8．（a）5；（b）7；（c）1；（d）10；（e）2；（ f ）4；（g）9；（h）3；（ i ）

8；（ j ）6

9．反応の原動力は，チオエステルの加水分解である．アセチル CoA

がチオエステルを提供し，これがシトリル CoA へと変換される．
このチオエステルの加水分解は不可逆反応で，クエン酸が生じる．
10．オキサロ酢酸がクエン酸シンターゼに結合してクエン酸合成の

準備が整うまで，アセチル CoA はクエン酸シンターゼに結合しな
い．また，チオエステルの加水分解に必要な触媒残基は，シトリル
CoA が形成されてから初めて，触媒作用に適した位置につく．
11．（a）クエン酸回路の酵素に加え，イソクエン酸リアーゼとリン

ゴ酸シンターゼが必要である．
（b）2 アセチル CoA＋ NAD＋＋ FAD＋ 3　H2O　  　 

 オキサロ酢酸＋ 2　CoA＋ 2　NADH＋ FADH2＋ 3　H＋

（c）含まない．したがって哺乳類はアセチル CoA からオキサロ酢
酸を合成することはできない．
12．－41.0　kJ　mol－1（－9.8　kcal　mol－1）
13．酵素や酵素複合体は生物学的触媒である．触媒は化学変化を起

こしやすくするが，それ自体が最終的に変化したままになることは
ない．クエン酸回路は触媒として働く．というのは，オキサロ酢酸
がアセチル基に結合すると 2 個の炭素原子の酸化的脱炭酸が起こ
り，回路が一巡するとオキサロ酢酸が再生されるからである．
14．コハク酸の濃度が上昇し，つづいて，阻害箇所よりも〝上流〟

にある 2─オキソグルタル酸やその他の中間体の濃度が上昇する．
コハク酸には脱水素反応に必要な 2 個のメチレン基があるが，マロ
ン酸にはメチレン基が 1 個しかない．
15．コハク酸デヒドロゲナーゼは，クエン酸回路の中で，ミトコン

ドリア膜中に埋め込まれて電子伝達系に接している唯一の酵素であ
る．
16．スクシニル CoA シンテターゼが触媒する反応

スクシニル CoA＋Pi＋ADP　  　コハク酸＋CoA＋ATP

17．スクシニル CoA シンテターゼが触媒する反応
スクシニル CoA＋Pi＋ADP　  　コハク酸＋CoA＋ATP

18．イソクエン酸デヒドロゲナーゼと 2─オキソグルタル酸デヒドロ
ゲナーゼ
19．植物や細菌のように，この回路をもつ生物は，アセチル CoA を

経て脂肪をグルコースに変換できる．
20．2─オキソグルタル酸とピルビン酸はどちらも 2─オキソ酸で，脱

炭酸されると CoA のチオエステルが生じる．さらに，触媒する酵
素複合体のジヒドロリポアミドデヒドロゲナーゼ成分が同一であ
り，それ以外の酵素成分もよく似ている．そのうえ，反応機構も同
じである．
21．脂肪をグルコースへと最終的に変換することはできないからで

ある．なぜなら，脂肪の炭素原子をグルコースの前駆体であるオキ
サロ酢酸に入れる唯一の手段は，クエン酸回路を通すことしかない
ためだ．クエン酸回路へは 2 個の炭素原子がアセチル CoA として入
るが，オキサロ酢酸が生成する前に 2 個の炭素原子が CO2 として失
われる．つまり，脂肪由来の一部の炭素原子はグルコース中の炭素
原子になるかもしれないが，脂肪からグルコースを実質的につくり
出すことはできないのである．
22．ピルビン酸カルボキシラーゼが活性をもつべきなのは，アセチ

ル CoA 濃度が高いときだけである．なので，アセチル CoA が蓄積
するのは，オキサロ酢酸の欠乏のために細胞のエネルギー需要が満
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たされていない場合であろう．このようなときには，ピルビン酸カ
ルボキシラーゼがアナプレロティック反応を触媒する．また，細胞
のエネルギー需要が満たされているがために，アセチル CoA が蓄
積する可能性もある．このようなときには，ピルビン酸はグルコー
スへと変換されるが，その変換の第一段階がオキサロ酢酸の生成な
のである．
23．クエン酸は対称な分子である．したがって，クエン酸の二つの
－CH2COO－基はまったく同じように反応すると研究者たちは予測
した．つまり，一つのクエン酸分子が経路 1 のように反応するたび
に，もう一つのクエン酸分子が経路 2 のように反応するものと考え
られた．その通りなら標識の半数だけが CO2 に現れるはずだった．

24．1 個の水素を A，もう 1 個を B とする．基質の三つの基（X，Y，
H）に，酵素の 3 箇所の相補的部位が結合すると仮定しよう．下の
模式図は，酵素の 3 箇所に X，Y，HA が結合している様子を示して
いる．これに対して X，Y，HB はこの活性部位には結合できない

（三つのうち二つは結合できるが，三つ全部は結合できない）．つま
り HA と HB がたどる運命は異なってくる．

　HA と HB のように立体配置が同等でない基は，酵素反応ではほ
ぼ確実に区別される．これらの基の区別がつくのは，酵素が基質を
特定の向きに保つからである．模式図に示した 3 点で結合するやり
方は，基質の向きを定めるわかりやすい方法であるが，これが唯一
の方法ではない．
25．（a） クエン酸の完全な酸化には， クエン酸 1　μmol 当たり 4.5　
μmol の O2 が必要である．

C6H8O7＋ 4.5　O2　  　6　CO2＋ 4　H2O

したがって，3　μmol のクエン酸によって消費される O2 は 13.5　μmol

となる．

（b）クエン酸の添加によって，単なるクエン酸の酸化では説明で
きない，はるかに多量の O2 が消費される．つまりクエン酸は，O2

の消費を促すのである．
26．（a）亜ヒ酸がないときには，クエン酸量は一定で，亜ヒ酸が存

在するとクエン酸量は減少する．これからクエン酸が代謝されてい
ることがわかる．

（b）亜ヒ酸の作用は変化しない．クエン酸は消失し続ける．
（c）亜ヒ酸は，クエン酸の再生を妨げている．前述したように
（p.248），亜ヒ酸はピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体を阻害する．
27．（a）イソクエン酸リアーゼがなくても，最初の感染は影響を受

けないが，その後の潜伏期は阻害される．
（b）整合する．
（c）イソクエン酸リアーゼ遺伝子を欠失させる過程で別の遺伝子が
損傷された可能性があり，潜伏感染を阻害しているのはこの遺伝子
の欠損であるとの批判を受ける可能性がある．欠失させたイソクエ
ン酸リアーゼ遺伝子をその菌に再挿入することで，批判の根拠が弱
くなる．

（d）結核菌はイソクエン酸リアーゼの働きにより，細胞膜の糖成分
をはじめとして，生存に必要な糖類を合成することが可能になる．
28．（a）クエン酸回路一巡後に，標識はオキサロ酢酸の C︲2 と C︲3

に現れる．（b）ピルビン酸からアセチル CoA が生成するときに
CO2 に現れる．（c）クエン酸回路一巡後に，標識はオキサロ酢酸の
C︲1 と C︲4 に現れる．（d と e）（a）と同じ結果である．
29．（a）定常状態での産物の濃度が，基質濃度に比べて低いから．
（b）オキサロ酢酸が生じるためには，オキサロ酢酸に対するリン
ゴ酸の比が 1.57×104 より大きくなければならない．
30．コハク酸がフマル酸に還元されるときに放出されるエネルギー

は，NADH を合成するには不十分だが，FAD の還元には十分であ
る．
31．クエン酸は第三級アルコールであり，酸化できない．酸化には，ア

ルコールから水素原子を 1 個，アルコールが結合している炭素原子
から水素原子 1 個を除去する必要があるからである．クエン酸では
後者が存在しない．異性化によって第三級アルコールがイソクエン
酸に変換されると，第二級アルコールなので酸化できるようになる．
32．

20 章
1．酸化剤または酸化物質は酸化還元反応において電子を受取る．還

元剤または還元物質は同じような反応において電子を与える．
2．（a）4；（b）5；（c）2；（d）10；（e）3；（ f ）8；（g）9；（h）7；（ i ）

1；（ j ）6
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経路 1

経路 2（実際は起こらない）

酵　素

X

C

HB

HA Y

ピルビン酸＋ CoA＋ NAD＋ 　　　　　　　  　　　　　　　  

 アセチル CoA＋ CO2＋ NADH＋ H＋

ピルビン酸＋ CO2＋ ATP＋ H2O 　　　　　  　　　　　 

 オキサロ酢酸＋ ADP＋ Pi

オキサロ酢酸＋アセチル CoA＋ H2O　　　　  　　　　 

 クエン酸＋ CoA

クエン酸 　　  　　 イソクエン酸

イソクエン酸＋ NAD＋　　　　　　  　　　　　　 

 2─オキソグルタル酸＋ CO2＋ NADH＋ H＋

全体：  2 ピルビン酸＋ 2　NAD＋＋ATP＋ 2　H2O　  　 

2─オキソグルタル酸＋CO2＋ADP＋ 2　NADH＋ 2　H＋＋Pi

ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体

ピルビン酸カルボキシラーゼ

クエン酸シンターゼ

アコニターゼ

イソクエン酸デヒドロゲナーゼ
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3．生化学者は pH　7 における E0' を使うが，化学者は 1　M　H＋におけ
る E0 を用いる．' は pH　7 が標準状態であることを示す．
4．NAD＋による酸化では ΔG℉' は＋67　kJ　mol－1（＋16.1　kcal　mol－1）で

あり，FAD による酸化では ΔG℉' は－3.8　kJ　mol－1（－0.92　kcal　mol－1）
である．NAD＋によるコハク酸の酸化は熱力学的には起こらない．

5．原生動物 Reclinomonas americana のほとんどが細菌のようなその
ミトコンドリアのゲノムは 97 の遺伝子があり，そのうち 62 の遺伝
子はタンパク質をコードしている．細菌である大腸菌のタンパク質
をコードする遺伝子のたった 2％にあたるこれらのタンパク質を
コードする遺伝子がすべての遺伝子配列決定が決められたミトコン
ドリアにおいて見いだされる．このように細菌の遺伝子の 2％が，
これまで調べられたミトコンドリアに見いだされている．何回かの
独立の共生で起きて結果としてできたミトコンドリアのゲノムが，
R. americana に見つかる 1 セットの同じような遺伝子群のような遺
伝子の数に減少したとは思えない．最も単純な説明はただ一度の共
生が起こり，現在存在するミトコンドリアはその先祖の子孫である
ということである．
6．ピルビン酸は電子を受取る．ゆえに酸化剤である．NADH は電子

を与えるので，還元剤である．
7．鉄の ΔE0' 値は，鉄イオンの周りの環境を変えることで変化しうる．
8．ΔG℉'＝－nFΔE0'

9．10 のイソプレン単位をもつ場合，補酵素 Q は，ミトコンドリア
内膜の疎水性の環境に溶けることができるようになる．Q がキノン
形とキノール形の間を行き来するとき，二つの酵素原子が可逆的に
二つの電子と二つのプロトンに結合できる．
10．（c），（e），（b），（a），（d）
11．（a）4；（b）3；（c）1；（d）5；（e）2

12．ヒドロキシルラジカル（OH・），過酸化水素（H2O2），スーパー
オキシドイオン（O2  ）と過酸化物イオン（O2

2－）．これらの小分
子は，タンパク質，ヌクレオチド，膜などの多くの巨大分子と反応
し，細胞の構造や機能を破壊する．
13．ロテノン： NADH，NADH－Q レダクターゼが還元される．残

りは酸化される．
　アンチマイシン A： NADH，NADH－Q レダクターゼと補酵素 Q

は還元される．残りは酸化される．
　シアン化物： すべてが還元される．
14．レスピラソームは，生化学におけるもう一つの巨大複合体が用

いられている例である．互いに相互に結合するプロトンポンプであ
る三つの複合体があることは，複合体から複合体へ電子が流れるの
を効率よく高めることになる．このことは，つぎつぎにさらに効率
のよいプロトンポンプ機能を促すことになる．
15．トリオースリン酸イソメラーゼはジヒドロキシアセトンリン酸
（潜在的には反応の行き止まりとなる物質）をグリセルアルデヒド
3─リン酸（解糖系の主たる経路上の中間体）に変化させる．
16．（a）ビタミン C と E

（b）体を動かすことは，スーパーオキシドジスムターゼを誘導す
る．この結果，ROS を過酸化水素と酸素に変換する．

（c）この問題についての答えはいまだ完全にわかっていないという
ことである．二つの可能性があり，1）はビタミンによる ROS の抑
制がより多くのスーパーオキシドジスムターゼの発現を抑えるこ
と，2）は ROS は，体を動かすことによる生化学的な利点を促進す
るのに必要な情報分子となるかもしれない．
17．コハク酸デヒドロゲナーゼは複合体Ⅱの構成員である．
18．発酵では，有機化合物は電子の供与体であり，また受容体である．

呼吸においては，電子供与体は，通常有機化合物であるが，電子受
容体は，酸素のような無機化合物である．
19．FADH2 による酸素の還元の ΔG℉' は－200　kJ　mol－1（－48　kcal　

mol－1）である．
20．（問題 13 にあるアンチマイシン A のような）阻害剤はクロスオー

バーポイントである QH2 によるシトクロム c1 の還元を阻止する．

21 章
1．ATP は，最も重要な酸化的リン酸化のような ATP 再生プロセス

でリサイクルされている．
2．（a）4；（b）6；（c）8；（d）1；（e）10；（ f ）9；（g）2；（h）3；（ i ）

5；（ j ）7

3．（a）12.5；（b）14；（c）32；（d）13.5；（e）30；（ f ）16

4．（a）アジ化物は複合体Ⅳにおける電子伝達とプロトンポンプ機能
を阻害する．

（b）アトラクチロシドはミトコンドリア内膜を横切る ADP/ATP 交
換を阻害することで電子伝達と ATP 合成を阻害する．

（c）ロテノンは複合体Ⅰにおける電子伝達とプロトンポンプ機能を
阻害する．

（d）DNP は H＋勾配を解消することにより電子伝達を阻害すること
なく ATP 合成を阻害する．

（e）一酸化炭素は複合体Ⅳにおける電子伝達とプロトンポンプ機
能を阻害する．

（ f ）アンチマイシン A は複合体Ⅲにおける電子伝達とプロトンポ
ンプ機能を阻害する．
5．ATP 合成に伴いミトコンドリアの中へプロトンが流入することに

よりプロトン勾配が解消しなければ，結局ミトコンドリアの外側で
大きな正の荷電が発生し電子伝達系はもはや H＋勾配に逆らってプ
ロトンを排出できなくなる．
6．（a）効果なし．ミトコンドリアはグルコースを代謝できない．
（b）効果なし．ATP 合成の原動力となる燃料が存在しない．
（c）クエン酸が燃料であり，ATP は ADP と Pi から合成されるので，
酸素濃度は低下する．

（d）電子伝達系の働きに共役した ATP 合成をオリゴマイシンは阻
害するので酸素消費が停止する．

（e）（d）で述べた理由で，効果はない．
（ f ）システムが脱共役しており，ATP 合成を必要とせず，プロトン
駆動力を低下することにならないので酸素濃度は急速に低下する．

（g）酸素濃度は遅い速度で低下するが，依然低下し続ける．ロテ
ノンは，複合体Ⅰを阻害するが，コハク酸が存在するので，電子は
複合体Ⅱへ侵入する．

（h）複合体Ⅳは阻害され，全電子伝達系が阻害されるので，酸素
消費は止まる．
7．長いこと肉体的な仕事を続けることができない 38 歳の女性でル

フト病とよばれる病気が見つかった．彼女の基礎代謝の速度は普通
のヒトの 2 倍であるが，彼女の甲状腺機能は正常である．筋肉のバ
イオプシー（生検）の結果から彼女のミトコンドリアが非常に不揃
いであり，構造が異常であることがわかった．生化学的研究から，
ミトコンドリアにおける酸化とリン酸化の共役が緊密ではないこと
がわかった．この患者では，燃料分子のエネルギーの多くは ATP

合成ではなく，熱に変換されていた．
8．ジシクロヘキシルカルボジイミドは容易にカルボキシ基と反応す

る．よって最も容易に標的となるのはアスパラギン酸側鎖とグルタ
ミン酸側鎖である．事実，大腸菌 Fo の c サブユニットの 61 番目の
アスパラギン酸は特異的にこの試薬によって修飾される．このアス
パラギン酸を部位特異的変異導入によりアスパラギンに変換する
と，プロトン輸送能は失われる．
9．もし酸化的リン酸化が脱共役すると ATP は合成されない．ATP

を合成する試みは無駄に終わり多くの燃料が消費されるであろう．

・
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危険な点は投与量にある．あまりに脱共役が起こると好気的な器官
である脳や心臓の組織が障害され，個体全体にひどい結末を起こす
ことになる．正常では ATP へ転換されるエネルギーは熱として放
出されるかもしれない．体温を維持するために，発汗が増すであろ
う．しかし発汗自体もまさしく ATP に依存している．
10．プロトン勾配が ATP 合成酵素を通したプロトンの流入により解

消されない場合，プロトン勾配は最終的にかなり大きくなる．その
ため，電子伝達系により放出されるエネルギーはその通常より大き
な濃度勾配に対抗してプロトンを排出することができなくなる．
11．プロトン勾配は ATP 合成に必要である．なぜなら酵素を通るプ

ロトンの流れが T 型サブユニットを O 型サブユニットに変え，
ATP を脱離させる構造変化をひき起こすからである．プロトン勾
配の役割は，ATP をつくるのではなく，合成酵素から脱離させる
ことである．
12．Arg　210 は正電荷をもち，負電荷をもつ Asp　61 を安定化するの

で，アスパラギン酸からのプロトンの放出を促進する．
13．2.7； 4； 5

14．おそらく，筋肉はより多くのエネルギーを必要とする．特に，体を
動かすために，より多くの ATP を必要とする．このような必要性
からより多くの酸化的リン酸化の場が求められ，このような場はク
リステの量を増やすことでまかなわれる．
15．もし ATP と ADP がマトリックスとミトコンドリアで交換がな

されなければ，基質の ADP がないので，ATP 合成は止まることに
なる．プロトン勾配はいずれとても大きくなり，電子伝達系が生み
出すエネルギーでは通常の勾配より，より多くのプロトンを汲み出
すことはできなくなる．
16．ATP の負電荷が ADP に比べて大きいために，ATP はミトコンド

リアマトリックスからより速く転移することを思い出せ．Mg2＋と
の結合によって ATP と ADP の電荷の差が小さくなると，ADP は
ATP の細胞質への移動に競合しやすくなるであろう．
17．サブユニットは，常に存在する熱エネルギー（ブラウン運動）

により，震えるように動いている．プロトン勾配は，右回りの回転
をおそらく起こす．これは，右回り回転が，濃度勾配をプロトンが
下ることになるからである．
18．ATP はマトリックス側から外へ運び出される．リン酸はマトリッ

ク中へ運び込まれる．
19．もし ADP がミトコンドリア内に入っていくことができなければ，

エネルギーの受け手がなくなるので電子伝達系は機能しなくなるだ
ろう．NADH は，マトリックスで形成される．NADH はいくつかの
クエン酸回路の酵素を阻害し，NAD＋は酵素に必要となることを思
いだせ．解糖系は好気的な機能が停止し嫌気的な解糖系へ切替わり，
NADH は，乳酸デヒドロゲナーゼによって再酸化され，NAD＋と
なる．
20．使いうるすべての ADP が ATP に転換されたとすると，ATP 合

成酵素はもはや機能できない．プロトン勾配は大きくなり，電子伝
達系のエネルギーはプロトン勾配に逆らってプロトンを汲み上げる
ことができない．その結果電子伝達と酵素消費は低下する．
21．プロトン勾配に及ぼす影響はいずれも同じであるから．
22．ATP 合成酵素は，ATP の加水分解によりプロトンを排出し，プ

ロトン駆動力を維持する．合成酵素だが ATP アーゼとして機能す
る．少なくとも障害のあるミトコンドリアではこの方法でプロトン
駆動力を生み出す．
23．まず，閉じたもので，本来プロトンの透過性がない空間が必要

である．2 番目に，電子伝達が，ミトコンドリアの内膜を介してプ
ロトン勾配をつくる．3 番目に細胞呼吸の人工的なシステムで化学
浸透圧説の基本原理を示すことができる（図 21・2）．バクテリオ
ロドプシンとウシ心臓由来のミトコンドリアから精製された ATP

合成酵素を含む人工膜がつくられる．光を当てると好塩菌の紫膜由
来のバクテリオロドプシンがプロトンを汲み出す．膜が光にさらさ
れると ATP が合成されることになる．
24．ミトプラストの内側は混ぜ合わせたときに，外側（pH　4）より，

より塩基性（pH　7）になるだろう．このようにして人工的な pH 勾
配がつくられることになるのではないだろうか．ATP 合成は確か
にこのような条件下で見られることになるだろう．
25．もし b と δ サブユニットがなかったら，γ サブユニットはただ
α3β3 リングを回すだけで ATP 合成をひき起こす構造変化（O 　　
L 　　 T）を活性化しない．言い換えればプロトン駆動力はエネル
ギーの回転であろう．
26．ATP 合成酵素はヒ酸（AsO4

3－）と ADP の無水化合物をつくる．
このような化合物は不安定で速やかに加水分解される．このような
状況下では ATP 合成は起こらない．しかし，合成酵素は使い道の
ない反応を続ける．結果として，大方は通常より，より速い速度で
電子伝達系が働き続ける．すなわち，ヒ酸塩は脱共役剤として機能
する．
27．酵素は両方向の反応を触媒することを思い出せ．ATP の加水分

解はエキサゴニックである．したがって，ATP 合成酵素は ATP の
より安定な生成物への変換を触媒する．生体内で ATP 合成酵素が
合成酵素として働くのは，プロトン勾配のエネルギーが ATP を加
水分解する傾向に勝るからである．
28．ミトコンドリアがうまく働かないことが，パーキンソン病の進

行に一役買うらしい．特にこれは複合体Ⅰについてである．
29．細胞質キナーゼはこの結合によって，運び出された ATP に優先

的に接近できる．
30．血液に有機酸があることは，マウスが必要とするエネルギーの多

くのものを好気的な解糖によっていることを示している．乳酸は好
気呼吸の最終産物である．アラニンは乳酸のアミノ化した輸送物質
である．アラニンの産生はコハク酸形成に役立ち，これはミトコン
ドリアの還元状態によりひき起こされる．電子伝達系は十分に還元
状態になり，複合体Ⅳ以外の複合体から発する電子は酸素と反応
し過酸化水素のような活性酸素を生み出す．
31．あまりうまく働かないミトコンドリアがある場合，ATP 合成の

唯一の方法は，嫌気的に解糖系が働くことであり，その結果血液中
に乳酸が蓄積することになる．
32．（a）コハク酸は，複合体Ⅱによって酸化される．また電子は，

ATP 合成のエネルギー源となるプロトン駆動力を確立するのに使
われる．

（b）ATP を合成する能力は大きく減ずる．
（c）ゴールは ATP 加水分解を計測することであるからである．も
しコハク酸が，ATP 存在下に添加されたら，反応は何も起こらな
いであろう．というのは呼吸調節があるからである．

（d）変異は ATP 加水分解を触媒する酵素の能力にはほとんど影響
しない．

（e）それらは二つのことを示唆する： 1）突然変異は酵素の触媒部
位には影響しない．というのは，ATP 合成酵素は逆反応を依然と
して触媒しうるからである； 2）対照群と患者が同様活性を示した
として，突然変異は酵素量には影響しなかった．
33．（a）P/O 比は（H＋/2　e－）と（P/H＋）の産物に等しい．P/O 比

は P/2　e－比と同じであることを銘記せよ．
（b）2.5 と 1.5 である．
34．シアン化物はシトクロム c オキシダーゼの酸化型の鉄（Ⅲ）に結

合し，酸化的リン酸化を阻害するので致死毒である．亜硝酸塩は，
還元型ヘモグロビンを酸化型ヘモグロビンに変換する．酸化型ヘモ
グロビンはまたシアン化物に結合する．このように，酸化型ヘモグ
ロビンはシトクロム c オキシダーゼとシアン化物の結合において競
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合する．この競合は治療の際に効果がある．というのは，酸化型ヘ
モグロビンは酸素の輸送を損なうことなく形成され，その量はシト
クロム c オキシダーゼよりはるかに多量だからである．
35．2, 3, 4 個のプロトンの輸送により得られるギブズエネルギーの値

は，それぞれ－38.5, －57.7, －77.4　kJ　mol－1（－9.2, －13.8, －18.5　
kcal　mol－1）である．標準状態下で ATP　1　mol の合成で消費される
ギブズエネルギーは 30.5　kJ（7.3　kcal）である．したがって残りの
ギブズエネルギーである－8.1, －27.2, －46.7　kJ　mol－1（－1.93, －6.5, 

－11.2　kcal　mol－1）は［ATP］/［ADP］［Pi］比が 26.2, 6.5×104, 1.6×
108 にそれぞれなるまで ATP 合成を駆動できる．単離したミトコン
ドリアの懸濁液は，この比の値が 104 より大きくなるまで ATP を合
成できる．このことは合成される ATP 当たりの輸送されるプロトン
が少なくとも 3 であることを示している．
36．脱共役剤があるなしの状態で阻害剤を加え，酸素消費の速度を

モニターせよ．もし阻害剤と脱共役剤の存在下で，酸素消費が再び
増加したら阻害剤は ATP 合成を阻害している．もし脱共役剤が阻
害に影響を与えなかったら，阻害剤は電子伝達系を阻害している．

22 章
1．結局のところ，糖質のみならず，われわれの体をつくり上げてい

る炭素分子はすべて，光合成によって生物圏に取り入れられたもの
である．さらには，われわれにとって必要な酸素も光合成によって
つくられるのである．
2．2　NADP＋＋ 3　ADP3－＋ 3　Pi

2－＋ H＋　  　  

 O2＋ 2　NADPH＋ 3　ATP4－＋ H2O

3．（a）7；（b）5；（c）4；（d）10；（e）1；（ f ）2；（g）9；（h）3；（ i ）
8；（ j ）6

4．光化学系Ⅱが水酸化複合体と共同して酸素の放出をひき起こすが，
その反応中心の吸収極大が 680　nm であるから．

5．光化学系Ⅰと光化学系Ⅱが共同で働いたときに酸素の発生量が最
大になる．というのは，700　nm の光を浴びた光化学系Ⅰの反応中
心から電子が失われてできた穴を，光化学系Ⅱからの電子が埋める
と，効率よく酸素が発生するから．
6．明反応はチラコイド膜で生じる．なので，その膜の表面積を増や

せば，ATP や NADPH の発生場所も増加する．
7．光誘起電荷分離は，光の吸収によってつくられた高エネルギー電

子が，近傍に存在する低い励起状態にある受容分子へと移動すると
きに生じる．光合成のこの段階は，なくてはならない段階だ．とい
うのは，負に帯電した受容分子が，プロトン勾配や生合成のための
還元力の生成に使うことができる高エネルギー電子をもつことにな
るのからである．
8．集光性複合体は吸収した光を反応中心へと集めるので，複合体の

おかげで，反応中心のみの場合よりも多くの光を吸収できる．
9．NADP＋が受容体で H2O が供与体，そして，供与体から受容体へ

という電子の流れの原動力が光のエネルギーである．
10．プロトン駆動力の成分として，ミトコンドリアでは電荷勾配が

大きいが，チラコイド膜の場合は，内腔からの Mg2＋の流出によっ
て中和されてしまうから．
11．チラコイド膜内部は疎水性なので，クロロフィルが疎水性の方が

入りやすいから．
12．クロロフィルは，一重結合と二重結合が交互にあるネットワーク

をもっている．そのようなネットワークでは電子共鳴が起こりやす
く，ある特定の原子によって強固に細くされない．この状態が光エ
ネルギーによる電子の励起をひき起こす．
13．プロトンは，水の酸化によってもたらされる．また，プロトンは

シトクロム b6 f 複合体によって内腔へと汲み入れられ，NADP＋と

プラストキノンの還元によってストロマから除かれる．
14．光化学系Ⅱから光化学系Ⅰへの電子の流れはエンダーゴニッ

ク反応，すなわち自発的には起こらない〝上り坂〟である．これを
押し上げるには，光合成の目的を妨げる ATP の消費が必要である．
15．ΔE'0＝ 10.11　V，ΔG℉'＝－21.3　kJ　mol－1 （－5.1　kcal　mol－1）．
16．（a）化学エネルギー源には必ず限界があるので，あらゆる生態

系は外部からのエネルギー源を必要とするから．太陽光エネルギー
の光合成による変換はその一例である．（b）まったく断定できな
い．エンタープライズ号のスポック艦長は，水以外の化学物質が電
子とプロトンの供給源になっている可能性を指摘するだろう．
17．DCMU は，光化学系Ⅱと光化学系Ⅰを結ぶ電子伝達を阻害する．

だから，フェリシアン化物のような人為的電子受容体が存在して Q

から電子を受取ることができるような状態であれば，DMCU の存在
下であっても O2 は発生しうる．
18．DCMU は光化学系Ⅱを阻害するが，循環的光リン酸化で利用さ

れるのは，光化学系Ⅰとシトクロム b6 f 複合体である．だから，
DCMU は光リン酸化にはまったく影響を及ぼさないだろう．
19．光を当てるとプロトン勾配は形成されるが，ADP と Pi が存在し

なければ，ATP は合成されない．しかし，その葉緑体に ADP と Pi

を添加して暗い場所に入れると，プロトン勾配が消失するまで ATP

の合成が続くだろう．
20．以下の理由で，酸素の産生は止まる．光化学系Ⅱによってつく

られたプロトン勾配は消失しない．なので，すぐに勾配は大きくな
るため，光化学系Ⅱにおける電子の流れのエネルギーはプロトンを
汲み出せなくなる．そして，酸素の産生も光化学系Ⅰも停止する．
21．ジニトロフェノールのような脱共役剤
22．クリステ
23．真核生物においては，両方の過程が，特化した細胞小器官で生

じる．いずれもが高エネルギー電子依存的に ATP を産生する．酸
化的リン酸化では，高エネルギー電子は燃料から産生され，NADH

の形で還元力として引き出される．それに対して，光合成では，高
エネルギー電子は光によってつくられ，NADPH という形で還元力
として捕捉される．両者ともプロトン勾配をつくるためには酸化還
元反応を利用しており，プロトン勾配を ATP 産生に利用する酵素
は類似している．また，どちらも，電子の移動は細胞小器官の内側
の膜において電子伝達が行われる．
24．どちらの酵素も，FADH2 から，還元酵素では NADP＋，デヒドロ

ゲナーゼ複合体では NAD＋と，ニコチンアミドヌクレオチドへ電子
を伝達する．しかし，このような電子の流れは例外的で，通常，電子
の流れは還元型のニコチンアミドヌクレオチドから FAD へ向かう．
25．（a）チオレドキシン．（b）対照の酵素は影響を受けないが，葉

緑体の γ サブユニットで一部置換されたミトコンドリア酵素は
DTT の濃度上昇に伴い，活性が上昇する．（c）その活性上昇は，
チオレドキシンが存在するとき，さらに大きくなる．チオレドキシ
ンは葉緑体の酵素に対する自然な還元剤である．なので，おそらく
DTT よりも効率的に働くのだろう．（d）成功したといっていいだ
ろう．（e）酵素は酸化還元状態の制御に感受性がある．植物細胞で
は還元型チオレドキシンは光化学系Ⅰによって産生されるので，光合
成が行われているときに活性である．（ f ）システイン．（g）部位特
異的な遺伝子改変，あるいは変異導入．
26．光化学系Ⅰによる光の吸収では，ΔE'0 が－1.0　V である．ΔG'0＝
－nFΔE'0 で，F は 96.48　kJ　mol－1　V－1 なので，通常の状態であれば，
電子のエネルギー変化は 96.5　kJ である．だから，効率は 96.5/172＝
56％となる．
27．（a）120　kJ　einstein－1（28.7　kcal　einstein－1）．（b）1.24　V．（c）

波長 1000　nm の光子 1 個は，ATP　2.4 分子に当たるギブズエネル
ギーをもっている．したがって，最低でも 1 分子の ATP を合成す
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るには 0.42 個の光子が必要である．
28．光化学系Ⅱを通過し，電子は直接フェリシアン化合物に流れてい

く．他の段階は不要である．
29．NADPH はエネルギーに富んだ分子であるから，それを織り込ん

で考える必要がある．21 章にあるように，呼吸鎖によって酸化され
るとき，NADH は 2.5 分子の ATP に匹敵する．すなわち 12　NADPH

＝ 30　ATP である．18 分子の ATP が直接的に産生されるのだから，
グルコースの合成には，計 48 分子の ATP が必要ということになる．

23 章
1．カルビン回路は，気体状の CO2 を有機物（生体分子）に取込む主

要な方法である．生体の炭素原子はどれも，過去のある時点でルビ
スコとカルビン回路を経て取込まれたものである．
2．独立栄養生物は，太陽光のエネルギーと二酸化炭素と水を使って

糖質を合成し，さらに，これを分解や合成の目的に利用する．従属
栄養生物は化学的な燃料を必要とするので，結局のところは独立栄
養生物に依存している．
3．〝暗〟反応だからといって，不気味でも秘密でもない．そうよば

れるのは，単に光を直接必要としないからにすぎない．
4．第一段階は CO2 をリブロース 1,5─ビスリン酸に固定し，3─ホス

ホグリセリン酸を産生する過程．第二段階では，いくつかの 3─ホ
スホグリセリン酸からヘキソースがつくられ，第三段階ではリブ
ロース 1,5─ビスリン酸が再生される．
5．（a）5；（b）1；（c）7；（d）2；（e）10；（ f ）3；（g）6；（h）4；（ i ）

8；（ j ）9

6．ルビスコは重要な反応を触媒する酵素だが，反応速度が遅い．な
ので，そのゆっくりとした触媒反応を補うために大量が必要である．
7．なぜなら，カルバミン酸は CO2 の存在下でのみつくられるからで

ある．この性質のため，CO2 が存在しないときには，ルビスコの
オキシゲナーゼ反応（あるいはカルボキシラーゼ反応）が生じない．
8．ATP はピルビン酸からホスホエノールピルビン酸（PEP）が合成

される際に必要である．PEP は CO2 と結合してオキサロ酢酸とな
り，ついで，マレイン酸になる．ATP 分子が AMP を ADP にリン
酸化するために二つ目の ATP が必要なので，計 2 分子の ATP が必
要である．
9．なぜなら，光反応によって葉緑体で NADPH が産生されるから．
10．ストロマに Mg2＋が集積する．また，ストロマからチラコイド腔へ

とプロトンが移動した結果，ストロマは塩基性になる．このように
して，ATP と，炭素固定とグルコース合成に必要な NADPH が光反
応によって供給されるときに，ルビスコは準備が整った状態になる．
11．ストロマでは光反応により，pH の上昇とともに，NADPH，還

元型フェレドキシン，そして Mg2＋の濃度が高くなる．
12．ATP が AMP へと変換される．この AMP を ATP へと変換する

ために，ADP の合成に 1 分子，ATP の合成に 1 分子と，計 2 分子
の ATP が必要である．
13．ルビスコのオキシゲナーゼ活性は温度とともに上昇する．メヒ

シバは C4 植物だが，ほとんどの芝は C4 経路をもたない．なので，
メヒシバは C4 経路によって十分な CO2 が供給される，夏のいちば
ん暑い時期に生い茂ることになる．
14．光呼吸では，酸素が消費され CO2 がつくられるが，エネルギー

は産生されない．そして，この光呼吸はルビスコのオキシゲナーゼ
活性による．ルビスコが，CO2 をヘキソース固定に用いる代わり
に CO2 を産生するのだから無駄である．

15．高濃度の CO2 は，O2 がルビスコの活性部位に入るのを抑制する
から．
16．地球の温暖化が進むにつれ，C4 植物はより高緯度へと侵入し，

C3 植物はより涼しい地域へと退いていくだろう．
17．C4 代謝は，ルビスコがオキシゲナーゼ活性に傾くような温度の

高いときであっても，その効率的な働きを促す．さらに，砂漠の植物
は，温度が低くて水の蒸発が問題にならない夜間に，C4 代謝によっ
て CO2 を蓄える．
18．（a） 

（b）基質としての特異性定数は，O2 よりも CO2 の方がはるかに高
い．しかしながら，大気中の O2 濃度は CO2 濃度より高いために，
オキシゲナーゼ反応が生じてしまう．
19．

20．1　mol の CO2 がヘキソースレベルにまで還元されるには，2　mol

の NADPH が必要である．また，NADP＋の還元には 2 個の電子が
必要なので，NADPH を 2　mol つくるには光化学系 I による 4　mol

の電子の汲み上げが必要である．光化学系 I によって失われた電子
は，光化学系Ⅱによって補充されるが，そのためには同じ数の光子
の吸収が必要である．したがって，光化学系 I とⅡの分を合わせて，
必要な NADPH の産生には 8 個の光子が必要である．8　mol の光子
によるエネルギーは 1594　kJ（381　kcal）だから，標準的な状態にお
いて，光合成の全体的な効率は少なくとも，477/1594，すなわち
30％になる．
21．（a）グラフ A の右側にある青い曲線が C4 植物のものである．温

度上昇に伴い，ルビスコのオキシゲナーゼ活性はカルボキシラーゼ
活性より急激に上昇する．だから，CO2 固定の量は，C3 植物の方
が高い温度で低くなる．また，C4 植物はより高い CO2 濃度を維持
できるので，温度上昇がそれほど害にならない．（b）オキシゲナー
ゼ反応が優勢になるから．また，温度が非常に高くなると，水の蒸
散も問題になるかもしれない．さらに，高温によりタンパク質の構
造が壊れ始める可能性もある．（c）C4 経路は，環境の CO2 濃度が
非常に低いときであっても，CO2 を濃縮する非常に効率的な能動
的輸送システムであるから．（d）植物の CO2 固定能がほぼ同じだ
とすれば，明らかに C4 植物では C4 経路が律速段階になるため．
22．（a）3─ホスホグリセリン酸．（b）カルビン回路を構成する他の

分子
23．3─ホスホグリセリン酸の濃度は上昇するが，リブロース 1,5─ビ

スリン酸の濃度は低下する．
24．3─ホスホグリセリン酸の濃度は低下するが，リブロース 1,5─ビ

スリン酸の濃度は上昇する．
25．（a）CABP は，CO2 とリブロース 1,5─ビスリン酸の付加化合物

に類似している．（b）CABP はルビスコの強力な阻害剤であろう．

24 章
1．（b）
2．（c）
3．（a）
4．第一段階： グリコーゲンホスホリラーゼによりグリコーゲンが分

解され，グルコース 1─リン酸が生成する．第二段階： ホスホグル

kcat
CO2/KM

CO2 ＝ 3×105　s－1　M－1 
kcat

O2/KM
O2 ＝ 4×103　s－1　M－1

カルビン回路 クエン酸回路
ストロマ マトリックス
光合成のための炭素化学 酸化的リン酸化のための炭素

化学
CO2 の固定 CO2 の放出
高エネルギー電子（NADPH）を 

必要とする
高エネルギー電子（NADH）

を必要とする
最初の化合物を再生 
（リブロース 1,5─ビスリン酸）

最初の化合物を再生 
（オキサロ酢酸）

ATP を必要とする ATP を産生
化学量論的に複雑 化学量論的に単純
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コムターゼの触媒反応により，グルコース 1─リン酸からグルコー
ス 6─リン酸が生成する．第三段階： 4─α─グルカノトランスフェ
ラーゼとアミロ─α─1,6─グルコシダーゼによりグリコーゲンを再
構築する．
5．（a）8；（b）3；（c）6；（d）5；（e）9；（ f ）2；（g）10；（h）1；（ i ）

4；（ j ）7

6．筋肉はグルコースをそれ自身で使用するために保持しているが，
肝臓は個体全体の恒常性維持のために保持している．
7．その活性部位は T 状態では一部ブロックされている．
8．ホスホリラーゼキナーゼは Ca2＋が結合し，それに続いてリン酸

化を受けたとき最大限に活性が高い．
9．（a）症状の違いは，肝臓と筋肉の役割の違いから生じる．肝臓の

グリコーゲンホスホリラーゼは血糖値（血中グルコース濃度）の維
持に重要な役割を果たす．脳の主要な燃料はグルコースである．筋
肉のグリコーゲンホスホリラーゼがグルコースを供給するのは筋肉
それ自身に限られ，それも，運動中のように筋肉でのエネルギー需
要が大きいときだけである．（b）2 種類の異なった病気が存在する
という事実は，グリコーゲンホスホリラーゼに 2 種類のアイソザイ
ム（肝臓特異的なアイソザイムと筋肉特異的なアイソザイム）があ
ることを示している．
10．筋肉ではホスホリラーゼの b 型が AMP によって活性化される．

肝臓ではホスホリラーゼの a 型がグルコースによって阻害される．
この違いは，筋肉と肝臓におけるグリコーゲン代謝の役割の違いに
対応している．筋肉は収縮のためにグリコーゲンを利用するが，肝
臓は血中グルコース濃度の維持のために利用する．
11．ホスホリラーゼ反応の実際の生成物はグルコース 1─リン酸だが，

代謝という意味では，グルコース 1─ リン酸からホスホグルコム
ターゼによって生成されるグルコース 6─リン酸の方が使い道が多
い．ほかにも行き先があるが，エネルギー産生のために，あるいは
生合成用の構成要素として利用できる．肝臓では，グルコース 6─
リン酸をグルコースに変えて，血液中に放出できる．
12．T 状態にあるグリコーゲンホスホリラーゼ b である．AMP がア

ロステリックな活性化因子として働きグリコーゲンホスホリラーゼ
b を活性をもつ R 状態で安定化する．

13．二つのシグナルが筋肉ホスホリラーゼの活性化を説明する．ま
ず筋収縮の際に遊離した Ca2＋が，ホスホリラーゼキナーゼを，δ

サブユニットであるカルモジュリンに結合して活性化する．つぎに
アドレナリンが G タンパク質共役型受容体に結合する．その結果，
構造変化が起こって Gαs タンパク質が活性化され，これがアデニル
酸シクラーゼを活性化する．アデニル酸シクラーゼは cAMP を合
成し，これがプロテインキナーゼ A を活性化する．プロテインキ
ナーゼ A はホスホリラーゼキナーゼをリン酸化しホスホリラーゼ
キナーゼの活性化が完了する．ホスホリラーゼキナーゼはグリコー
ゲンホスホリラーゼをリン酸化して活性化する．
14．肝臓では，グルカゴンが cAMP に依存した経路を活性化し，そ

の結果プロテインキナーゼ A を活性化する．アドレナリンは，肝
臓の細胞膜にある 7 回膜貫通型アドレナリン α 受容体に結合し，
これがホスホリパーゼ C とホスファチジルイノシトールカスケー
ドを活性化する．それによって小胞体から Ca2＋が放出されてカル
モジュリンつまり δ サブユニットに結合すると，ホスホリラーゼキ
ナーゼがさらに活性化され，グリコーゲン分解が促進される．
15．第一に，シグナル伝達経路が，引き金となったホルモンが存在し

なくなると遮断される．第二に，G タンパク質に備わる GTP アーゼ
活性が，結合していた GTP を不活性な GDP へと変換する．第三
に，ホスホジエステラーゼがサイクリック AMP を AMP に変換す
る．第四にプロテインホスファターゼ 1（PP1）がホスホリラーゼ
キナーゼとグリコーゲンホスホリラーゼからリン酸基を取除き，こ

れらの酵素を不活性状態に変える．
16．グリコーゲンが燃料の貯蔵形態として重要な理由はいくつかあ

る．グリコーゲンの分解とグルコース放出を制御しながら行うと，
食事と食事の間に利用できるグルコース量が多くなる．つまりグリ
コーゲンは血中グルコース濃度を維持するための緩衝剤の働きをす
る．血中グルコース濃度維持のためにグリコーゲンが果たす役割が
特に重要な理由は，飢餓が長く続いているときを除くと，脳が実質
的に利用できる燃料はグルコースだけだからである．さらに，グリ
コーゲン由来のグルコースは動員しやすいので，突然の激しい活動
のエネルギー源として優れている．脂肪酸とは違って放出されたグ
ルコースからは酸素がなくてもエネルギーを得られるので，嫌気的
活動にもエネルギーを供給できる．
17．このような症状はすべて，中枢神経系に何か起こっていること

を意味している．運動の強度が強すぎるとき，選手の備えが十分で
ないとき，あるいはその両方の理由で肝臓のグリコーゲンまで使い
果たされてしまうことがある．脳の活動は，肝臓のグリコーゲンか
らのグルコースに頼っている．これらの症状は，脳に十分な燃料が
供給できていないことを示唆している．
18．グルコース 1─ヒ酸がホスホリラーゼによって形成され，自発的

に加水分解を受けてグルコースとヒ酸になる．ヒ酸存在下でホスホ
リラーゼによって遊離されたグルコースは，ヘキソキナーゼによっ
て 1 分子の ATP を消費してリン酸化されなければならない．
19．ホスホリラーゼ，4─α─グルカノトランスフェラーゼ，アミロ─α─

1,6─グルコシダーゼ，ホスホグルコムターゼ，およびグルコース─ 
6─ホスファターゼ．
20．肝臓のホスホリラーゼ a はグルコースによって阻害されこれが

R 　　 T 変換を促進する．筋肉のホスホリラーゼはグルコースには感
受性を示さない．
21．α─アミロースは枝分かれのないポリマーなので，非還元末端は

1 個しかない．そのため，1 分子の α─アミロース分子の分解を行
うのは，わずか 1 分子のグリコーゲンホスホリラーゼということに
なる．グリコーゲンは多数の枝分かれがあるので，1 分子当たり多
数の非還元末端をもつ．したがって，多くのホスホリラーゼ分子が
同時に作用して，1 分子のグリコーゲンから多数のグルコース分子
を切離せる．
22．（a）B と D；（b）ホスホリラーゼキナーゼ，（c）C から D；（d）

B から A；（e）D から C；（ f ）プロテインホスファターゼ 1．
23．転移酵素部位から脱分枝部位へと，基質を直接受け渡すことが

できる．
24．運動の間，ATP 濃度は低下し，AMP 濃度は上昇する．前述のよ

うに，AMP はホスホリラーゼ b のアロステリック活性化因子であ
る．したがってホスホリラーゼキナーゼによる共有結合修飾がなく
ても，グリコーゲンは分解される．
25．グルコースはホスホリラーゼ a のアロステリック阻害物質であ

る．したがって，グルコース存在下で成長させた結晶は T 状態に
ある．基質であるグルコース 1─リン酸を加えると，R 　　 T 平衡が
R 側にずれる．これらの状態の高次構造の違いは，化学的な架橋に
よって安定させない限り結晶が崩れてしまうほど大きい．
26．糖新生
27．遊離のグルコースは，ATP　1 分子を使ってリン酸化しなければ

ならない．グリコーゲン由来のグルコース 6─リン酸は，加リン酸
分解によって生じるので，この ATP　1 分子が節約できる．つまり，
グリコーゲン由来のグルコースをピルビン酸にまで変換するときの
正味の ATP 生成量は 3 分子なのに対し，遊離のグルコースからの
場合は 2 分子なのである．
28．細胞内では，［Pi］/［グルコース 1─リン酸］比が 100 以上に保た

れているため，加リン酸分解が大幅に有利になる．基質と産物の比
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を変えることによって，反応が有利に進むようにギブズエネルギー
変化を変えるという細胞のやり方の例を，ここに見ることができる．
29．活性部位から水が排除されているのは，加水分解を防ぐためで

ある．水分子が入ると，グルコース 1─リン酸ではなく，グルコー
スが生成する．部位特異的変異導入実験により，この点が明らかに
なった．野生型のグリコーゲンホスホリラーゼでは，Tyr　573 がグ
ルコース残基の 2'─OH と水素結合をつくる．グルコース産物に対
するグルコース 1─ リン酸の比は，野生型酵素では 9000：1 だが，
Phe　573 変異体では 500：1 となる．モデル作成によって，本来チ
ロシンの OH 基が占める空間に水分子 1 個が入り，時おりオキソカ
ルボニウムイオン中間体を攻撃してグルコースが形成されることが
示された．
30．以前に調べ（p.236）また 25 章で再び述べるように，インスリン

抵抗性の帰結の一つは，グルコースの新生とグリコーゲンの分解を
正しく阻害することができないことである．それゆえ，肝臓グリ
コーゲンホスホリラーゼの阻害は高い血中グルコース濃度を下げる
のに役立つ．危険なのは，血中グルコース濃度に寄与しない筋肉の
ホスホリラーゼも阻害されることである．
31．肝臓における ATP の要求は筋肉におけるよりも変化に乏しい．

たとえばトラック競技の選手が走り始めると，大腿筋は収縮のため
の ATP を必要とする．筋肉のグリコーゲンの分解が，競技の開始
時においては特にエネルギー供給の鍵となる．
32．（a）グルタミン酸は，負電荷を帯びた側鎖があり，セリンにリ

ン酸基が付加した状態に似た効果をある程度もつようにみえる．た
だ，カルボキシ基はリン酸基よりも小さく，負電荷も少ないため，
活性化の程度がリン酸基ほどではないのも当然である．

（b）アスパラギン酸で置換してもある程度は活性化されるだろう
が，グルタミン酸よりも小さいため，活性化の程度はさらに小さく
なるだろう．

25 章
1．（d）
2．（c）
3．（c）
4．（d）
5．（a）4；（b）1；（c）5；（d）10；（e）7；（ f ）2；（g）8；（h）9；（ i ）

6；（ j ）3

6．ホスホグルコムターゼ，UDP グルコースピロホスホリラーゼ，ピ
ロホスファターゼ，グリコゲニン，グリコーゲンシンターゼ，1,4─
α─グルカン分枝酵素
7．

8．無機ピロホスファターゼが二リン酸を 2 分子の無機リン酸に変換
する．この変換が，反応全体を不可逆にする働きをする．

グルコース 1─リン酸＋UTP 　　 UDP グルコース＋PPi

PPi＋H2O 　　 2　Pi

グルコース 1─リン酸＋UTP 　　 UDP グルコース＋ 2　Pi

9．高濃度のグルコース 6─リン酸の存在は，グルコースが豊富にあ

り，しかも解糖に使われていないことを意味する．そこで，この貴
重な資源をグリコーゲンに取込んで貯蔵するのである．
10．二量体であるグリコゲニンはおのおののグリコゲニンサブユニッ

トに α─1,4 結合でつながる 10～20 グルコース単位の付加反応を触
媒する．修飾を受けたグリコゲニンは，グリコーゲン合成のプライ
マーとなり，さらに α─1,4 結合でつながるグリコーゲン鎖が伸長
する．
11．遊離のグルコースは，ATP　1 分子を使ってリン酸化しなければ

ならない．グリコーゲン由来のグルコース 6─リン酸は，加リン酸
分解によって生じるので，この ATP　1 分子が節約できる．つまり，
グリコーゲン由来のグルコースをピルビン酸にまで変換するときの
正味の ATP 生成量は 3 分子なのに対し，遊離のグルコースからの
場合は 2 分子なのである．
12．分解： ホスホグルコムターゼはグリコーゲンの分解で生じたグ

ルコース 1─リン酸をグルコース 6─リン酸に変える．このグルコー
ス 6─リン酸を利用して，遊離のグルコースの放出（肝臓）や解糖

（筋肉と肝臓）が行われる．
　合成： この酵素がグルコース 6─リン酸をグルコース 1─リン酸に
変える．これが UTP と反応して，グリコーゲン合成の基質となる
UDP グルコースが生じる．
13．

14．原理的には，グリコーゲンの合成のプライマーとしてグリコー
ゲンだけを使う方法もうまくいくはずである．しかし，グリコーゲ
ン顆粒が娘細胞に均等に分配されないと，その後の世代のグリコー
ゲン貯蔵がうまくいかなくなるおそれがある．グリコゲニンが，グ
リコーゲンシンターゼのためにプライマーを合成する．
15．インスリンが受容体に結合してそのチロシンキナーゼ活性を活

性化すると，これが引き金となってプロテインキナーゼが活性化さ
れる．このキナーゼが，グリコーゲンシンターゼキナーゼをリン酸
化して不活性化する．するとホスホプロテインホスファターゼ 1 が
グリコーゲンシンターゼのリン酸基を除去し，シンターゼを活性化
する．
16．フォンギールケ病では，グルコース 6─ホスファターゼまたは輸

送体がないために，グルコース 6─リン酸値が高い．そのためリン
酸化されたグリコーゲンシンターゼのアロステリック平衡が，活性
型へとずれる．
17．（a）筋肉ホスホリラーゼ b が，AMP 量が多いときでも不活性と

なる．したがって，ホルモンや Ca2＋が誘導するリン酸化によって
ホスホリラーゼが a 型に変換されない限り，グリコーゲンは分解さ
れないだろう．

（b）ホスホリラーゼ b が，はるかに活性の高い a 型に変換されな
くなる．したがって，肝臓のグリコーゲンの利用が著しく妨げられ
ることになる．

（c）キナーゼ量の増加によって，グリコーゲンホスホリラーゼのリ
ン酸化と活性化が起こる．グリコーゲンがたえず分解されるため，
肝臓にはグリコーゲンがほとんど無くなってしまう．

（d）ホスホプロテインホスファターゼ 1 は常に活性となる．したがっ
て，ホスホリラーゼ b の量が正常より高くなり，グリコーゲンは分
解されにくくなる．

（e）ホスホプロテインホスファターゼ 1 によるグリコーゲンシン
ターゼやホスホリラーゼの脱リン酸の効率がはるかに低くなる．そ

グルコース 6─リン酸 　　 グルコース 1─リン酸 （1）
グルコース 1─リン酸＋UTP 　　 UDP グルコース PPi （2）
PPi＋H2O 　　 2　Pi （3）
UDP グルコース＋グリコーゲンn 　　  

 グリコーゲンn＋1＋UDP　（4）
UDP＋ATP 　　 UTP＋ADP （5）

合計： グルコース 6─リン酸＋ATP＋グリコーゲンn＋H2O 

 　　 グリコーゲンn＋1＋ADP＋ 2　Pi

グリコーゲンn＋Pi 　　  

 グリコーゲンn－1＋グルコース 6─リン酸
グルコース 6─リン酸 　　 グルコース 1─リン酸
UTP＋グルコース 1─リン酸 　　 UDP グルコース＋ 2　Pi

グリコーゲンn－1＋UDP グルコース 　　 グリコーゲンn＋UDP

合 計： 　グリコーゲンn＋UTP 　　 グリコーゲンn＋UDP＋Pi
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の結果，シンターゼは活性の低い b 型に，ホスホリラーゼは活性の
高い a 型にとどまることになる．この二つの変化によって，グリ
コーゲン分解が増加する．

（ f ）グリコゲニンがないと，グリコーゲンの合成開始が妨げられ
る．したがって，グリコゲニンがないとグリコーゲンはほとんど合
成されない．
18．（a）α サブユニットがたえず活性になり，常に cAMP がつくら

れる．グリコーゲンの分解がたえず起こり，グリコーゲンの合成は
いつも阻害されている．

（b）リン酸化された状態のままでいられるものが無くなる．グリ
コーゲンホスホリラーゼの共有結合による活性化が起こらなくな
り，グリコーゲンの分解は常に阻害される．グリコーゲン合成は常
に活性化される．

（c）ホスホジエステラーゼは cAMP を壊す．したがってグリコー
ゲンの分解は常に活性になり，グリコーゲン合成は常に阻害され
る．
19．この疾患はグルコース 6─リン酸輸送体の遺伝子の変異によって

もひき起こされる．グルコース 6─リン酸が加水分解を受けるため
には小胞体の内腔に輸送される必要があることを思い出そう

（p.232）．このシステムの他の必須なタンパク質における変異も同
様にフォンギールケ病をひき起こす．
20．グルカゴンはグリコーゲン分解を促進し，枝分かれをなくす酵

素の産物は遊離のグルコースである．遊離のグルコースは血液中に
放出される（グリコーゲンから出てくるグルコースのうちほぼ
10％が α─1,6 結合枝分かれ部として含まれていたものである）．

21．ガラクトースが UDP ガラクトースへと変換され，最終的にグル
コース 6─リン酸がつくられる．
22．ガラクトース＋ATP＋UTP＋H2O＋グリコーゲンn 　　  

 グリコーゲンn＋1＋ADP＋UDP＋ 2　Pi＋H＋

23．アミラーゼ活性はグリコーゲンのすべてをグリコゲニンから取
除くために必要である．グリコゲニンは 10～20 グルコース単位の
オリゴ糖を合成し，それから活性が止まることを思い出そう．その
結果，もしグルコース残基が徹底的なアミラーゼ処理によって取除
かれない限り，グリコゲニンを（酵素活性によって）検出できない
のである．
24．（a）グリコーゲンはゲルに入るには大きすぎるうえに，分析は

ウェスタンブロット法でグリコゲニンに特異的な抗体を用いて行っ
たので，それ以外のタンパク質は見ることができない．

（b）α─アミラーゼはグリコーゲンを分解し，グリコゲニンを遊離
させるので，ウェスタンブロット法で検出できるようになる．

（c）グリコーゲンホスホリラーゼ，グリコーゲンシンターゼ，ホス
ホプロテインホスファターゼ 1．これらのタンパク質は，ゲルをタ
ンパク質検出のための方法で染色すれば見えるかもしれないが，
ウェスタンブロット法による分析ではグリコゲニンの存在しか検出
されない．
25．（a）スメアは，グリコゲニン分子に少しずつ大きさの違うグリ

コーゲンが結合したものによって生じる．
（b）培地にグルコースがないと，グリコーゲンが代謝されるため，
高分子量の分子が無くなる．

（c）細胞に再びグルコースを与えると，グリコーゲンが再合成され，
グリコゲニンに結合する．

（d）レーン 3 とレーン 4 で違いがないことは，この細胞株では 1 時
間以内にグリコーゲンの大きさが最大に達したことを示している．
培養時間を長くしても，グリコーゲンの量は目に見えるほどは増加
しない．

（e）α─アミラーゼはグリコーゲンを基本的にすべて取除いてしま
うので，グリコゲニンだけが残る．

26 章
1．（d）
2．（c）
3．（a）C；（b）B と F；（c）G；（d）F；（e）E；（ f ）H；（g）I；（h）

D；（ i ）A;（ j ）F；（k）B

4．酸化的段階は NADPH を産生し，この過程は不可逆的である．も
う一つの非酸化的段階ではリン酸化された糖の相互変換が行われる．
5．律速段階はグルコース─6─リン酸デヒドロゲナーゼで，NADP＋

のシグナルが最重要である．
6．大量の NADPH が必要なとき．ペントースリン酸経路では，酸化

的段階のつぎに非酸化的段階がある．そうしてつくられたフルク
トース 6─リン酸とグリセルアルデヒド 3─リン酸は糖新生経路にお
いてグルコース 6─リン酸の生成に用いられる．そして，この回路は
1 分子のグルコースが CO2 に酸化されるまで繰返される．
7．ソラマメにはビシンという配糖体ピリミジンが含まれている．ビ

シンには膜や他の生体分子に障害を与える活性酸素種（ROS）であ
る過酸化水素を産生する働きがある．グルタチオンは ROS を無毒
化するために使われるが，グルタチオンは，ペントースリン酸経路
の酸化的段階によってつくられる NADPH が十分に供給されると
きに合成される．したがって，デヒドロゲナーゼ活性の低い人は，
ビシンの毒性に特に感受性が高くなる．
8．ペントースリン酸経路の非酸化的段階では，3 分子のリボース 5─

リン酸は，2 分子のフルクトース 6─リン酸と 1 分子のグリセルア
ルデヒド 3─リン酸へと変換される．そして，これらの分子は解糖
系で分解される．
9．6─ホスホフルクトキナーゼによる，フルクトース 6─リン酸から

フルクトース 1,6─ビスリン酸への産生に ATP が必要である．
10．リブロース 5─リン酸の 5 位の炭素に標識が入る．
11．赤血球にはミトコンドリアがないために，NADPH はペントース

リン酸経路からしか供給されないから．また，ミトコンドリアの
NADH を細胞質の NADPH に変換する生化学的反応が存在する

（§28・1）．
12．カルビン回路は CO2 の固定に始まり，ついで，グルコース合成

のために NADPH を利用する．一方，ペントースリン酸経路はグル
コースに由来する炭素原子の CO2 への酸化から始まるが，それと
同時に NADPH を産生する．カルビン回路における再生反応では，
6 炭素分子と 3 炭素分子から，出発原料である 5 炭素分子のリブ
ロース 1,5─ビスリン酸が産生される．それに対して，ペントース
リン酸経路では，5 炭素分子であるリボース 5─リン酸から，解糖
系の中間産物である 6 炭素分子と 3 炭素分子へと変換される．
13．イソクエン酸から 2─オキソグルタル酸への酸化的脱炭酸反応．
14．赤血球ではミトコンドリアがないので，ATP の形でのエネルギー

を得るため，グルコースは乳酸へと代謝される．その際，CO2 は，
糖新生と共役したペントースリン酸経路が最大限に使われる．この
共役のおかげで，グルコースがペントースリン酸経路の酸化的反応
によって完全に酸化され，多くの NADPH が産生される．
15．フルクトース 6─リン酸の 1 位と 3 位の炭素が標識されるが，エ

リトロース 4─リン酸は標識されない．
16．（a）5 グルコース 6─リン酸＋ ATP　  　　  

 6 リボース 5─リン酸＋ ADP＋ H＋

（b）グルコース 6─リン酸＋ 12　NADP＋＋ 7　H2O　  　  

 6　CO2＋ 12　NADPH＋ 12　H＋＋ Pi

17．NADPH によるグルタチオンの還元 ΔE0' は＋0.09　V である（表
20・1 から，NADPH＋H＋   NADP＋が＋0.32　V で，グルタチオン

（酸化型）   グルタチオン（還元型）が－0.23　V である）．したがって，
ΔG℉' は－17.4　kJ　mol－1（－4.2　kcal　mol－1）であり，平衡定数 1126

に対応する．したがって，［NADPH］/［NADP＋］の比は 8.9×10－5
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となる．
18．組織懸濁液を 2 本ずつ用意して，片方には 1 位の炭素が，もう

一方には 6 位の炭素が C14 で標識されたグルコースを加える．これ
ら二つの試料で，産生された CO2 の放射活性を比較する．この実
験の根拠は，ペントースリン酸経路では 1 位の炭素のみが脱炭酸
されるのに対して，グルコースが解糖系，ピルビン酸デヒドロゲ
ナーゼ複合体，およびクエン酸回路によって代謝されるときには 1

位と 6 位の炭素が等しく脱炭酸される，というところにある．後
者における一連の反応で 1 位と 6 位の炭素が等しく代謝されるの
は，グリセルアルデヒド 3 ─リン酸とジヒドロキシアセトンリン酸
はトリオースリン酸イソメラーゼによって迅速に相互変換される
ためである．

27 章
1．第一段階では，トリアシルグリセロールが脂肪酸とグリセロール

とに分解され，それらは脂肪組織から放出され，エネルギーを必要
としている組織に運ばれる．第二段階では，脂肪酸が活性化されて
ミトコンドリアに運ばれ，そこで分解を受ける．第三段階では，脂
肪酸が分解されて一つずつアセチル CoA が生成される．生じたア
セチル CoA はクエン酸回路の燃料として利用される．
2．グルカゴンとアドレナリンは脂肪組織にある 7 回膜貫通型受容体

に結合してアデニル酸シクラーゼを活性化する（p.363）．その結果
増加した cAMP によって活性化されたプロテインキナーゼ A は二
つの重要なタンパク質をリン酸化する．脂肪滴結合タンパク質のペ
リリピンと，ホルモン感受性リパーゼである．ペリリピンのリン酸
化は脂肪滴の構造を変化させ，トリアシルグリセロールを分解しや
すくする．さらに脂肪細胞特異的トリアシルグリセロールリパーゼ

（ATGL）の活性化補助因子を遊離させる．活性化された ATGL は
トリアシルグリセロールから脂肪酸を切出してトリアシルグリセロー
ルの動員を開始する．これと同時にジアシルグリセロールも生じ
る．ジアシルグリセロールはホルモン感受性リパーゼによって遊離
脂肪酸とモノアシルグリセロールとに分解される．さらにモノアシ
ルグリセロールリパーゼが遊離脂肪酸とグリセロールに分解して動
員が完了する．
3．アセチル CoA 分子中のチオエステル結合が高エネルギーであるた

め，反応は可逆的となる．
4．

RCOO－＋CoA＋ATP＋H2O 　  　 RCO─CoA＋AMP ＋ 2　Pi

5．AMP を，酸化的リン酸化あるいは基質レベルのリン酸化でリン
酸化されうる形に戻すために，下記に示す反応でもう 1 分子の ATP

を消費するから．

ATP ＋ AMP　  　2　ADP

6．FAD による酸化，加水，NAD＋による酸化，CoA によるチオール
開裂．
7．（a）5；（b）11；（c）1；（d）10；（e）2；（ f ）6；（g）9；（h）3；
（ i ）4；（ j ）7；（k）8

8．（b），（c），（a），（g），（h），（d），（e），（ f ）
9．脂肪酸を分解（β 酸化）するのに必要な，ミトコンドリアへの脂

肪酸輸送が起らないため，筋肉は脂肪酸を燃料として利用すること
ができない．筋肉は筋グリコーゲン由来のグルコースを利用できる
が，絶食後のように貯蔵グリコーゲンが枯渇した状態では欠損の影
響が特に強く現れる．
10．最後から 2 番目の分解産物であるアセトアセチル CoA は，CoA

分子が一つあれば 2 分子のアセチル CoA を産生できるから．
11．パルミチン酸からは，106 分子の ATP が産生される．パルミト

レイン酸は C─9 と C─10 の間に二重結合をもつ．この二重結合が
あるために，β 酸化過程における酸化（加水の前に二重結合をつく
る）が起こらない．したがって，FADH2 が生成されず，パルミト
レイン酸から産生される ATP はパルミチン酸の場合よりも 1.5 分
子少なくなり，104.5 分子となる．

アシル CoA への活性化  －2　ATP
7 サイクルの反応で；

7　アセチル CoA（10　ATP/アセチル CoA で）  ＋70　ATP
7　NADH（2.5　ATP/NADH で）  ＋17.5　ATP
7　FADH2（1.5　ATP/FADH2 で）  ＋10.5　ATP
プロピオニル CoA からスクシニル CoA への

変換に必要な ATP
 －1　ATP

スクシニル CoA→コハク酸 ＋1　ATP（GTP）
コハク酸→フマル酸＋FADH2

　1　FADH2（1.5　ATP/FADH2 で）  ＋1.5　ATP
フマル酸→リンゴ酸
リンゴ酸→オキサロ酢酸＋NADH
　1　NADH（2.5　ATP/NADH で）  ＋2.5　ATP

合　計  100　ATP

13．翌朝，自分自身に嫌気がさしたかもしれないが，少なくともエ
ネルギー的には心配する必要はない．ステアロイル CoA の生成に
2 分子当量の ATP を必要とする．

ステアロイル CoA＋ 8　FAD＋ 8　NAD＋＋ 8　CoA＋8　H2O 　  　 

 9 アセチル CoA＋ 8　FADH2＋ 8　NADH＋ 8　H＋

9 アセチル CoA（10　ATP/アセチル CoA で） ＋90　ATP
8　NADH（2.5　ATP/NADH で） ＋20　ATP
8　FADH2（1.5　ATP/FADH2 で） ＋12　ATP
活性化に必要な ATP －2.0

合　計 120　ATP

14．朝起きたとき，貯蔵グリコーゲンは少なくなっているが，脂肪
はたくさんある．そのような状況では筋肉は脂肪をエネルギー源と
して燃焼する．ではカフェインは何のため ?　脂質の動員はグルカ
ゴンやアドレナリンにより刺激されるが，これらのホルモンはいず
れも cAMP を介して作用を発揮する．cAMP はプロテインキナー
ゼ A を活性化し，脂肪組織におけるトリアシルグリセロールの分
解を促進する．cAMP の分解が阻害されたとすると，プロテインキ
ナーゼ A は活性化され続け，脂肪も動員され続けることになる．
こうすればスラリとした水鳥のような健康的に痩せた体を手に入れ
られるだろう．
15．クエン酸回路において，1 分子の FADH2 当たり 1.5 分子の ATP，

1 分子の NADH 当たり 2.5 分子の ATP，1 分子のアセチル CoA 当
たり 10 分子の ATP が産生されることを覚えておこう．グルコース
が 2 分子のピルビン酸にまで分解されると，2 分子の ATP ができる．
NADH も 2 分子産生されるが，電子は FADH2 に渡され，ミトコン
ドリアへと入り，それぞれの FADH2 からは 1.5 分子の ATP が産生
される．1 分子のピルビン酸から NADH が 1 分子できる．1 分子の
アセチル CoA から NADH が 3 分子と FADH2 が 1 分子と GTP が 1

分子（ATP　1 分子に相当）できる．つまり 1 分子のアセチル CoA

当たり 10 分子の ATP，2 分子のアセチル CoA からは 20 分子の
ATP が産生されることになる．よって，グルコースからは 30 分子の
ATP が得られる．ヘキサン酸（カプロン酸）の場合は，ヘキサン酸
をヘキサノイル CoA へ活性化するのに 2 分子の ATP が消費され失
われる．β 酸化の 1 サイクル目で FADH2，NADH，アセチル CoA

が 1 分子ずつ産生される．アセチル CoA がクエン酸回路を 1 周し終
えると，合計 14 分子の ATP が産生される．β 酸化の 2 サイクル目で
は FADH2，NADH が 1 分子ずつ，アセチル CoA は 2 分子産生され

12．
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る．アセチル CoA がクエン酸回路で生み出す分を加えて，合計 24

分子の ATP ができる．合計は 36 分子．したがって，ヤギの臭いの
もとであるカプロン酸からは正味 36 分子の ATP が産生される．炭
素分子当たりの ATP 収量はグルコースの場合よりも 20％高いこと
になり，脂肪が糖質と比較してより還元された状態であることを示
している．
16． 

ステアリン酸＋ATP＋ 13.5　H2O＋ 8　FAD＋ 8　NAD＋
　  　

 

 4.5 アセト酢酸＋ 14.5　H＋＋ 8　FADH2＋ 8　NADH＋AMP＋ 2　Pi

17．パルミチン酸は下記の反応の β 酸化により活性化され，代謝さ
れる．

パルチミン酸＋CoA＋ATP　  　パルミトイル CoA＋AMP＋ 2　Pi 

パルミトイル CoA＋ 7　FAD＋ 7　NAD＋＋ 7　CoASH＋H2O　  　 

 8　アセチル CoA＋ 7　FADH2＋ 7　NADH＋ 7　H＋

8 分子のアセチル CoA から 4 分子のアセト酢酸が合成され，血中へ
放出される．したがってアセト酢酸は肝臓でのエネルギー産生に寄
与しない．しかし，アセチル CoA の生成過程で産生された FADH2

と NADH が酸化的リン酸化により処理され，ATP を生み出す．

1.5　ATP/FADH2× 7＝ 10.5　ATP 

2.5　ATP/NADH× 7＝ 17.5　ATP

パルミトイル CoA の形成に 2 分子の ATP が消費されるので，残り
の 26 分子の ATP が肝臓で利用される．
18．3─ヒドロキシ酪酸をアセト酢酸に酸化するときにできる NADH

から 2.5 分子の ATP ができる．アセト酢酸はアセトアセチル CoA に
変換され，ついで加水分解されて 2 分子のアセチル CoA を生じる．
アセチル CoA はクエン酸回路で代謝されて 10 分子の ATP を産生す
る．合計 22.5 分子．
19．アセト酢酸からアセトアセチル CoA を生じるときに，スクシニ

ル CoA を 1 分子消費する．スクシニル CoA は本来ならクエン酸回路
で ATP を 1 分子生成することができたはずなので，先ほどより 1 分
子少ない 21.5 分子であると答えた人もいるかもしれない．
20．脂肪が燃焼するためには，アセチル CoA に変換され，さらにク

エン酸回路で代謝されなければならない．アセチル CoA がクエン
酸回路に入るためには，オキサロ酢酸の供給が必要である．オキサ
ロ酢酸はグルコースがピルビン酸にまで代謝され，さらにカルボキ
シ化されて生成される．
21．ケトン体が認められないのは，血中ケトン体の産生源である肝

臓で，脂肪酸を酸化してアセチル CoA を産生できないからである．
さらに，脂肪酸酸化が障害されているため，肝臓はエネルギー源と
してよりグルコースに依存するようになる．その結果，糖新生が低
下し血糖値も低下する．筋肉でも脂肪酸酸化が起こらないため，血
中グルコースをより取込むようになり，低血糖は増悪する．
22．肝細胞にはアセト酢酸をアセトアセチル CoA に変換するための

特異的 CoA トランスフェラーゼがないから．アセトアセチル CoA

からはクエン酸回路の燃料であるアセチル CoA が 2 分子生じる．こ
のように肝臓はケトン体を産生はするが利用することができない．
23．インスリンがない状態では，肝臓がもつ脂質をケトン体に変え

る能力を超える量の脂質の動員が起こる．
24．クエン酸回路にはアセチル基として二つの炭素原子が入るが，

オキサロ酢酸ができるまでに 2 分子の炭素原子が CO2 として回路を
出ていく．したがってオキサロ酢酸が新たに合成されたことにはなっ
ていない．一方，植物は動物にはない二つの酵素をもっており，グ
リオキシル酸回路（§19・5）でアセチル CoA をオキサロ酢酸に変
換することができる．
25．脳や赤血球で使うためのグルコースを合成するのに，遊離アミ

ノ酸の炭素骨格部分が使われるから．
26．飢餓時には，筋肉はエネルギー源をグルコースから脂肪酸に変

える．これによりグルコースを生成するためのタンパク質分解を減
らすことができる．脂肪酸分解で生じたアセチル CoA は筋のピル
ビン酸デヒドロゲナーゼを阻害して，ピルビン酸をアセチル CoA

に変換するのを抑制する（訳注： ピルビン酸が使われずに残ること
になり，つまり筋肉で消費されるグルコースを減らすことができる）．
27．

グリセロール＋ 2　NAD＋＋Pi＋ADP　  　 

 ピルビン酸＋ATP＋H2O＋ 2　NADH＋H＋

グリセロールキナーゼとグリセロールリン酸デヒドロゲナーゼ．
28．クエン酸回路．コハク酸をオキサロ酢酸に変換する反応，およ

びその逆反応は脂肪酸代謝と類似している（p.257 と p.366）．
29．フェニル酪酸の場合の産物は，フェニル酢酸とアセチル CoA で

ある．フェニルプロピオン酸からは，安息香酸とアセチル CoA がで
きる．

これらの結果から Knoop は，脂肪酸の酸化は β 炭素で起こると結
論付けた．実際，脂肪酸の長さに関係なく，偶数鎖ならば必ずフェ
ニル酢酸とアセチル CoA が，奇数鎖ならば必ず安息香酸とアセチ
ル CoA が生成され，これは β 酸化でしか説明できない．
30．（a）Vmax は低下し，KM は増加する．Vmax（野生型）＝13　nmol　min－1　

mg－1； KM（野生型）＝45　μM； Vmax（変異）＝8.3　nmol　min－1　mg－1；  
KM（変異）＝74　μM．

（b）Vmax も KM も 低 下 す る．Vmax（野生型）＝41　nmol　min－1　mg－1；
KM（野生型）＝104　μM； Vmax（変異）＝23　nmol　min－1　mg－1； KM（変異）

＝69　μM．
（c）野生型の方が有意にマロニル CoA に対する感受性が上がって
いる．

（d）カルニチンについては，変異酵素は野生型の約 65％の活性を
示した．パルミトイル CoA については，約 50％の活性を示した．
一方，10　μM のマロニル CoA は野生型酵素を約 80％阻害したのに
対し，変異酵素にはほとんど何の影響も与えなかった．

（e）グルタミン酸は触媒作用に対してよりもマロニル CoA による
制御に対して強く作用する．
31．（a）フィタン酸の問題点は，それが β 酸化を受ける過程でなん

と 5 価の炭素原子ができることである．5 価の炭素は存在しないの
で，β 酸化が起こらなくなりフィタン酸が蓄積する（次ページ式）．
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（b）どうすればこの問題を解決できるか．メチル基を除去すれば
よいが，これは理論的には可能であるものの，時間がかかるし，ま
あエレガントな方法ではない．ではメチル基にどう対処するか．わ
れわれ，というか実際にはわれわれの肝臓，は α 酸化という方法
で解決している．

α 酸化を 1 回経ることによってフィタン酸は β 酸化の基質に変換さ
れる．
32．放射性脂質はアセチル CoA へと分解され，クエン酸回路で代謝

される．アセチル CoA として回路に入る二つの炭素原子は，CO2

として出て行く二つの炭素原子ではない．したがって，オキサロ酢
酸の一部の炭素は 14C となり，グルコースに変換され，さらにグリ
コーゲンとなる場合がある．
33．やがて細胞内のすべての CoA がアセチル CoA になってしまい，

エネルギーが産生できなくなる．さらに，高濃度のアセチル CoA

は脂肪酸の酸化（グルコースの酸化はいうまでもなく）を阻害して
しまう．アセチル CoA をケトン体に変換することによって，脂肪
酸酸化を続けて高エネルギー電子を生み出し，また他の組織に燃料
分子を供給することができる．
34．最初の酸化で二つのトリチウム原子が除かれる．加水により非

放射性の H と OH が導入される．2 回目の酸化でもう一つのトリチ
ウムが β 炭素から取除かれる．チオール開裂によりトリチウムを
一つだけもつアセチル CoA が除かれる．したがってトリチウム：
炭素比は 1：2 となる．この比は初めの二つのアセチル CoA（に由
来する酢酸）については同じであるが，最後のアセチル CoA は酸
化を受けないので，すべてのトリチウムがそのまま残っている．こ
のアセチル CoA に由来する酢酸分子内の比は 3：2 となり，全体と
しては 5：6 となる．

28 章
1．8 アセチル CoA＋ 7　ATP＋ 14　NADPH　  　 

 パルミチン酸＋ 14　NADP＋＋ 8　CoA＋H2O＋ 7　ADP＋ 7　Pi

2．最初の反応である，
オキサロ酢酸＋NADH＋H＋ 　  　 リンゴ酸＋NAD＋

は細胞質のリンゴ酸デヒドロゲナーゼが触媒する．つぎの反応はリ
ンゴ酸酵素が触媒する，

リンゴ酸＋NADP＋　  　ピルビン酸＋CO2＋NADPH

である．
　最後は，ピルビン酸カルボキシラーゼによってピルビン酸からオ
キサロ酢酸が再生される．

ピルビン酸＋CO2＋ATP＋H2O　  　 

 オキサロ酢酸＋ADP＋Pi＋ 2　H＋

反応の収支は，
NADP＋＋NADH＋ATP＋H2O　  　 

 NADPH＋NAD＋＋ADP＋Pi＋H＋

となる．
3．アセチル CoA からマロニル CoA ができる反応．アセチル CoA カ

ルボキシラーゼ 1 が触媒する．
4．（a）10；（b）1；（c）5；（d）8；（e）3；（ f ）9；（g）6；（h）7；（ i ）

4；（ j ）2

5．7 アセチル CoA＋ 6　ATP＋ 12　NADPH＋ 12　H＋　  　 

 ミリスチン酸＋ 7　CoA＋ 6　ADP＋ 6　Pi＋ 12　NADP＋＋ 5　H2O

6．6 単位のアセチル CoA が必要となる．アセチル CoA のうち 1 単
位は，酸性末端（ω 末端）から最も遠い二つの炭素原子として直接
使われる．残りの 5 単位はマロニル CoA に変換される．マロニル
CoA を 1 分子合成するのに 1 分子の ATP が必要なので，5 分子の
ATP が必要なことになる．伸長反応，オキソ基からアルコールへの
還元，二重結合の還元それぞれ 1 回につき 2 分子，1 分子，1 分子ず
つの NADPH が必要であるので，合計 10 分子の NADPH が必要．し
たがって，ラウリン酸の合成には 5 分子の ATP と 10 分子の NADPH

が必要である．
7．（e），（b），（d），（a），（ f ），（c）
8．ATP クエン酸シンターゼは細胞質のクエン酸を分解して脂肪酸合

成に必要なアセチル CoA を産生する酵素であるので，この変異に
より脂肪酸の合成が阻害される．
9．（a）誤り．ビオチンはアセチル CoA カルボキシラーゼの活性に必

要；（b）正しい；（c）誤り．マロニル CoA の合成には ATP が必要；
（d）正しい；（e）正しい；（ f ）誤り．脂肪酸合成酵素は二量体；（g）
正しい；（h）誤り．アセチル CoA カルボキシラーゼ 1 はクエン酸
で活性化される．クエン酸が切断されてできるアセチル CoA はそ
の基質となる．
10．奇数個の炭素原子をもつ脂肪酸はプロピオニル ACP（アセチル

ACP ではなく）から合成が開始される．プロピオニル ACP はプロ
ピオニル CoA から ACP　S ─アセチルトランスフェラーゼにより生
成される．
11．マロニル CoA に変換されることなく直接使われる唯一のアセチル

CoA は，脂肪酸の ω 末端の二つの炭素原子を供給する．C16 脂肪酸
であるパルミチン酸の場合，炭素 15 と 16 がアセチル CoA 由来と
いうことになる．
12．HCO3

－はアセチル CoA と結合してマロニル CoA となるが，そ
のマロニル CoA がアセチル CoA と縮合して 4 炭素単位のオキソア
シル CoA になるときに CO2 として放出されるから．

13．炭酸水素塩は，アセチル CoA カルボキシラーゼが触媒する反応
においてアセチル CoA からマロニル CoA を生成するのに必要だか
ら．
14．C─1 の方が放射活性が高い．
15．脱炭酸はマロニル ACP とアセチル ACP の縮合を駆動する．ア

セチル ACP　2 分子の縮合はエネルギー的に不利である．糖新生に
おいて，脱炭酸はオキサロ酢酸からのホスホエノールピルビン酸の
生成を駆動する．
16．変異酵素はリン酸化による阻害を受けないため，常に活性化さ

れた状態になる．その結果，脂肪酸合成は異常に活性化する．この
ような変異は肥満につながる．
17．ポリペプチド鎖が長くなるほど，誤りなく合成できる確率が低

くなる（§39・1）．たった一つの間違いによってポリペプチド全体
が活性を失う可能性がある．それに対し，非共有結合による多酵素
複合体の場合には，異常なサブユニットは除外することができ，正

5 価の炭素原子
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常なサブユニットが無駄にならない．
18．貯蔵グリコーゲンが容量いっぱいになると，余剰の糖質はア

セチル CoA に代謝され，脂肪となる．ヒトは脂肪を糖質に変換
することはできないが，その逆，糖質を脂肪に変えることはでき
る．
19．細胞質のパルミトイル CoA は，クエン酸をミトコンドリアから

細胞質に輸送するトランスロカーゼを阻害する．その結果，脂肪酸
合成は抑制される．ミトコンドリアのマロニル CoA はカルニチン
アシルトランスフェラーゼⅠを阻害して，脂肪酸のミドコンドリア
マトリックスへの輸送を抑制する．マロニル CoA はエネルギーが
充足しているときに合成されるので，そのような状態では脂肪酸の
分解が起こらないように働く．
20．生卵を多く摂取すると，アセチル CoA カルボキシラーゼの活性

に必要なビオチンがアビジンとの結合により減少し，脂肪酸合成が
阻害される．加熱によりアビジンは変性してビオチンと結合しなく
なるので，上記のような阻害は起こらない．
21．6─ホスホフルクトキナーゼは解糖系の下流へ向かう反応を調節

している．解糖系は組織によっては ATP を産生したり，生合成の
材料を産生したりしている．細胞質にクエン酸があることは，ATP

や生合成の材料が足りていることを示し，グルコースを代謝する必
要がないことを表す．
22．（a）酸化はミトコンドリア，合成は細胞質で起こる．
（b）酸化ではアセチル CoA，合成ではアシルキャリヤータンパク
質．

（c）酸化では FAD と NAD＋，合成では NADPH．
（d）酸化では 3─ヒドロキシアシル CoA の L 形異性体，合成では D

形異性体．
（e）酸化はカルボキシ→メチルの方向，合成はメチル→カルボキシ
の方向．

（ f ）脂肪酸合成に関わる酵素は多機能酵素複合体を形成する（酸
化に関わる酵素はつくらない）．
23．ピルビン酸＋CO2＋ATP＋H2O　  　 

 オキサロ酢酸＋ADP＋Pi＋ 2　H＋

糖新生においては，オキサロ酢酸はホスホエノールピルビン酸カル
ボキシキナーゼによって GTP の加水分解を伴ってホスホエノール
ピルビン酸に変換される．
24．アセチル CoA カルボキシラーゼ 2 による反応産物であるマロニ

ル CoA は，カルニチンアシルトランスフェラーゼⅠを阻害して，
脂肪酸がミトコンドリアマトリックスに運ばれるのを抑制する．
25．血中のグルコースは肝臓に取込まれてグルコース 6─リン酸にな

る．その一部はペントースリン酸経路の酸化的経路で代謝されて
NADPH を産生する．グルコースは解糖系でピルビン酸にも代謝さ
れ，さらにピルビン酸デヒドロゲナーゼによりアセチル CoA を生
じる．アセチル CoA の一部は細胞呼吸に使われ ATP を産生する．
残りのアセチル CoA は脂肪に変換される．

26．クエン酸は活性型フィラメントを形成させることにより，アセ
チル CoA カルボキシラーゼ 1 をアロステリックに活性化する．パ
ルミトイル CoA はアセチル CoA カルボキシラーゼを阻害する．

27．（a）ソラフェン A は濃度依存的に脂肪酸合成を抑制した．
（b）脂肪酸の酸化はソラフェン A の存在下で増加した．
（c）アセチル CoA カルボキシラーゼ 2 がマロニル CoA を生成して
脂肪酸のミトコンドリアへの輸送を阻害し，脂肪酸の酸化を抑制す
ることを思い出そう．ソラフェン A は 1, 2 両方のカルボキシラー
ゼを阻害するようである．

（d）リン脂質の合成はソラフェン A の濃度依存的に阻害された．
（e）リン脂質は細胞膜の合成に必要である．
（ f ）ソラフェン A は，特に高濃度において細胞の増殖を阻害した．

28．標識された炭素原子はすべてパルミチン酸に取込まれる．パル
ミチン酸の合成には 8 分子のアセチル CoA が必要であるが，それ
ぞれのアセチル CoA は標識炭素原子を一つだけもっているので，
合計で八つの標識炭素原子がパルミチン酸に含まれることになる．
アセチル CoA のまま利用される場合は三つのトリチウムがすべて
残るが，マロニル CoA に変換されてから利用される場合には，CO2

が付加されるときに一つ，脱水反応でもう一つのトリチウムが
失われ，マロニル CoA 由来のトリチウムは一つしか残らないこ
とになる．そしてパルミチン酸合成には 7 分子のマロニル CoA

が必要である．したがって，できあがったパルミチン酸に残って
いるトリチウムは 10 個．3H（トリチウム）/14C（炭素）比は 1.25 と
なる．
29．NADH の濃度が高いと，乳酸をピルビン酸に酸化する反応が阻

害されるので糖新生は阻害される．むしろピルビン酸が乳酸に還元
される反応が優勢になり，乳酸アシドーシスと低血糖とをきたす．
飲酒時には NADH の必要量はエタノールの代謝でまかなわれ，過
剰になった NADH は脂肪酸の酸化とクエン酸回路も阻害する．過
剰な NADH は脂肪酸を合成すべき状況であるシグナルであり，〝脂
肪肝〟の原因となる．

29 章
1．グリセロール＋ 4　ATP＋ 3　脂肪酸＋ 4　H2O 　  　

 トリアシルグリセロール＋ ADP＋ 3　AMP＋ 7　Pi

2． グリセロール＋ 4　ATP＋ 2　脂肪酸＋ 4　H2O 

 ＋ CTP＋エタノールアミン
 　  　 ホスファチジルエタノールアミン＋ CMP　 

 ＋ ADP＋ 2　AMP＋ 7　Pi

3．グリセロール 3─リン酸はおもに，解糖系の中間体であるジヒド
ロキシアセトンリン酸の還元によって生成される．グリセロールの
リン酸化によってもいくらかはつくられる．
4．3 分子．エタノールアミンのリン酸化に ATP が 1 分子，CMP か

ら CTP を再生するのに ATP が 2 分子必要である．
5．すべてセラミドを基に合成されるが，セラミドの末端のヒドロキ

シ基に何が結合しているかが異なる．スフィンゴミエリンの場合は
コリンリン酸が，セレブロシドの場合はグルコースあるいはガラク
トースが，ガングリオシドの場合はオリゴ糖鎖が結合している．
6．（a）8；（b）4；（c）； 1（d）9；（e）3；（ f ）10；（g）5；（h）2；（ i ）

6；（ j ）7

7．（a）CDP ジアシルグリセロール；（b）CDP エタノールアミン；
（c）アシル CoA；（d）CDP コリン；（e）UDP グルコースあるいは
UDP ガラクトース；（ f ）ゲラニル二リン酸
8．新しいことを考える必要はないよ，スタン．ただ聞いてくれ．

1）ジアシルグリセロールを CDP ジアシルグリセロールに活性化
する．2）アルコールを CDP アルコールに活性化する．

〔訳注： ポール・サイモンの〝恋人と別れる 50 の方法〟という曲名と歌詞に
絡めてある〕

9．ホスファチジン酸ホスファターゼ（PAP）．PAP はリン脂質の量
に対してどの程度のトリアシルグリセロールを合成するかを制御し
ており，どの種類のリン脂質を合成するかも調節している．
10．マウスで，ホスファチジン酸ホスファターゼ活性が低下する変

異が報告されている．ジアシルグリセロールが生成されなくなるの
で，脂肪組織の量は激減する．通常，ジアシルグリセロールがアシ
ル化されてトリアシルグリセロールができるが，PAP 活性がなく
なるとトリアシルグリセロールが合成されなくなる．
11．過剰な PAP 活性はジアシルグリセロールの量を増加させる．ジ

アシルグリセロールからつくられるリン脂質の量が十分量に達した

30問題の解答（28～29 章）



後，余剰のジアシルグリセロールはトリアシルグリセロールに変換
され，肥満になる．
12．1）活性化イソプレン単位（イソペンテニル二リン酸）の合成，2）

6 分子の活性化イソプレンを縮合してスクアレンを生成，3）スク
アレンを環化してコレステロールを生成．
13．（a, b）ともに標識されない．標識炭素原子は CO2 として放出さ

れる．
14．家族性高コレステロール血症の特徴は，小児期から認められる

血中コレステロール濃度の高値である．過剰な血中コレステロール
はマクロファージに取込まれ，やがて粥腫ができ心臓病になる．こ
の疾患の原因となる遺伝子変異はたくさん知られているが，すべて
において LDL 受容体の機能が異常になる．
15．HMG─CoA レダクターゼの量と活性のコントロールによってコ

レステロール生合成が調節される．SREBP は転写レベルでの調節
を行う．またレダクターゼ mRNA の翻訳も調節されている．レダ
クターゼタンパク質も調節性のタンパク質分解を受ける．さらに，
ATP 濃度が低いときには AMP 活性化キナーゼによるリン酸化を受
け，活性が抑制される．
16．スタチンは HMG─CoA レダクターゼの競合阻害剤である．血中

コレステロール濃度が高い患者に対して，コレステロール合成を止
める薬として使われる．
17．有用ではない．コレステロールは細胞膜機能に必須であり，ま

た胆汁酸塩やステロイドホルモンの前駆体としても必須である．コ
レステロールがまったくつくられなくなる状況は致死的と考えられ
る．
18．黄体ホルモン，グルココルチコイド，ミネラルコルチコイド，

アンドロゲン，エストロゲン．
19．ジヒドロテストステロンは胎児の男性性徴の発現に必須である

ことを思い出してほしい．妊婦がプロペシアに触れると，男性胎児
の 5　α─レダクターゼが阻害され，重度の発生異常をきたす．

20．〝知ったことか〟，〝朝食中に生化学の話はしたくないね〟という
のが正直なところであろうが，失礼で役に立たない答である．〝確
かにコレステロールがステロイドホルモンの前駆体ではあるけど，
残りの 2 点はとらえ方が単純すぎるね．コレステロールは膜の構成
成分で，膜は確かに細胞を形づくっていて，細胞が集まって組織を
形成している．でも，コレステロールが細胞や組織をʻつくるʼっ
ていう表現は間違いだね〟と言ってあげよう．
21．ステロイドの核となる構造は四つの閉じた環構造，すなわち三

つのシクロヘキサン環と一つのシクロペンタン環，である．ビタミ
ン D の場合，二つ目（B 環）のシクロヘキサン環が紫外線による
開裂で開いてしまっているため．
22．LDL 粒子にはアポリポタンパク質 B100（アポ B100）が存在し，

アポ B100 は標的細胞表面の被覆ピットとよばれる領域に局在する
LDL 受容体に結合する．アポ B100 を介して LDL 粒子が受容体に
結合すると，LDL 受容体複合体はエンドサイトーシスで細胞内に
取込まれ，細胞内小胞を形成する．この小胞はその後，受容体を含
むものと LDL を含むものとの二つに分かれる．受容体を含む小胞
は細胞表面へと戻っていき，受容体は再利用される．LDL を含む
小胞はリソソームと融合し，LDL 粒子の内容物であるコレステロー
ルエステルは加水分解を受け遊離コレステロールとなり，細胞内で
利用される．LDL 粒子上のアポ B100 などのタンパク質も加水分解
され，遊離アミノ酸を生じる．
23．臨床医たちはこの知識をもとに，薬がかえって悪く作用してし

まうことがないかを予測することができるし，また個別化した，特
に効果の高い薬剤治療をがんなどの疾患に施すこともできる．
24．ミツバチは殺虫剤を含む環境中の毒素に特に弱いと思われる．

P450 系を最小限しかもたないため，これらの化学物質を容易には

無毒化できないからである．
25．イソプレノイドの側鎖が付加されることによって，疎水性が備

わる．このような修飾をもつタンパク質は膜に結合する．
26．グリセロリン脂質合成に果たすシチジンヌクレオチドの役割は，

ウリジンヌクレオチドがグリコーゲン合成に果たす役割（§25・1）
と同じである．これらの生合成過程では活性化中間体（UDP グル
コース，CDP ジアシルグリセロール，CDP アルコール）が，リン
酸化基質（グルコース 1─リン酸，ホスファチジン酸，ホスホリル
アルコール）とヌクレオシド三リン酸（UTP，CTP）から形成され
る．活性化中間体はヒドロキシ基（グリコーゲンの末端，セリン残
基の側鎖，ジアシルグリセロール）と反応する．
27．エネルギーが充足しているときにはクエン酸がミトコンドリア

から細胞質に輸送される．細胞質に出てきたクエン酸は，ATP─ク
エン酸シンターゼによってアセチル CoA とオキサロ酢酸とに分解
される．このアセチル CoA はコレステロール合成の材料として利
用される．
28．HMG─CoA は，ケトン体生成の中間体でもある．絶食時などの

ように体のどこかで燃料を必要としている場合，HMG─CoA はケ
トン体であるアセト酢酸に変換される．エネルギー要求が満たされ
ている場合には肝臓はコレステロールを合成する．
29．Na＋チャネルをコードする遺伝子に，DDT の作用を妨げるよう

な変異を生じる．あるいは，シトクロム P450 系酵素の合成を増加
させて，殺虫剤の無毒化を促進する．実際，両方のタイプの現象が
観察されている．
30．（a）効果はない．
（b）アクチンはコレステロールによって制御されないので，両グ
ループにおけるアクチン mRNA の量は同じになるはずである．も
し量が異なった場合は RNA の単離過程に問題があったことを示
す．そのようなことはなく，HMG─CoA レダクターゼ mRNA の量
をそのまま比較してよいことを示すために測定した．

（c）コレステロール食によって HMG─CoA レダクターゼタンパク
質は著しく減少した．

（d）タンパク質量の制御は転写レベルで行われることが一般的で
あるが，今回の場合はまったくそうではないこと．

（e）レダクターゼ mRNA の翻訳が阻害されたと考えられる．タン
パク質が素早く分解されたことも考えられる．
31．以下のように分類できる： 1）受容体が合成されない； 2）受容体

は合成されるが，細胞内輸送のためのシグナルを欠く，あるいは正
しく折りたたまれないことが原因で，細胞膜へ運ばれない； 3）細
胞膜へ運ばれるが，LDL 結合領域に異常があり，正常に LDL を結
合することができない； 4）細胞表面で LDL を結合できるが，カル
ボキシ末端に異常があり，被覆ピットに集積することができない．
32．良性前立腺肥大は，5　α─レダクターゼを阻害することにより治

療できる．ジヒドロテストステロンの類似体であるフィナステリド
はレダクターゼを競合的に阻害するが，アンドロゲン受容体には作
用しない．フィナステリドを使用している患者の血中ジヒドロテス
トステロン濃度は顕著に低下し，テストステロンはほぼ正常に保た
れる．前立腺は縮小するが，テストステロン依存性の過程，すなわ
ち受精能力，性欲，筋力などにはほとんど影響がない．
33．マンガの中では植物も捕食者から走って逃げることができるが，

実際にはそんなことは起こるはずもなく，植物は食べられてしま
う．したがって植物は，自己防衛のためにさまざまな毒素を産生し
捕食者たちを遠ざける必要があるのである．
34．疎水性の，におい分子の多くはヒドロキシ化によって不活性化

される．シトクロム P450 モノオキシゲナーゼは分子状酸素を活性
化し，NADPH は還元剤として働く．O2 の一方の酸素原子はヒド
ロキシ基の一部としてにおい分子へ，もう一方は水に還元される．

31問題の解答（29 章）



30 章
1．（a）ピルビン酸；（b）オキサロ酢酸；（c）2─オキソグルタル酸；
（d）3─オキソイソヘキサン酸；（e）フェニルピルビン酸；（ f ）ヒ
ドロキシフェニルピルビン酸
2．（a） アスパラギン酸＋ 2─オキソグルタル酸＋GTP  

 ＋ ATP＋ 2　H2O＋NADH＋H＋ 

 　　   グルコース＋グルタミン酸＋CO2＋ ADP　 

 ＋ ADP＋ GDP＋ NAD＋＋ 2　Pi

　アミノ基転移反応に必要な補酵素はピリドキサールリン酸であ
り，酸化還元反応に必要なものは，NAD＋/NADH である．

（b）アスパラギン酸＋ CO2＋ NH4
＋＋ 3　ATP＋ NAD＋＋ 4　H2O 

   オキサロ酢酸＋尿素＋ 2　ADP＋ 4　Pi＋ AMP　 

 ＋ 4　NADH＋ H＋

3．ほとんどの酵素は，NADH か NADPH かのどちらか一方に特異的
である．異化過程の酵素は，NADH/NAD＋を使うが，同化過程の
酵素は NADPH/NADP＋を使う．

4．アミノトランスフェラーゼは，α─アミノ基を 2─オキソグルタル
酸に転移して，グルタミン酸を形成する．グルタミン酸は，酸化的
に脱アミノされてアンモニウムイオンをつくる．
5．アスパラギン酸（オキサロ酢酸），グルタミン酸（2─オキソグル

タル酸），アラニン（ピルビン酸）
6．セリンとトレオニン
7．カルバモイルリン酸とアスパラギン酸
8．（a）4；（b）5；（c）1；（d）6；（e）7；（ f ）3；（g）2

9．CO2＋ NH4
＋＋ 3　ATP＋ NAD＋＋グルタミン酸＋ 3　H2O   

 尿素＋ 2　ADP＋ 2　Pi＋ AMP＋ PPi＋ NADH＋ H＋ 

 ＋ 2─オキソグルタル酸
使われる転移ポテンシャルの高いリン酸基の数は p.413 の式と同様
4 個である．
10．尿素回路でのフマル酸合成は，尿素回路とクエン酸回路をつな

いでいるため，重要である．フマル酸は水和されてリンゴ酸になり，
つぎに酸化されてオキサロ酢酸になる．オキサロ酢酸は以下に示す
いくつかの運命をたどる： 1）アミノ基転移されアスパラギン酸
へ； 2）糖新生経路によりグルコースへ変換； 3）アセチル CoA と
縮合してクエン酸生成； 4）ピルビン酸へ変換．
11．解析から，ピルビン酸デヒドロゲナーゼ，2─オキソグルタル酸

デヒドロゲナーゼ，分枝 2─オキソ酸デヒドロゲナーゼの 3 種類の
酵素の欠損が強く示唆される．最も考えられることは，これらの酵
素に共通している E3 成分（18 章）が欠如しているか，欠損して
いるかである．この考えは，これらの 3 種の酵素を精製し，リポア
ミドの再生を触媒する能力を検定することによって，確かめられる．
12．A. アルギニン，B. シトルリン，C. オルニチン，D. アルギニノコ

ハク酸，現れる順番は，C, B, D, E．
13．アスパルテームはジペプチドエステル（L─アスパルチル─L─フェ

ニルアラニンメチルエステル）であり，L─ アスパラギン酸と L─
フェニルアラニンに加水分解される．フェニルケトン尿症では，高
濃度のフェニルアラニンは有害である．
14．N ─アセチルグルタミン酸は，アセチル CoA とグルタミン酸か

ら合成される．アセチル CoA は，もう一度，活性型アセチル供与
体として働く．この反応は，N ─アセチルグルタミン酸シンターゼ
によって触媒される．
15．ケト原性のアミノ酸の炭素骨格は，ケトン体，あるいは，脂肪

酸に変換されることができる．ロイシンとリシンのみが真にケト原
性である．糖原性のアミノ酸の炭素骨格は，グルコースに変換可能
である．
16．ピルビン酸（解糖と糖新生），アセチル CoA（クエン酸回路と脂

肪酸合成），アセトアセチル CoA（ケトン体の形成），2─オキソグ

ルタル酸（クエン酸回路），スクシニル CoA（クエン酸回路），フ
マル酸（クエン酸回路），オキサロ酢酸（クエン酸回路と糖新生）
17．図 30・13 で示したように，アラニンは，糖新生のアミノ酸であ

り，トリプトファンからアセチル CoA とアセトアセチル CoA への
変換で放出される．
18．すべてのタンパク質が等しくつくられるのではない．あるもの

は他のものより重要である．あるタンパク質を分解して，不足して
いるアミノ酸を供給すると，他のタンパク質からの窒素は尿素とし
て排出される．その結果，摂取されるより多くの窒素が排出される．
19．この欠損は，食物から過剰なアルギニンを供給し，総タンパク

質摂取量を制限することにより，一部回避することができる．肝臓
では，アルギニンは尿素とオルニチンに分かれ，つぎに，カルバモ
イルリン酸と反応してシトルリンとなる．この尿素回路中間体はア
スパラギン酸と縮合してアルギニノコハク酸を生成し，これが排出
される．食事で摂取したアルギニン 1 分子当たり 2 個の窒素が，1

個はカルバモイルリン酸を通して，もう 1 個はアスパラギン酸を通
して，体外に放出されることに注目されたい．つまりアルギニノコ
ハク酸は尿素の代わりとなって窒素を体外へ放出するのである．ア
ルギニノコハク酸の形成により窒素が除かれ，総タンパク質摂取量
を制限することにより，酸性尿症から救済されるのである．
20．複置換．置換酵素中間体が形成される．
21．枝分かれしたアミノ酸であるロイシン，イソロイシン，バリン．

必要となる酵素は，2─オキソ酸デヒドロゲナーゼである．
22．過剰なアンモニアは，2─オキソグルタル酸のアミノ化をひき起

こすことができ，制御されない様式で高濃度のグルタミン酸を生み
出す．2─オキソグルタル酸が，グルタミン酸合成のため，クエン
酸回路から除かれ，細胞の呼吸容量が減少する．
23．肝臓は，窒素を尿素として捕獲する重要な組織である．もし，

肝臓が障害を受けると（たとえば，肝炎や過剰なアルコールの摂取
によって），遊離アンモニアが血中に放出される．
24．オルニチンカルバモイルトランスフェラーゼ
25．（a）グリコーゲンの貯蔵の枯渇．グリコーゲンがなくなったと

き，タンパク質は，脳の活動に必要なグルコースを供給するために，
分解される．こうしてできたアミノ酸は脱アミノされ，窒素原子は
尿素として排出される．

（b）脳は，脂肪酸の異化反応により誘導されるケトン体を利用す
ることに適応した．つまり，脳は脂肪酸の分解によりエネルギーを
得ている．

（c）グリコーゲンと脂質の蓄積がなくなると，唯一のエネルギー源
がタンパク質になる．
26．脱アミノして 2─オキソ─3─メチル吉草酸になる； 酸化的に脱炭

酸して 2─メチルブチリル CoA になる； 酸化してチグリル CoA に
なる； 水和，酸化，チオール開裂してアセチル CoA とプロピオニ
ル CoA ができる； プロピオニル CoA がスクシニル CoA になる．

27．コリ回路では，炭素原子は，筋肉から肝臓へ乳酸として移行さ
れる．乳酸が使われるためには，還元されてピルビン酸にならなけ
ればならない．還元には，NADH の形をとった高エネルギーの電
子が必要である．炭素原子がアラニンとして転移されると，アミノ
基転移反応により直接ピルビン酸が産生する．
28．すべて症状の正確な原因は完全にはわかっていないが，オキサロ

酢酸の代謝が中心的に関わるという説明がもっともらしい．ピルビン
酸カルボキシラーゼの欠損は，オキサロ酢酸の量の減少をもたらす
であろう．オキサロ酢酸の減少は，クエン酸回路の活性を低下させ，
そのため，ATP は乳酸形成によりつくられるであろう．もし，オキ
サロ酢酸の濃度が低くなると，アスパラギン酸は合成できなくなり，
尿素回路が補償に働くだろう．オキサロ酢酸は，クエン酸の形成に
も必要であり，アセチル CoA に移行して細胞質へ行き，脂肪酸の合

1
2
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成に関わる．最終的には，オキサロ酢酸は糖新生に必要である．

31 章
1．窒素固定は空気中の窒素（N2）を NH4

＋へ変換することである．
窒素固定の微生物はそれができる．
2．N2＋ 8　e－＋ 8　H＋＋ 16　ATP＋ 16　H2O　  　 

 2　NH3＋ H2＋ 16　ADP＋ 16　Pi

窒素固定は，エキサゴニック反応である．ATP の役割は，反応経
路の障壁の活性化エネルギーを下げることであり，反応を動力学的
に実行可能にする．
3．（a）4；（b）8；（c）10；（d）6；（e）7；（ f ）9；（g）3；（h）5；（ i ）

2；（ j ）1

4．レダクターゼは，高い還元力をもった電子を供給し，ATP の加水
分解を必要とするニトロゲナーゼは，その電子を使って N2 を NH3

に還元する．
5．間違え．窒素固定は，熱力学的に良好な反応である．ニトロゲナー

ゼによる ATP の消費は，反応を動力学的に実行可能にする．
6．細菌は，空気中の窒素を還元したアンモニアを植物に供給する．

この還元はエネルギー的には高価であるが，細菌は植物から得た
ATP を使う．
7．ヒトは，単純な前駆体から必須アミノ酸をつくる生化学的な経路

をもっていない．このため，ヒトはそれらを食物から摂取しなけれ
ばならない．
8．オキサロ酢酸，ピルビン酸，リボース 5─リン酸，ホスホエノー

ルピルビン酸，エリトロース 4─リン酸，2─オキソグルタル酸，3─
ホスホグリセリン酸
9．ピリドキサールリン酸（PLP）
10．可逆的なアミノ基転移反応は，標識されたアミノ基をアスパラ

ギン酸から 2─オキソグルタル酸へ転移し，グルタミン酸とオキサ
ロ酢酸を形成する．グルタミン酸は多くのアミノ酸合成に対するア
ミノ基の供与体となり，対応するオキソ酸を形成する．
11．テトラヒドロ葉酸は，1 炭素単位の担体である．
12．ともに 1 炭素単位を運ぶ．S ─アデノシルメチオニンはテトラヒ

ドロ葉酸より転移能力に優れているため，より有用である．
13．γ─グルタミルリン酸が反応中間体らしい．
14．アラニンがピルビン酸から，アスパラギン酸がオキサロ酢酸か

ら，グルタミン酸が 2─オキソグルタル酸から合成される．
15．Y は C    D の段階を阻害することができ，Z は C    F の段階を

阻害することができ，さらに，C は A    B の段階を阻害すること
ができる．この模式図は逐次的なフィードバック阻害の例である．
あるいは，Y は C    D の段階を阻害することができ，Z は C    F

の段階を阻害することができ，さらに，Y と Z の両方が存在すると
きにのみ，A    B の段階を阻害することができる．この模式図は
協奏的なフィードバック阻害とよばれている．
16．高濃度の Y と Z が存在するとき，A  B への段階の速度が 24　 

s－1（0.6× 0.4× 100　s－1）になる．
17．テトラヒドロ葉酸，S─アデノシルメチオニンとビオチン．
18．メチルマロニル CoA ムターゼ，奇数の炭素鎖の脂肪酸の分解に

必要な酵素である（p.368）．
19．メチオニンは，ホスファチジルエタノールアミンからホスファ

チジルコリンの合成に対するメチル基の供与体である S─アデノシ
ルメチオニンの構成要素である（p.394）．
20．（a）暗さに適応したものでは，アスパラギンが，非常に大量に

なる．明るさに適応したものでは，グルタミンがより多くなる．こ
れらのアミノ酸が最も顕著に影響を受けるものである．グリシン
も，また，明るさに適応したもので多くなる．

（b）グルタミンは，多くの他の化合物の合成に用いられる代謝的
に活性のより高いアミノ酸である．その結果として，光のエネル
ギーが使用可能になると，グルタミンがよく合成されるようになる
のであろう．アスパラギンは，炭素当たりの窒素の割合が多く，エ
ネルギーが足りないときにより有効に窒素を貯蔵する．このため，
暗さに適応したもので多く合成される．光呼吸のため，グリシンは
明るさに適応したものでよく合成される．

（c）ホワイトアスパラガスは，特に高濃度のアスパラギンを多く含
む．これが，強い味の原因となる．グリーンや紫色のアスパラガス
も，また，アスパラギンを多く含む．実際，その名が示すようにア
スパラギンはアスパラガスからはじめて精製された．
21．グルコース＋ADP＋Pi＋NAD＋＋グルタミン酸　  　 

 2　アラニン＋ 2（2─オキソグルタル酸）＋ 2　ATP　 

 ＋ 2　NADH＋ 2　H2O＋ 2　H＋

22．オキサロ酢酸と 2─オキソグルタル酸からの合成は，クエン酸回
路を枯渇させ，ATP の合成を減少させるであろう．クエン酸回路
を補うアナプレロティック（補充）反応が必要となるだろう．
23．グルタミン酸デヒドロゲナーゼの NH4

＋に対する KM 値が高く
（＞＞1　mM），そのため NH4

＋に限りがある場合この酵素は飽和しな
いためである．対照的にグルタミンシンテターゼは NH4

＋に対して
非常に高い親和性を示している．このように ATP の加水分解は，
アンモニア不足時にそれを確保するために必要となる．

32 章
1．de novo 経路では，ヌクレオチドが単純な前駆体化合物から，要す

るに一から合成される．再利用経路では，前につくられた塩基が回
収され，活性化型リボースに連結される．
2．グルコース＋ 2　ATP＋ 2　NADP＋＋ H2O　  　 

 PRPP＋ CO2＋ ADP＋ AMP＋ 2　NADPH＋ 3　H＋

3．グルタミン＋アスパラギン酸＋ CO2＋ 2　ATP＋NAD＋　  　 

 オロト酸＋ 2　ADP＋ 2　Pi＋グルタミン酸＋ NADH＋ H＋

4．（a と c）PRPP；（b）カルバモイルリン酸
5．ヌクレオシドはリボースに塩基 1 個が結合したもの．ヌクレオチド

は，ヌクレオシドのリボースに 1 個以上のリン酸基が結合したもの．
6．（a）9；（b）7；（c）6；（d）10；（e）2；（ f ）4；（g）1；（h）11（ i ）

8；（ j ）3；（k）5

7．dUMP＋セリン＋ NADPH＋ H＋　  　 

 TMP＋ NADP＋＋グリシン
8．スルファニルアミドは，葉酸の前駆体の一つである p─アミノ安

息香酸の類似体として働き，葉酸の合成を阻害する．その結果，
N10─ホルミルテトラヒドロ葉酸が欠乏する．
9．PRPP は，つぎのような反応の活性型中間体である．プリン形成

の de novo 経路におけるホスホリボシルアミン合成，再利用経路に
よる遊離塩基からのプリンヌクレオチド合成，ピリミジン形成にお
けるオロチジル酸合成である．
10．相互に基質になり合う関係とは，AMP 合成には GTP が，GTP

合成には AMP が必要なことをいう．このような関係のおかげで，
ATP 合成と GTP 合成のバランスがとれる．

11．カルバモイルリン酸の合成に ATP　2 個が必要 2　ATP

リボース 5─リン酸から PRPP の生成で AMP　1 分子が  

　生成する＊ 2　ATP

UMP から UTP への変換に ATP　2 個が必要 2　ATP

UTP から CTP への変換に ATP　1 個が必要 1　ATP

計 7　ATP
＊ 　1 個の AMP の生成は ATP　2 個に相当する．ATP 合成の基質となる

ADP の合成には，ATP　1 個を消費しなければならない．
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12．シトシンの C─6 とグアニンの C─5 に，それぞれアスパラギン
酸とグリシンの α 炭素の 13C に相当する標識が現れる．

13．プリン環の N─3 と N─9

14．（a）カルボキシアミノイミダゾールリボヌクレオチド　（b）グ
リシンアミドリボヌクレオチド　（c）ホスホリボシルアミン　（d）
ホルミルグリシンアミドリボヌクレオチド
15．アロプリノールはヒポキサンチンの類似体であり，キサンチン

オキシダーゼの自殺阻害剤である．
16．このような患者は，細胞が死んで核酸が分解されるため，尿酸

塩濃度が高くなる．アロプリノールは，尿酸塩の形成を抑えること
によって，腎臓結石ができるのを防ぎ，高尿酸血症の有害な症状が
出るのを抑える．
17．葉酸はヌクレオチド合成に必要なので，急激に分裂中の細胞に

最も影響が出やすいだろう．その中には，たえず置き換わる腸の細
胞や，血液細胞の前駆体などが含まれる．腸の細胞や血液細胞の欠
乏が，よく見られる症状の原因と考えられる．
18．イノシンまたはヒポキサンチンを投与する．
19．どちらも N─1 が標識され，ATP ではさらに C─6 に結合したア

ミノ基も標識される．
20．がん細胞はさかんに分裂するので，DNA 合成を何度も繰返す必

要がある．TMP 合成の阻害剤は DNA 合成を阻害して，がんの増
殖を妨げる．
21．（a）cAMP　（b）ATP　（c）UDP グルコース　（d）アセチル CoA　
（e）NAD＋，FAD　（ f ）フルオロウラシル　（g）ATC アーゼを阻
害する CTP

22．（a）生成する ADP の一部が ATP として再利用される．
（b）等式の両側に，高いリン酸基転移ポテンシャルをもった基が
同数存在する．

（c）アデニル酸キナーゼの反応は平衡状態にあるので，AMP の除
去によってさらに ATP 形成が起こる．

（d）この回路は本質的には，クエン酸回路の中間体であるフマル
酸を生成するアナプレロティック（補充）反応として働く．
23．カルバモイルリン酸シンターゼⅠはアンモニアを利用して，尿

素回路の第一段階でオルニチンとの反応によってカルバモイルリン
酸を合成する．カルバモイルリン酸シンターゼⅡはグルタミンを利
用して，ピリミジン生合成の第一段階でカルバモイルリン酸を合成
する．
24．アロプリノールは，尿素合成経路に含まれるキサンチンオキシ

ダーゼの阻害剤である．ペットのアヒルでは，この経路が過剰な窒
素の排出の手段となっている．もしもキサンチンオキシダーゼが阻
害されると，アヒルは窒素を排出できなくなり，死んでしまうなど
の重大な結果を招く．
25．PRPP とホルミルグリシンアミドリボヌクレオチド
26．（a）細胞 A はチミジンからも dUMP からも TMP を合成できな

いため，HAT 培地では生育できない．細胞 B は，de novo 経路でも
再利用経路でもプリンを合成できないため，やはり HAT 培地では
生育できない．細胞 C は，細胞 B からのチミジンキナーゼ（チミ
ジンをリン酸化して TMP をつくる）と，細胞 A からのヒポキサン
チン─グアニンホスホリボシルトランスフェラーゼ（ヒポキサンチ
ンから再利用経路によってプリンを合成する）をもつため，HAT

培地で生育できる．
（b）細胞 A を，目的の外来遺伝子とチミジンキナーゼ遺伝子をもっ
たプラスミドで形質転換する．HAT 培地で生育できるのは，チミ
ジンキナーゼ遺伝子を獲得した細胞だけである．このような形質転
換細胞のほとんどには，プラスミドに含まれたもう一つの遺伝子

（目的遺伝子）も含まれる．
27．この三つの状態ではどれも，肝臓の細胞質の ATP 濃度が下がり，

AMP 濃度が正常値より上がる．過剰な AMP は分解されて尿酸塩
が生じる．
28．クエン酸回路によってコハク酸  リンゴ酸  オキサロ酢酸に変

わり，アミノ基転移によってオキサロ酢酸  アスパラギン酸となっ
て，ピリミジン合成に使われる．炭素 4，5，6 が標識される．
29．グルコースは 2 分子のピルビン酸に変換される可能性が高い．

このとき，ピルビン酸の一方は 2 位が標識される．

ピルビン酸がたどる運命で最も多いのは二つ，アセチル CoA に変
換されてクエン酸回路で処理されるか，ピルビン酸カルボキシラー
ゼによってカルボキシ化されてオキサロ酢酸を生じるかである．
　標識されたアセチル CoA（標識ピルビン酸から生じる）とオキ
サロ酢酸が縮合すると標識されたクエン酸が生成する．

この標識された炭素原子はクエン酸回路が一周する間は保持される
が，対称なコハク酸が形成されると，その時点で標識は 2 箇所の異
なった位置に現れる．したがって，このコハク酸が代謝されてオキ
サロ酢酸になり，アミノ化されてアスパラギン酸になると，二つの
炭素が標識される．

このアスパラギン酸がウラシルの合成に利用されると，α 炭素に結
合した標識 COO－が失われ，もう一つの COO－がウラシルに C─4

として取込まれる．
　代わりに，2 位が標識されたピルビン酸からオキサロ酢酸が形成
され，加工されてアスパラギン酸になったとする．このときは，ア
スパラギン酸の α 炭素に標識が現れる．

このアスパラギン酸がウラシル合成に使われると，C─6 に標識が
現れることになる．

33 章
1．ヌクレオシドは，糖であるリボースに塩基 1 個が結合したもの．

ヌクレオチドはヌクレオシドのリボースにリン酸基が結合したも
の．
2．DNA 中に見られる塩基 A と塩基 T が水素結合した塩基対と塩基

G と塩基 C が水素結合した塩基対．
3．（a）6；（b）8；（c）10；（d）2；（e）1；（ f ）3；（g）4；（h）9；（ i ）
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5；（ j ）7

4．T は常に A と等しいので，この二つの塩基を合わせると 40％にな
る．G は常に C と等しいので，残る 60％は，G が 30％，C も 30％
である．
5．何もわからない．一本鎖の核酸には，塩基対に基づく法則は当て

はまらない．
6．プリン 2 個の塩基対では大きすぎて二重らせんの内部に収まらず，

2 個のピリミジンでは小さすぎて対を形成できない．
7．（a）TTGATC；（b）GTTCGA；（c）ACGCGT；（d）ATGGTA

8．（a）［T］＋［C］＝0.46

（b）［T］＝0.30，［C］＝0.24，［A］＋［G］＝0.46

9．複素環塩基は紫外線を吸収しやすいが，二重らせんの内側にある
塩基は積み重なっていて，一本鎖 DNA の塩基のように露出してい
ない．そのため二本鎖 DNA の塩基は一本鎖 DNA の塩基よりも光
の吸収効率が低い．
10．DNA の直径は 20　Å であり，1　Å＝0.1　nm なので直径は 2　nm で

ある．1　μm＝103　nm なので，DNA の長さは 2×104　nm である．し
たがって軸率は 1×104 である．
11．熱エネルギーによって DNA の鎖が小刻みに振動し，塩基対の水

素結合が切れ，塩基同士の積み重なりによる力も弱まるため，鎖が
分離する．
12．核酸重合体の一方の端には遊離の 5'─ヒドロキシ基（あるいはヒ

ドロキシ基にエステル結合したリン酸基）があり，もう一方の端に
は遊離の 3'─ヒドロキシ基がある．つまり，鎖の両端が異なってい
る．DNA の 2 本の鎖は，それが異なる向きで並んだとき，すなわ
ち方向が逆向きのときにだけ二重らせんを形成できる．
13．5.88×103 塩基対
14．保存的複製では，1.0 世代後には分子の半数が 15N─ 15N，残る半

数は 14N─ 14N になる．2.0 世代後には， 分子の 4 分の 1 が 15N─
15N，残りが 14N─ 14N ハイブリッドになる．保存的複製では 14N─
15N というハイブリッド分子は見られない．
15．リン酸基の負電荷による反発力が大きくなりすぎるので，陽イ

オンによってこれを中和しなくてはならない．
16．できない．ヌクレオソーム構造をとることで，DNA は 7 倍凝縮

されるだけである．中期染色体に見られる 104 もの凝縮度を達成す
るには，他の構造（30　nm クロマチン線維など）の形成が必要であ
る．
17．DNA はヒストンに結合しているため，DN アーゼは近づきにく

い．しかし，反応時間を長くしたり酵素の量を増やしたりすると，
DNA が分解できるようになる．
18．電荷を帯びるアミノ酸の分布は，H2A（13K，13R，2D，7E で，

電荷は＋15），H2B（20K，8R，3D，7E で，電荷は＋18），H3（13K，
18R，4D，7E で電荷は＋20），H4（11K，14R，3D，4E で電荷は
＋18）である．ヒストン八量体の電荷の総和は，2×（15＋18＋20＋
18）＝＋142 と推定される．150 塩基対の DNA の全電荷は－300 な
ので，ヒストン八量体は約 1/2 の電荷を中和することになる．
19．DNA の全長は 145　bp×3.4　Å/bp＝493　Å で，これが 1.75 周にあ

たる．したがって，八量体の外周は 281　Å である．円周の計算式は
C＝2πr である．これを解けば r は 45　Å となる．

20．GC 塩基対は水素結合を 3 本もつが，AT 塩基対は 2 本である．
したがって，GC 含量が高いと水素結合の数が多いことになり，二
重らせんの安定性も高くなる．
21．コット値は基本的には DNA の塩基配列の複雑さを表す．言い換

えれば，ある DNA 塩基配列が相補的な鎖を見つけて二重らせんを
形成するまでに，どのくらい時間が掛かるかを示す．単純な DNA

配列や小さい DNA は早くアニーリングするので，コット値が小さ
い．

22．塩濃度が上昇すると融点も上昇する．DNA の骨格は負電荷を帯
びているので，電荷の反発によってらせんが不安定になり，融解しや
すくなる．塩を加えると，電荷の反発が中和され，二重らせんが安定
になる．その結果，この実験のパラメーターの範囲では，塩濃度が
高くなるほど安定化の程度も大きくなり，DNA の融点が高くなる．
23．長さが n 塩基の場合，考えられる塩基配列の数は 4n 通りである
（4 は塩基の種類の数）．したがって，ある 15 塩基長の配列が現れ
る確率は 1/415，すなわち 1/1,073,741,824 である．つまり 15 塩基
長の配列なら，ゲノム中に約 3 回出現する可能性が高い（30 億×
出現確率）．16 塩基長の配列なら， 出現確率は 1/416， すなわち
1/4,294,967,296 である．このような配列が 2 回以上現れる可能性は
低い．
24．（a）48＝65,536．コンピューター用語では，〝8 塩基長 DNA が 64　

K ある〟ということになる．
（b）1 ビットは 2 塩基を指定し（たとえば A と C），つぎの 1 ビッ
トでもう二つ（G と T）を指定する．したがって，DNA の 1 個の
ヌクレオチド（塩基対）を指定するには 2 ビット必要である．たと
えば 00，01，10，11 で，それぞれ A，C，G，T が指定できる．し
たがって 8 塩基長の DNA には 16 ビット（216＝65,536）の情報が
蓄えられる．大腸菌のゲノム（4.6×106　bp）には 9.2×106 ビット，
ヒトゲノム（3.0×109 塩基）には 6.0×109 ビットの遺伝情報が蓄え
られる．

（c）2 ギガバイトのフラッシュメモリの容量は 2×109 ビットであ
る．8 塩基長の配列なら，膨大な数が保存できる．E. coli の DNA

配列なら，2 ギガバイトのフラッシュメモリ 1 個に書き込めて，さ
らに春休みの写真を多数保存するゆとりがある．ヒトゲノム全体を
記録するにはこのフラッシュメモリなら 3 個必要だが，家電量販店
では 16 ギガバイトのフラッシュメモリが 1000 円程度で購入でき，
写真を保存するゆとりがたっぷり残る．
25．RNA では 2'─OH が分子内求核試薬として働く．RNA のアルカ

リ加水分解では，2'─3' 環状中間体が形成される．
26．

34 章
1．鋳型とは，相補的な鎖を合成する際に塩基配列を指示する働きを

する DNA 鎖，RNA 鎖である．プライマーとは，重合体を伸ばして
いく反応に必要な，重合体の出だしの部分である．
2．DNA ポリメラーゼはプライマー合成を始められない．そのため，

プライマーゼとよばれる RNA ポリメラーゼが短い RNA 鎖を合成
し，これを DNA ポリメラーゼがプライマーとして利用する．
3．岡崎フラグメントとは，DNA のラギング鎖上で合成される短い
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DNA 断片である．この断片を DNA リガーゼが連結して，連続し
た DNA 鎖をつくる．
4．複製フォークで DNA が合成されるとき，リーディング鎖では鋳

型が 3' 　　 5' 方向に読み取られ，5' 　　 3' 方向に DNA が連続的に合
成される．ラギング鎖では短い岡崎フラグメントが合成される．
5．（a）5；（b）4；（c）8；（d）1；（e）10；（ f ）2；（g）6；（h）7；（ i ）

3；（ j ）9

6．DNA 合成に利用されるヌクレオチドは 5'─ヒドロキシ基に三リン
酸が結合しており，3' 側は遊離のヒドロキシ基である．このような
構造のヌクレオチドは，5' 　　 3' 方向の DNA 合成にしか使えない．

7．鎖の分離がほとんど起こらないのは，らせんを結びつける水素結
合と塩基間のスタッキングのおかげである．個々の力は弱いが，こ
ういった結合が何十万，何百万も集まってらせんを支えるので，自
然に鎖が分離する確率は低い．
8．複製にかかる時間が 2 倍になるだろう．
9．最終的に DNA が強く巻きすぎの状態になり，複製複合体の移動

がエネルギー的に不可能になるからだろう．
10．多くのがん細胞の特徴は何度も細胞分裂することで，それには

DNA 複製が欠かせない．テロメラーゼが活性化されていないと，
染色体はしだいに短くなっていき，機能できないほどになって細胞
死に至る．がん細胞ではテロメラーゼが活性化されていることが多
いが，面白いことに，必ず活性化されているわけではない．
11．ATP 加水分解のギブズエネルギーは，標準状態で－30.5　kJ　mol－1

（－7.3　kcal　mol－1）なので，原理的には 3 個の塩基対を分離するの
に利用できる．
12．（a）ヌクレオチド ddATP は，3'─OH 基がない点を除けば，dATP

とほとんど同じ構造である．そのため，DNA ポリメラーゼは鋳型
鎖の T に初めて出会ったときにこの ddATP を新たに合成中の
DNA に取込んでしまう．しかし取込まれた ddATP には 3'─OH 基
がないので，合成がそこで止まってしまう．

（b）ddATP の濃度が dATP の 10％に過ぎないので，鋳型鎖に T が
あっても，新たに合成中の DNA 鎖に ddATP が取込まれる確率は
10％である．そのため，合成されるのはどれも最後が ddATP で終
わった DNA 断片群となる．ジデオキシヌクレオチドから先へ伸長
できないことが，DNA の塩基配列決定に使われる鎖停止法（ジデ
オキシ法）（p.567）の基盤である．
13．正の超らせんは DNA をほどくのを妨げる．DNA の融解温度は，

負の超らせんをもつ DNA より弛緩した DNA，さらに正の超らせ
んをもつ DNA という順序で高くなる．おそらく正の超らせん化は，
高温で DNA が無秩序にほどけるのを防ぐための適応なのだろう．
14．（a）大きさ； 上部にあるのは弛緩した DNA で，下部にあるのは

超らせん DNA．（b）トポ異性体．（c）DNA がしだいにほどけ，す
なわち弛緩していき，したがって移動もゆっくりになる．
15．ヌクレオチド濃度が高いと，重合反応が加速される．その結果，

誤って合成された産物でも，エキソヌクレアーゼ活性部位へと動く
時間のゆとりなくポリメラーゼ活性部位から外へ出てしまう可能性
が生じる．つぎのヌクレオチドが少ないときには，逆が成り立つ．
ポリメラーゼが合成に長い時間を要するので，誤りのある合成産物
がエキソヌクレアーゼ部位へと動く可能性が高くなる．
16．（a）毎秒 96.2 回転（毎秒 1000 ヌクレオチドを，B 形 DNA 1 回転

当たりのヌクレオチド数 10.4 で割ると 96.2　rps になる）．
（b）0.34　μm　s－1（B 形 DNA ではヌクレオチド間の距離が 3.4　Å な
ので，毎秒 1000 ヌクレオチドは毎秒 3400　Å に当たる）．

17．DNA の各鎖にところどころ切れ目が入るよう，DNA をエンド
ヌクレアーゼで短時間処理する．ポリメラーゼと放射性 dNTP を
加える．するとポリメラーゼが鎖の切れ目すなわちニックのところ
で，5' 　　 3' エキソヌクレアーゼ活性によって既存の鎖を消化し，

その代わりに同時にポリメラーゼ活性によって放射性の相補鎖をつ
くっていく．この方法は，ニックが決してつながれることなく DNA

分子に沿って動いていくことから，ニックトランスレーションとよ
ばれる．

35 章
1．ミスマッチ，挿入，欠失，切断．
2．活性酸素種のような酸化剤，脱アミノ，アルキル化，紫外線，電

離放射線．
3．最初に損傷された塩基を認識する．つぎに損傷塩基を取除く．最

後に DNA ポリメラーゼⅠがギャップを埋め，DNA リガーゼが切
れ目をつなぐ．
4．DNA ポリメラーゼの校正機能，ミスマッチ修復系，直接修復，塩

基除去修復，ヌクレオチド除去修復，DNA 組換え．
5．日光の紫外線は，日焼けだけでなく，DNA のチミン二量体生成の

原因にもなる．これが修復されないと，突然変異につながる．
6．修復酵素（E. coli の場合 AlkA）が DNA に結合して，修飾された

塩基をらせんからはじき出し，グリコシド結合を切断して取除く．
AP エンドヌクレアーゼが骨格に切れ目を入れ，別の酵素がデオキ
シリボースリン酸を切取る．DNA ポリメラーゼⅠが生じた隙間を
埋め，DNA リガーゼが鎖をつなぐ．
7．DNA のシトシンはグアニンと対をつくるが，脱アミノしてウラシ

ルになることがある．ウラシルはアデニンと対をつくるので，その
結果，変異が生じてしまう（C・G 塩基対が U・A 塩基対に変わる）．
しかし DNA ではウラシルではなくチミンが使われているため，修
復系はウラシルを即座に誤りだと認識して，シトシンに置き換える
ことができる．
8．5─メチルシトシンは自然に脱アミノしてチミンになる．その結果，

T・G 塩基対が生じる．C から T への変異はよく起こるので，T・G

塩基対では必ず T が正しくない塩基と認識され，塩基除去修復
タンパク質によって取除かれる． この修復系があるおかげで，
DNA に変異を起こす心配なくシトシンのメチル化を転写調節に
利用できる．
9．DNA ポリメラーゼⅢのサブユニットの一つがエキソヌクレアー

ゼとして働き，誤った塩基を取除く．ポリメラーゼ活性が正しい塩
基に訂正し，DNA リガーゼが骨格をつなぐ．
10．各塩基対に 1 個プリンが含まれ，それが毎分 3×10－9 の割合で

自発的に脱プリンする．ヒトゲノムには 6×109 個の塩基対が含まれ
るので，毎分 18 個の脱プリンが起こる．1 時間は 60 分，1 日は 24

時間なので掛け合わせると 18×60×24 となり，細胞 1 個当たり毎
日 26,000 回近く修復が必要となる．
11．有害な副反応が起こる可能性を避けられる．ピリミジン二量体

をもつ DNA が結合していないのに光によって活性化されるとする
と，酵素自体が光で傷害を受ける可能性がある．
12．（a）9；（b）5；（c）10；（d）1；（e）6；（ f ）7；（g）2；（h）3；
（ i ）8；（ j ）4

13．（a）自然発生した復帰株の数，つまりバックグラウンド変異の
率を知るために行った．

（b）実験系がきちんと機能することを確かめるため．既知の変異
誘発物質で復帰株が生じなければ，実験系に何か問題があることが
わかる．

（c）化合物それ自体はそれほど変異誘発性がないが，肝ホモジェ
ネートによって活性化されて変異誘発物質となるらしい．

（d）シトクロム P450 系または肝臓の他の酵素系．
14．（a）色素性乾皮症患者はそれ以外の人よりもはるかに早く皮膚

がんを発症する．
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（b）色素性乾皮症患者はヌクレオチド除去修復経路の成分の一つ
をもたない．この経路は紫外線照射がひき起こすチミジン二量体の
ような DNA 損傷の修復に特に重要な働きをする．したがって，皮
膚がんを発症しやすい．

（c）健常者で皮膚がんの出現が遅いのは，皮膚がんになるためには
DNA に複数の変異が起こる必要があると仮説をたてることができ
る．

36 章
1．転写とは，DNA を鋳型にして RNA ポリメラーゼが行う RNA 合

成である．
2．鋳型鎖は転写産物 RNA に相補的な塩基配列をもつ．コード鎖は，

ウラシル（U）の代わりにチミン（T）をもつこと以外は転写産物
RNA とまったく同じ塩基配列をもつ．
3．始め，途中，終わりだと，確かに正しいが，それではお話になら

ない．生化学的にいう 3 段階とは開始，伸長．終結である．
4．鋳型 DNA，ATP，GTP，UTP，CTP，Mg2＋または Mn2＋

5．σ サブユニットは RNA ポリメラーゼがプロモーター部位に結合す
るのを助ける．プロモーターに結合した後は，σ サブユニットはポ
リメラーゼから離れ，またつぎのポリメラーゼがプロモーターを探
すのを助ける．
6．（a）4；（b）10；（c）1；（d）5；（e）2；（ f ）9；（g）6；（h）3；（ i ）

8；（ j ）7

7．
転　写 複　製

鋳　型 DNA DNA
コピーされる鎖 一　方 両　方
酵　素 RNA ポリメラーゼ DNA ポリメラーゼ
基　質 リボヌクレオチド デオキシリボヌクレオチド
プライマー な　し 必　要

8．プロモーターとは，RNA ポリメラーゼを正しい転写開始部位へと
誘導する DNA 配列である．
9．閉じたプロモーター複合体では，DNA が二重らせんなので転写は

不可能である．開いたプロモーター複合体では，DNA がほどかれ
ている．これが転写の必須条件である．
10．コード鎖（＋鎖，センス鎖）の配列は

5'─ATGGGGAACAGCAAGAGTGGGGCCCTGTCCAAGGAG─3'

である．鋳型鎖（－鎖，アンチセンス鎖）の配列は
3'─TACCCCTTGTCGTTCTCACCCCGGGACAGGTTCCTC─5'

である．
11．RNA 合成では，誤りが 1 回生じても，一つの遺伝子からつくら

れる多数の mRNA のうち，影響を受けるのは 1 分子だけである．し
かも，その誤りは遺伝情報として永久に維持されるわけではない．
12．どの時点をとってみても，転写されているのはゲノム（全 DNA）

の一部だけである．したがって，RNA 合成は速くなくてもかまわ
ない．
13．この変異 σ は，ホロ酵素の結合を競合的に阻害し，プロモーター

部位での特異的な RNA 鎖合成の開始を妨げる．
14．σ をもたないコア酵素は，DNA 鋳型にホロ酵素よりも強く結合

する．σ が合成開始後も離れないと，変異 RNA ポリメラーゼは連
続反応性が低下し，RNA 合成は正常な場合よりもはるかに遅くな
るだろう．
15．100　kDa のタンパク質には約 910 個のアミノ酸残基が含まれるの

で，コードする mRNA は 2730 ヌクレオチドになる．転写の最高速度
は 1 秒間に 50 ヌクレオチドなので，mRNA 合成には 54.6 秒かかる．
16．強力なプロモーターによる転写開始は 2 秒ごとに起こる．この

間に 100 ヌクレオチドが転写されるので，転写バブル構造の中心同
士の距離は 34　nm（340　Å）になる．

17．リボスイッチは一部の mRNA 分子が形成する特殊な二次構造で，
小分子に直接結合でき，転写を続けるのか止めるのかを決定する．
たとえば，あるリボスイッチは，FMN 合成に必要なあるタンパク
質をコードする mRNA の合成を制御する．FMN がすでに存在して
いるときには，リボスイッチは FMN に結合し，転写産物 RNA の
立体構造をある型に固定することによって，それ以上の RNA 合成
を終結させ，機能をもつ mRNA が生成するのを防ぐ．FMN が存在
しないときには，転写産物 RNA の立体構造が別の型になり，完全
長の mRNA が形成されるようになる．
18．（a）細胞は，ラクトースがなくても β─ガラクトシダーゼ，ガラ

クトシドパーミアーゼ，ガラクトシドアセチルトランスフェラーゼ
を発現する．

（b）細胞は，ラクトースがなくても β─ガラクトシダーゼ，ガラク
トシドパーミアーゼ，ガラクトシドアセチルトランスフェラーゼを
発現する．

（c）グルコース濃度が低くても，β─ガラクトシダーゼのような異
化酵素の量が少ないままになる．
19．ガラクトシドパーミアーゼがないために，ラクトースが細胞に

入れないから．
20．RNA ポリメラーゼは σ 因子のおかげで，DNA に結合しながら

そのまま滑ってプロモーターを一次元的に探す．三次元での拡散
（溶液中の 2 個の小分子が相手を探す場合）に比べれば，一次元で
の拡散の方が速い．
21．前駆体の切断，tRNA への CCA の付加，塩基の修飾．
22．ツリーの幹にあたる 1 本の鎖が DNA である．ツリーの枝にあた

る，少しずつ長くなる鎖が RNA 分子で，それが最も短い部分，つ
まりツリーの頂点が転写開始点であり，鎖がそれ以上長くならない
ところ，つまりツリーの一番下の枝が出ているところが転写の終止
点である．RNA 合成の方向は，左から右である．1 個の遺伝子を，
多数の酵素が同時に転写している．
23．ヘパリンはグリコサミノグリカンで，陰イオン性が非常に強い．

その負電荷が鋳型 DNA 鎖のホスホジエステル結合と同じように働
いて，RNA ポリメラーゼのリシン残基，アルギニン残基に強く結
合する．
24．1　L は 1000　cm3 なので，10－12　cm3 は 10－15　L である．したがって，

濃度は 1/（6×1023）　mol/10－15　L＝1.7×10－9　M．Kd＝10－13　M なので，
この 1 個の分子は特異的結合部位に結合しているはずである．
25．アンチインデューサーは，lac リプレッサーのようなリプレッ

サーに結合するが，このときリプレッサーは DNA に結合できる立体
構造をとっている．アンチインデューサーの結合部位はインデュー
サーの結合部位と重なっているので，アンチインデューサーとイン
デューサーはリプレッサーとの結合に関して競合する．
26．転写のごく初期に形成される DNA─RNA ハイブリッドジヌクレ

オチドやトリヌクレオチドの塩基対形成エネルギーが，鎖の分離と
産物の遊離を防ぐのに十分ではないためである．
27．boat を転写開始時，開始の数秒後，2 分後に加えると，10S, 13S, 

17S というさまざまな大きさの RNA が得られた．boat を加えない
と，転写物として 23S の RNA が得られた．boat は明らかに転写終
結因子である．RNA 合成に利用した鋳型には，boat に反応する転
写終結部位が少なくとも 3 箇所（10S, 13S, 17S RNA が生じる）と，
boat に反応しない転写終結部位が 1 箇所（23S RNA を生じる）が
含まれる．つまり，23S RNA を生じる部位での特異的な終結は
boat がないときにだけ起こる．boat は，RNA ポリメラーゼだけで
は認識できない余分の終結シグナルを読み取るのである．残念なこ
とに，文献を探してみたところ，この boat と名づけた因子は誰か
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ほかの人がすでに発見していた．終結因子 ρ だったのである．

37 章
1．1）真核生物の転写調節は細菌に比べて複雑である．2）真核生物

の RNA，特に mRNA は，細菌に比べて高度に加工されている．3）
真核生物では，RNA 合成が行われる場所が特定の細胞小器官（核）
に限定される．そのため，転写と翻訳が細胞内の別々の区画で起こ
る．
2．RNA ポリメラーゼⅠは 5S RNA 以外のリボソーム RNA すべてを

合成し，核小体に存在する．RNA ポリメラーゼⅠは α─ アマニチ
ンによる阻害を受けない．RNA ポリメラーゼⅡは mRNA を合成
し，核質に存在し，α─アマニチンによって強く阻害される．RNA

ポリメラーゼⅢも核質に存在し，tRNA と 5S RNA を合成する．
RNA ポリメラーゼⅢは，高濃度の α─アマニチンによって阻害さ
れる．
3．RNA ポリメラーゼⅡのプロモーターには三つの要素が共通に見ら

れる．1）TATA ボックス，2）イニシエーター配列（Inr），3）下
流プロモーター配列（DPE）である．さらに，CAAT ボックスなど
の要素が存在することもある．
4．RNA ポリメラーゼⅡにはカルボキシ末端ドメインとよばれる領

域があり，これが RNA ポリメラーゼⅡの活性の調節に重要な役割
を果たしている．
5．シス作用領域は，同じ DNA 分子上にある遺伝子の発現を調節す

る DNA 配列をいう．トランス作用因子は転写因子，転写アクチ
ベーターともよばれるタンパク質で，シス作用領域に結合して
RNA 合成を調節する．
6．エンハンサーはそれ自身プロモーター活性をもたない DNA 配列

だが，数千塩基対離れた場所からでも，プロモーターの活性を高め
られる．転写される遺伝子の上流，下流どちらにあっても，あるい
は遺伝子内部にあってもかまわない．また DNA 二本鎖のどちらに
あっても作用できる．エンハンサーには，転写調節に関わるタンパ
ク質が結合する．
7．RNA ポリメラーゼⅠとⅢは，あらゆる細胞で同じ産物をつくる．

しかし RNA ポリメラーゼⅡは，環境条件の変化に反応する必要が
あるので，RNA ポリメラーゼⅡが転写する遺伝子のプロモーター
は，多様なシグナルに応答できるだけの複雑さを備えなくてはなら
ない．
8．（a）2，6，9；（b）1，4，5，7，8；（c）3，4，10

9．コルジセピン（3'─デオキシアデノシン）はアデノシン類似体で，
リン酸化されるとアデニル酸ヌクレオチドの類似体となる．3'─ヒ
ドロキシ基がないため他のヌクレオチドとリン酸ジエステル結合を
つくれないので，コルジセピンが取込まれると RNA 合成が止まっ
てしまう．
10．CTD のリン酸化は，転写の開始段階から伸長段階への移行の目

印となる．リン酸化された CTD は，RNA ポリメラーゼⅡによる伸
長を促進し，伸長段階で作用する RNA プロセシング酵素の結合部
位となる．
11．このことから，RNA ポリメラーゼの後端では，DNA が RNA ポ

リメラーゼの前端でほどけるのとほぼ同じ速度で再び巻かれ，ゲノ
ム情報が元通りにしまい込まれることがわかる．
12．（a）5；（b）10；（c）2；（d）3；（e）9；（ f ）4；（g）8；（h）1；
（ i ）6；（ j ）7

13．核内ホルモン受容体は DNA の適切な応答配列に結合する．この
受容体は，ホルモンが結合すると構造が変化してコアクチベーター

（またはコリプレッサー）とも結合できるようになり，これが RNA

ポリメラーゼを活性化（または阻害）する．

14．1 個の調節タンパク質が，同じ環境中にほかにどんな調節タンパ
ク質があるかに応じて異なった作用を示せるので，分化や発生につ
ながる複雑な調節パターンを，比較的少ない数の調節タンパク質に
よって生み出せる．
15．アセチル化によって負電荷が導入される一方，正電荷が減るの

で，負電荷をもつ DNA に対する親和性が低下する．
16．RNA ポリメラーゼⅡはすぐに阻害されるのかもしれないが，肝

臓には，正常に機能する mRNA やタンパク質がまだ多数存在する．
しかし，これらの mRNA やタンパク質が損傷しても代わりが供給
されなくなると，肝臓が機能しなくなり，死が訪れる．
17．遺伝子発現は，17β─エストラジオールの存在には反応しないと

考えられる．しかし，正常なら 17β─エストラジオールに応じて発
現が変化するはずの遺伝子が，プロゲステロンの存在に反応するよ
うになる．
18．17β─エストラジオールは疎水性なので，拡散によって細胞内に

入り，そこで受容体に結合する．この複合体は直接 DNA に結合で
きる．G タンパク質共役型受容体のリガンドは細胞内には入らな
い．また受容体自体も膜に固定されている．したがって遺伝子調節
に影響を及ぼすには，必ずシグナル伝達経路のほかの成分が関わる
必要がある．
19．17β─エストラジオールは 17β─エストラジオール受容体がある

ときだけ作用を示す．したがって，この受容体をもつ組織だけがエ
ストラジオールの存在を認識する．
20．亜鉛は，核内ホルモン受容体の DNA 結合モチーフであるジンク

フィンガーの成分である．
21．これらの結果は，遺伝子の転写の状態に応じて，クロマチンの

構造に違いがあることを示している．遺伝子が転写されているとき
には，クロマチンの凝縮が緩んでいて，転写因子や RNA ポリメ
ラーゼが DNA に近づける．だが DN アーゼが存在すると，このよ
うな領域は分解されやすくなってしまう．
22．（a）遺伝子によって，異なった量の RNA が存在する．
（b）あらゆる組織は同じ遺伝子をもっているが，組織によって遺
伝子が発現される程度は異なっている．

（c）これらの遺伝子はハウスキーピング遺伝子とよばれ，ほとんど
の組織で発現している．解糖系の遺伝子やクエン酸回路の酵素の遺
伝子などが含まれるだろう．

（d）この実験のねらいは，生体内でどの遺伝子の転写が開始され
ているかを調べることにある．転写開始の阻害剤を加えたのは，核
を単離している間に活性化された開始部位での転写を阻害するため
である．

38 章
1．（a）9；（b）1；（c）7；（d）2；（e）8；（ f ）5；（g）3；（h）10；（ i ）

6；（ j ）4

2．mRNA の 5' 末端に GTP 分子 1 個が 5'─5' 結合したものが，基本
的なキャップ構造である．ところで，5' キャップ構造は，後ろ向き
にかぶることはない．
3．特異的エンドヌクレオアーゼを含むタンパク質複合体が，mRNA

前駆体の AAUAAA 配列を認識して切断する．この切断部の 3' 末端
に，ポリ（A）ポリメラーゼがアデニル酸残基を付加する．
4．5' キャップ構造の付加，ポリ（A）尾部の付加，スプライシングに

よるイントロンの除去．
5．カルボキシ末端ドメイン
6．（a）コルジセピンには 3'─OH 基がないため，3'   5' の結合形成

が起こらない．
（b）ポリ（A）尾部はアデノシンヌクレオチドが長く連続したものな
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ので，ほとんどの RNA に比べて，コルジセピン分子が取込まれる
確率が高くなる．

（c）その通り．　コルジセピン 5'─三リン酸に変換される必要があ
る．
7．スプライソソームは，核にあるスプライシング装置である．成分

は snRNP（U1, U2, U4, U5, U6）と種々のタンパク質（スプライシ
ング因子）である．

8．カルボキシ末端ドメインは，キャップ形成，スプライシング，ポ
リアデニル化に必要なタンパク質を呼び寄せる．
9．イントロンをいくつかもつ 1 個の遺伝子のスプライシングによっ

て数種類の異なった mRNA が生じ，そのそれぞれから異なったタ
ンパク質がつくられる．つまり，1 個の遺伝子で複数個のタンパ
ク質がコードできる．

10．この遺伝子には，選択的スプライシングが可能な部位が 8 箇所
あるのだから，可能性のある産物は 28＝256 通りである．

11．選択的スプライシングを行えば，1 個の遺伝子から 2 種類以上
のタンパク質をつくることができる．

12．スプライシング機構は二つの点で似ている．第一に，最初の段
階でリボースのヒドロキシ基が 5' スプライス部位を攻撃する．つ
ぎに，上流エキソンに新しくできた 3'─OH 基が 3' スプライス部位
を攻撃して，下流のエキソンとの間にホスホジエステル結合が形
成される．第二に，どちらの反応もエステル転移反応で，各スプ
ライス部位のリン酸基が産物中に保持されているので，ホスホジ
エステル結合数は一定のままである．

13．選択的スプライシングと RNA 編集．合成後にタンパク質を共
有結合修飾すれば，複雑さはさらに高まる．

14．化学的に不活性な支持体にオリゴ（dT）またはオリゴ（U）を結合
させたアフィニティーカラムをつくる．これに RNA を通せば，ポリ

（A）尾部をもつ RNA だけが吸着される．
15．ヒストンは大量に，しかも等量ずつ必要だが，それは DNA が

合成されているときだけである．各種のヒストンが同数ずつ含ま
れる反復配列が複数並んでいることで，同じ比率で多数のヒスト
ンを素早く生産できる．転写後のプロセシングがないことも，ヒ
ストン自体の合成を加速する可能性がある．またヒストン mRNA

の需要があるのは DNA 合成中に限られており，ポリ（A）尾部がな
いことによって分解が容易に行えるのかもしれない．

16．Ser─ Ile─Phe─His─Pro─終止
17．エンドヌクレアーゼが認識する正常な AAUAAA が破壊される

変異なら，このような結果が説明できる．実際，サラセミア患者
に見られるこのような異常の原因は，この配列中の U から C への
変化である．この変異 AACAAA 部位から 900 ヌクレオチド下流に
ある AAUAAA 部位で切断が起こったのである．

39 章
1．3 個の連続した塩基．塩基は 4 種類なので，2 個の塩基を使った

コドンでは 16 種類のアミノ酸しかコードできない．3 塩基コドン
なら 64 通りの組合わせがあり，20 種類のアミノ酸を指定するの
に十分な数を上回る．

2．mRNA の読み方を変えてしまう変異が起これば，その生物が合成
するタンパク質の，すべてではないにしろ大半のアミノ酸配列が変
わってしまう．このような変化の多くは間違いなく有害であり，こ
れほど影響の大きい変異には強い負の選択が働く．
3．（a）3；（b）10；（c）4；（d）7；（e）6；（ f ）2；（g）1；（h）9；（ i ）

8；（ j ）5

4．3 個のヌクレオチドが 1 個のアミノ酸を指定する； コドンは重複
していない； コドンには区切りがない； 暗号は縮重している．

5．遺伝暗号の縮重とは，ほとんどのアミノ酸にコドンが 2 個以上あ
ることをいう．縮重が有益なのは，もしも縮重がなければ，20 種
のコドンはアミノ酸をコードするが，残りのコドンは鎖の終結につ
ながってしまうためである．ほとんどの変異は，鎖を終結させて不
活性なタンパク質を生じさせる可能性が高い．
6．合成できる確率はつぎの式で計算できる．p＝（1－ε）n．ここで p

は誤りのないタンパク質を合成できる確率，ε は誤りの頻度，n は
タンパク質のアミノ酸残基数である．

誤りのないタンパク質を合成できる確率

アミノ酸残基数

正しくないアミノ酸
を挿入する頻度 50 300

10－2 0.605 0.0490

10－4 0.995 0.9704

10－6 0.999 0.9997

7．アミノ酸 104 個の取込みにつき，正しくないアミノ酸が 1 個とい
う誤りの頻度ならば，アミノ酸 1000 個の大きなタンパク質でも，
迅速に正確に合成できる．誤りの頻度がこれよりも高いと，欠陥の
あるタンパク質が多数できてしまう．頻度がこれより低いと，精度
はそれほど高まらないわりにタンパク質合成速度が遅くなってしま
う可能性が高い．
8．コドンの最初の 2 個の塩基はワトソン・クリック型塩基対を形成

し，それが正確かを 16S　rRNA がチェックする．3 番目の塩基につ
いてはチェックがなされないため，少し違っても許容される．
9．（a）5'─UAACGGUACGAU─3'

（b）Leu─Pro─Ser─Asp─Trp─Met

（c）ポリ（Leu─Leu─Thr─Tyr）
10．RNA ポリメラーゼと UTP，ATP，CTP だけを反応させると，ポ

リ（UAC）だけが合成される．CTP の代わりに GTP を用いると，ポ
リ（GUA）だけが合成される．

11．タンパク質合成の鋳型になるのは，一本鎖 RNA だけだから．
12．重複しているかいないかは，変異体のアミノ酸配列を調べるこ

とによって決められる．塩基 C が C' に変異したとする．暗号が重
複しないなら，アミノ酸 1 だけが変化することになる．完全に重
複した遺伝暗号なら，この C から C' への変異によって，アミノ酸
1，2，3 がすべて変化することになる．タバコモザイクウイルス
の変異体と異常なヘモグロビンのアミノ酸配列の研究から，変異に
よって普通は 1 個のアミノ酸だけが変化することがわかった．この
ことから，遺伝暗号は重複しないとの結論が得られた．

13．Lys で終わるペプチド（UGA は終止コドン）と，─Asn─Glu─お
よび ─Met─Arg─ の三つ．
14．Phe─Cys─His─Val─Ala─Ala

15．1）どれも一本鎖である．2）通常とは異なる特殊な塩基を含む．3）
塩基の約半数が塩基対をつくって二重らせんを形成する．4）5' 末端
はリン酸化されていて，通常は pG である．5）アミノ酸は，tRNA の
3' 末端にある CCA 配列の末端のアデノシン残基のヒドロキシ基に
結合する．6）アンチコドンは tRNA の中央付近のループ中にある．
16．最初がアミノアシルアデニル酸の形成で，つぎにこれが tRNA

と反応してアミノアシル tRNA が形成される．どちらもアミノアシ
ル tRNA 合成酵素が触媒する．
17．独自性が必要なのは，アミノアシル tRNA 合成酵素が tRNA を識

別して正しいアミノ酸を正しい tRNA に連結できるようにするため
であり，共通点が必要なのは，すべての tRNA が同じタンパク質合
成装置と相互作用しなければならないからである．
18．活性化アミノ酸とは，適切な tRNA に連結されたアミノ酸のこ
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とである．
19．ATP は AMP と PPi に分解される．そのため，この AMP を酸化

的リン酸化の基質となる ADP に変換するのに，ATP がもう 1 分子
必要になる．
20．正しいアミノ酸よりも大きいアミノ酸は，tRNA 合成酵素の活性部

位に入り込めない．正しいアミノ酸よりも小さいアミノ酸は tRNA に
連結されるが，これは編集部位に入り込むので tRNA から切り離さ
れる．
21．この酵素が tRNA を判定して正しいアミノ酸を連結することに

よって，核酸の情報がタンパク質の情報へと変換される．
22．RNA の 2'─OH 基は分子内求核試薬として働く．RNA のアルカ

リ加水分解では 2'─3' 環状中間体が生じる．
23．（a）形成されない；（b）形成されない；（c）形成される．
24．放射活性のこのような分布は，一部の鎖のアミノ末端領域が，

放射性アミノ酸を加える前にすでに合成されていた場合に予想され
る分布である．つまり，タンパク質合成はアミノ末端から始まり，
カルボキシ末端方向へと進行する．
25．AAA はリシンを，AAC はアスパラギンをコードする．アスパラ

ギンがカルボキシ末端残基なので，最後に読まれたコドンは AAC

であると考えられる．

40 章
1．オックスフォード英語大辞典では，翻訳とは〝ある言語を別の言

語に変換する作業や過程〟とされている．タンパク質合成は，核酸
の塩基配列の情報をアミノ酸配列の情報に変換する．
2．読み枠とは，重複のない連続したヌクレオチド 3 個からなるコド

ンが連なったもので，タンパク質のアミノ酸配列を指定する．読み
枠は開始コドンで始まり，終止コドンで終わる．
3．（a）1，2，3，5，6，10；（b）1，2，7，8；（c）1，4，8，9

4．転移 RNA は，認識のいくつかの過程で役割を果たしている．ま
ず適切なアミノアシル tRNA 合成酵素によって認識されなくてはな
らないし，リボソーム，特にペプチジルトランスフェラーゼと相互
作用しなくてはならない．
5．4 本のバンドが見える．軽いリボソーム，重いリボソーム，軽い

30S と重い 50S の混成体，重い 30S と軽い 50S の混成体である．
6．200 個のアミノ酸を活性化するために，200 個の ATP 分子が 200　

AMP＋400　Pi に変換される．合成開始に 1 分子の GTP が必要で，
さらに 199 本のペプチド結合を形成するのに 398 分子の GTP が必
要である．
7．GAGGU という配列は，16S　rRNA の 3' 末端にある 5 個の塩基と

相補的で，AUG 開始コドンから 5' 側に数塩基の位置にある．した
がって，この領域はタンパク質合成の開始シグナルである．G が
A に変わると，この mRNA と 16S　rRNA の結合が弱くなり，開始
シグナルとしての効率が下がると考えられる．実際にこの変異の
結果，この mRNA が指定するタンパク質の合成速度は 1/10 に低
下する．
8．DNA，RNA，タンパク質合成の誤りの頻度はそれぞれ，取込まれ

るヌクレオチド（またはアミノ酸）1 個当たり 10－10，10－5，10－4

程度である．これら 3 種類の合成の忠実度はどれも，鋳型となる
DNA，mRNA との塩基対形成の正確さによって決まる．RNA 合成
では誤りの校正はほとんど行われない．これに対して DNA 合成
の忠実度は，3'  5' ヌクレアーゼ校正活性と複製後の修復作業に
よって著しく高くなっている．タンパク質合成では，アミノアシル
tRNA 合成酵素の編集作用によって，tRNA への間違ったアミノ
酸の結合が修正される場合もある．また，アミノアシル tRNA が
リボソームの A 部位に結合したときにも，校正が行われる．EF─

Tu の GTP アーゼ活性によって，この最終段階での校正の程度が決
まる．
9．mRNA のシャイン・ダルガーノ配列が 30S サブユニットの 16S 

rRNA の一部と塩基対を形成すると，サブユニットが，開始 AUG

を認識しやすい位置にくる．
10．アミノアシル tRNA がリボソームの A 部位に運ばれるまでは，

GTP は加水分解されない．GTP がもっと前に加水分解されると，
EF─Tu─GDP はアミノアシル tRNA に対する親和性が小さいので，
無駄である．
11．mRNA 分子の翻訳は，相補的な配列をもつ RNA によって阻害で

きる．このような RNA をアンチセンス RNA という．アンチセン
ス―センス RNA 二本鎖は，翻訳の鋳型にはならない．翻訳には一
本鎖 mRNA が必要なのである．またアンチセンス―センス二本鎖
は，RNA 誘導サイレンシング複合体による分解を受ける．培養液
にアンチセンス RNA を加えれば，自然に多数の細胞に取込まれる．
微量注入を行えば，正確な量を取込ませることもできる．また，ア
ンチセンス RNA をコードするプラスミドを標的細胞に導入すると
いう方法もある．
12．（a）A5．（b）A5＞A4＞A3＞A2．（c）合成はアミノ末端からカルボ

キシ末端方向に進行する．
13．伸長過程では，つぎの伸長が起こる前に GTP の加水分解が必要

なので，タンパク質合成速度は低下する．
14．

15．シグナル配列，シグナル認識粒子（SRP），SRP 受容体，トラン
スロコン
16．シグナル認識粒子（SRP）はシグナル配列に結合してそれ以上の

翻訳を妨げる．つぎに SRP は阻害したリボソームを小胞体へと誘
導して，そこで SRP 受容体（SR）に結合する．この SRP─SR 複合
体はトランスロコンに結合し，同時に GTP を加水分解する．GTP

が加水分解されると SRP と SR は解離し，リボソームからも離れ
る．タンパク質合成が再開され，新生タンパク質はトランスロコン
を通って運ばれる．
17．ペプチド結合の形成で，これはアミノアシル tRNA の加水分解

を原動力としている．
18．ポリソームに代わる方法は，1 本の mRNA 分子を 1 個のリボソー

ムが翻訳するというやり方であろう．ポリソームを利用すれば，1

本の mRNA から，同じ時間により多くのタンパク質合成が行えて，
より多くのタンパク質が生産できる．
19．mRNA の 5' 末端に IRE を加えると，鉄がない場合に翻訳が阻害

されると考えられる．3' 末端に加えた場合には翻訳は阻害されない
と考えられるが，mRNA が分解されやすくなるだろう．
20．全 mRNA の塩基配列から，この miRNA の塩基配列に完全に相

補的，あるいはほぼ相補的な配列を探せばよい．これらの配列が，
この miRNA によって調節されている可能性のある遺伝子というこ
とになる．
21．S はスベドベリ単位，すなわち粒子が遠心力のもとでどのくらい

速く移動するかを示す値（§5・3）であり，算数で足し算できるよ

細 菌 真核生物
リボソームの 

大きさ
70S 80S

mRNA ポリシストロン性 ポリシストロン性で
はない

開 始 シャイン・ダルガーノ配
列が必要

最初の AUG が使わ
れる

タンパク質因子 必 要 細菌よりも多数必要
転写との関係 転写が完了する前に翻訳

が始められる
転写と翻訳が空間的

に分かれている
最初のアミノ酸 fMet Met
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うな数ではない．
22．EF─Ts は EF─Tu に結合した GTP の GDP への加水分解を触媒す

る．G タンパク質カスケードでは，活性化された 7　TM（7 回膜貫通）
型受容体が，G タンパク質の GTP─GDP 変換を触媒する．
23．コレラと百日咳でも，G タンパク質の α サブユニットがこれと

同じような阻害を受ける（p.165）．
24．（a, d, e）タイプ 2；（b, c, f）タイプ 1．
25．タンパク質の一次構造が，立体構造を決める．つまり，DNA か

ら RNA へ，さらにタンパク質合成への情報の流れの最終段階は，
タンパク質を折りたたんで機能をもつ状態にする過程である．
26．（a）eIF─4H には二つの作用がある： 1）ほどける程度を上昇さ

せること，2）反応初期の立ち上がりの速さが示すようにほどける
速度を速くすることである．

（b）eIF─4H の作用が，それ自体のヘリカーゼ活性によるものでな
いことを確かめるためである．

（c）活性が最大値の半分に達するのは，eIF─4H が 0.11　μM のとき
である．したがって，活性が最も促進されるのは，比率が 1：1 の
ときであろう．

（d）eIF─4H はあらゆるらせんのほどかれる速度を上昇させるが，
らせんの安定性が高いほどその作用も大きくなる．

（e）グラフ C の結果から，連続反応性の増加が考えられる．
27．（a）三つのピークは，左から順にリボソームの 40S サブユニッ

ト，60S サブユニット，80S リボソーム．
（b）リボソームサブユニット，80S リボソームに加えて，さまざま
な長さのポリソームが見えている．ポリソーム領域の個々のピーク
は，異なった長さのポリソームに相当する．

（c）低酸素濃度処理によってポリソーム数が著しく減少し，遊離の
リボソームサブユニット数が増加した．このような影響は，タンパク
質合成の開始が阻害されたか，転写が阻害されたかしたためだろう．
28．1 塩基の挿入によって生じたフレームシフト変異は，アンチコド

ンに四つ目の塩基をもつ変異 tRNA によって抑圧される．たとえ
ば，アンチコドンに 3'─AAAG─5' をもつ tRNA は，UUU ではなく
UUUC をフェニルアラニンのコドンと読み取る．
29．誤ったアシル化によって，Glu─ tRNAGln が形成され，このグル

タミン酸がアミド化されて Gln─ tRNAGln となる．グルタミン酸か
らグルタミンが形成される反応については§31・2 で説明した．H. 
pylori の場合，特異的な酵素 Glu─ tRNAGln アミドトランスフェラーゼ
がつぎのような反応を触媒する．

Gln＋ Gu─ tRNAGln＋ ATP 　  　  

 Gln─ tRNAGln＋ Glu＋ ADP＋ Pi

Glu─ tRNAGlu はこの酵素の基質にはならない．つまり，このトラン
スフェラーゼは tRNAGln の構造の複数の特徴を認識しているに違い
ない．

41 章
1．cDNA ライブラリーとは，ある型の細胞に由来するすべての mRNA

配列に相補的な配列をもつ DNA 断片を集めたものである．mRNA

を単離して，逆転写酵素と DNA ポリメラーゼを使って二本鎖 DNA

に変換する．そして，この二本鎖 DNA にリガーゼ反応でリンカー
をつなぎ，適当なベクターに挿入する．
2．cDNA ライブラリーは，ある特定の組織で特定の生理的条件のもと

で発現された mRNA に相当する DNA を集めたものである．ゲノム
ライブラリーはある生物の全ゲノムに相当する DNA 断片を集め，ベ
クター分子に挿入したものである．ある生物の二倍体組織から作製
したゲノムライブラリーは，組織が違ってもすべて同一である．

3．Taq ポリメラーゼは温泉に生息する好熱菌由来の DNA ポリメラー
ゼである．そのため熱安定性が高く，PCR に必要な高温にも耐え
て変性しない．
4．（a）4；（b）8；（c）1；（d）5；（e）10；（ f ）7；（g）6；（h）3；（ i ）

9；（ j ）2

5．各アミノ酸のコドン数に応じて，それぞれのペプチド配列をコー
ドする可能性のあるヌクレオチド配列の数が決まる（表 39・1 参
照）．

Ala─Met─Ser─Leu─Pro─Trp：  4×1×6×6×4×1＝576 通り
Gly─Trp─Asp─Met─His─Lys：  4×1×2×1×2×2＝32 通り
Cys─Val─Trp─Asn─Lys─ Ile：  2×4×1×2×2×3＝96 通り
Arg─Ser─Met─Leu─Gln─Asn：  6×6×1×6×2×2＝864 通り

ペプチド Gly─Trp─Asp─Met─His─Lys をコードする DNA 配列な
ら，含まれるオリゴヌクレオチドが全部で 32 通りで済むので，プ
ローブの設計には，この配列が最適であろう．
6．オボアルブミンの cDNA を使うべきである．E. coli にはゲノム DNA

からつくられる一次転写物をスプライシングする機構がないからで
ある．
7．DNA のある位置にある塩基がくる確率は 1/4 であり，AluⅠ配列

は 4 塩基なので，出現する確率は平均して（1/4）4 すなわち 1/256

になるだろう．同じ理由で，NotⅠ配列の出現確率は（1/4）8 すな
わち 1/65　536 になるだろう．したがって AluⅠ消化による生成物の
平均の長さは 250　bp（0.25　kbp），NotⅠ消化による生成物の平均は
66　000 塩基対（66　kbp）になるだろう．
8．適さない．大多数のヒト遺伝子は 4　kb よりもはるかに長いからで

ある．つまり，断片に含まれるのは，完全な遺伝子のごく一部だけ
になるだろう．
9．（a）5'─GGCATAC─3'

（b）サンガーのジデオキシ法ではつぎに示すようなゲルパターン
が得られるだろう．

10．MstⅡで切断した DNA をサザンブロット法で調べれば，正常遺
伝子と変異遺伝子が区別できる．制限酵素の認識部位が無くなる
と，サザンブロット上では，2 個の断片だったものが 1 個の長い断
片に置き換わることになる．ただし，これだけでは GAG が GTG

に変わったとは証明できない．制限部位で他の塩基配列変化が起
こっても，同じ結果になるからである．
11．PCR はわずか 1 分子の DNA でも増幅が可能なので，古代の DNA

を単離したという主張に対しては，疑ってかかるべきであろう．と
にかく，その DNA の塩基配列を決定する必要がある．ヒトや細菌，
真菌の DNA に似ているだろうか．もしそうなら，増幅された DNA

は混入によるものである可能性が高い．鳥類やワニの DNA に似て
いるだろうか．これらは進化上，恐竜に近い種なので，これらとの
類似性がみられれば，問題の DNA が恐竜のものである可能性が強
まる．
12．高温でハイブリッド形成を行う場合，プライマーと標的配列と

の二重らせんを安定化するには（ほとんど）すべての塩基に対合相

ジデオキシ ATP

電気泳動の方向

3� A  C  G  T  T  A  C  C  G  5�

ジデオキシ CTP

ジデオキシ TTP

ジデオキシ GTP
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手が見つからなければならない．なので，プライマーと標的配列と
が非常にぴったりと対応するときにだけハイブリッドが安定に形成
される．温度を下げるにつれ，誤対合が許容されるようになるので，
配列の類似性の低い遺伝子も増幅されるようになる．酵母の遺伝子
についてだが，この遺伝子の両末端に対応するプライマーを合成
し，標的となるヒト DNA とこのプライマーとを用いて PCR を行う．
54　℉C で行って何も増幅されない場合，ヒト遺伝子は酵母遺伝子とは
異なっていることになる．ただ，対応する遺伝子が存在する可能性
は残っている．もう一度，ハイブリダイゼーションの温度を下げて，
PCR 実験を繰返し行ってみるとよい．
13．この DNA がコードするタンパク質には，特定の配列が 4 回繰返

して含まれている．
14．イヌは一つの生物種であるが，犬種によって体の大きさも非常

に違い，他の身体的特徴にもかなりの多様性がある．したがって，
個々のイヌのゲノムを解析すれば，種内での多様性を生み出す遺伝
子について，貴重な手掛かりが得られるだろう．
15．プライマーの融解温度が違いすぎると，アニーリング過程での

標的 DNA とのハイブリッド形成率も違ってしまい，DNA 鎖が異
なった効率で増幅されることになる．
16．重慶： 残基 2，L    R，CTG    CGG

カラチ： 残基 5，A    P，GCC    CCC

スワン川： 残基 6，D    G，GAC    GGC

17．このヒトは，この変異に関してヘテロ接合である．すなわち一
方の対立遺伝子は野生型で，もう一方の対立遺伝子はこの位置に点
突然変異がある．この実験では両方の対立遺伝子が PCR により増
幅されたため，クロマトグラム上に〝二つのピーク〟が生じた．
18．被験者 B の変異は，X 遺伝子の一方の対立遺伝子を変化させた

が，もう一方は正常なままである．変異遺伝子の方が正常遺伝子よ
りも小さいことから，欠失が起こったことがわかる．機能を保って
いる一方の対立遺伝子は転写，翻訳され，十分な量のタンパク質が
つくられるため，症状が現れないで済む．
　被験者 C はこの短くなったタイプの遺伝子しかもたない．この
遺伝子は転写されず（ノーザンブロット法でバンドが検出されな
い），翻訳もされない（ウェスタンブロット法でバンドが検出され

ない）．
　被験者 D は正常な大きさの対立遺伝子をもつが，それに相当す
る RNA もタンパク質もされないので，おそらくプロモーター領域
に変異があって転写が起こらないのだろう．
　被験者 E は正常な大きさの対立遺伝子をもち，転写も生じるが，
タンパク質がつくられないので，翻訳を妨げる変異だと考えられる．
mRNA の途中，本来よりも前の位置に終止コドンができるなど，い
くつかの可能性が考えられる．
　被験者 F は正常な量のタンパク質をつくるが，代謝異常が見られ
る．これは変異がタンパク質の活性に影響を及ぼしているからで，
たとえば，酵素 Y の活性部位を変化させる変異が考えられる．
19．多数の変異体をつくる簡単な方法は，オリゴヌクレオチド合成の

特定のサイクルで活性型ヌクレオチドを混合して用いることによっ
て，複数の配列が縮重した長さ 30　bp の DNA 群を一挙に合成して
しまうというやり方である．30　bp のコード領域が，バリンをコー
ドする GTT で始まっているとする．合成の第 1 段階と第 2 段階で
4 種類のヌクレオチドの混合物を使うと，合成されるオリゴヌクレ
オチドは，XYT（X と Y は A，C，G，T のどれかを表す）という
配列で始まることになる．したがって，この 16 通りの異なったカ
セットがコードするタンパク質は，最初のアミノ酸が Phe，Leu，
Ile，Val，Ser，Pro，Thr，Ala，Tyr，His，Asn，Asp，Cys，Arg，
Gly のどれかになる．同様に，2 個以上のコドンを同時に変化させ
た縮重カセットをつくることもできる．
20．ゲノム DNA を制限酵素で切断し，この既知配列を含む断片を選

び出す．つぎにこの断片を環状にする．既知の配列から外側方向に
DNA 合成のプライマーとして役立つ 1 対のプライマーを使って，
PCR 反応を行えばよい．
21．化学合成または PCR によって，既知の（最初に単離した）DNA

断片の両末端に相補的なハイブリッド形成用プローブを作製する．
このプローブを両方使って DNA 断片ライブラリーを構成するク
ローンを調べ，一方のプローブとハイブリッド形成するがもう一方
とはしないクローンを選び出す．このようなクローンがもっている
DNA 断片は，既知断片の一方の末端を含み，それに隣接する染色
体領域をも含む可能性が高い．
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