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タンパク質の一次構造と高次構造 (p.41-52)
生命活動を担うタンパク質
生体の構成成分はいずれも生命にとって重要な機能を果たしている。その中でもタンパク
質は、重要なだけでなく、非常に多岐にわたる働きを有し、生命活動の仕組みを知る上では、
その基本的性質から学ぶ必要がある。

復習

タンパク質とは

・ タンパク質は、α-アミノ酸の直鎖状重合体。アミノ基とカルボキシル基がペプチド結
合で繋がる。
・ アミノ酸数が 100 個以上程度のもの。より短いものはペプチドと呼ぶ。
・

タンパク質を構成するアミノ酸は 20 種類。

・ タンパク質の性質は、第一にその構成アミノ酸の種類と割合、アミノ酸の配列、そして
出来上がったタンパク質にさらに付け加えられる修飾反応が大きく影響する。

タンパク質の構造と機能
タンパク質の機能と構造の間には非常に重要な関連性があり、タンパク質が非常に多様な
働きを発揮できるのは、それに適した形を取ることができるからである。
タンパク質の立体構造は、①共有結合で固定された位置関係、②電気的な相互作用アミノ
酸側鎖間の非共有結合的な相互作用（電気的な力、疎水性相互作用、水素結合）
、あるいは
アミノ酸側鎖と周囲の水分子などとの相互作用によって、物理化学的に安定な状態を取ろう
とすることで形作られる。
タンパク質が細胞内で合成される途中、そして折り畳みが完了して完全に形が出来るまで
の過程では、タンパク質の構造が不安定である。種々タンパク質の立体構造を安定化する作
用を持つタンパク質分子シャペロンが、正しい立体構造の形成に大きく働いている。

タンパク質の機能は、酵素、ホルモン、受容体、など多様なものがあるが、基本的に必ず
何らかの特定の分子と結合することで、その作用を発揮する。分子と分子の結合は、その立
体構造が鍵と鍵穴のようにフィットすることが基本的な要素である。
酵素 ----- 基質
ホルモン（サイトカイン）------ 受容体
抗体 ----- 抗原
DNA 結合タンパク質（転写因子）--- 特定の塩基配列の DNA
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などの対応関係

タンパク質の一次構造（p.41,50）
・アミノ酸配列のことである。アミノ酸配列は、遺伝子 DNA の塩基配列に対応している。
・タンパク質のアミノ酸配列は、N-末端を 1 番目のアミノ酸とし、N 末端を左側にする。
・ジスルフィド結合により、分子内あるいは分子間の架橋が起こる。
・一次構造の類似性
相同性（identity）------ 2 つのタンパク質の対応する位置に同じアミノ酸
ホモロジー（homology：類似性）----- 対応する位置に同じまたは類似のアミノ酸
一例としてリゾチーム（lysozyme）の一次構造を調べてみる

chicken 1
human
1

KVFGRCELAA AMKRHGLDNY RGYSLGNWVC AAKFESNFNT QATNRNTDG-S
KVF-RCELAR TLKRLGMDGY RGISLANWVC LAKWESGYNT RATNYNADGRS

61 TDYGILQINS RWWCNDGR-TP GSRNLCNIPC SALLSSDITA SVNCAKKIVS
61 TDYGILQINS RYWCNDGRKTP GAVNACHLSC SALLQDNIAD AVACAKRVVS
91 -DGNGMNAWVA WRNRCKGT-DV QAWIRGCRL
91 RDPQGIRAWVA WRNRCQNRDV RQYVQGCGV
異なるタンパク質で類似の構造を共有するタンパク群を「ファミリー」呼ぶ

タンパク質の二次構造（p.45）
・タンパク質の部分に見られる規則的な立体構造
αへリックス----右巻きらせん ポリペプチド鎖内で水素結合
βシート----平行・逆平行に並ぶポリペプチド鎖間で水素結合
・ペプチド結合は共鳴構造をとり部分的に平面となる。タンパク質は
短冊をつなげたように折り畳まることができる。

ペプチド結合
部分の平面

βシート
αへリックス
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超二次構造
二次構造部分が複数組み合わさって、より多様な構成を持つ立体構造パターン
βαβ単位

β屈曲

αα単位

βバレル

ギリシャ・キー

タンパク質の三次構造（p.48）
・一個のタンパク質がとる立体構造（コンフォメーション:conformation）
・ 三次構造を安定化させる要因
１） 水素結合-------二次構造を安定化、親水性
２） 共有結合（分子内ジスルフィド結合）
３） 疎水性相互作用
４） 静電的相互作用
タンパク質に還元剤を作用させてジスルフィド
結合を解離させると、タンパク質の立体構造が壊さ
れる。還元剤を除去すると、三次構造が回復する。
酸化還元のほか、加熱（水素結合を壊す）、尿素などの変性剤（疎水性相互作用を弱める）、酸・
塩基（pH の変化により静電的相互作用を変化）することによっても立体構造が壊される。

ドメイン（p.50）---- 一個のタンパク内部に形成される構造的にまとまった領域
膜結合ドメイン、DNA 結合ドメイン、コラーゲン様ドメイン、
抗体の可変領域・定常領域、など

LDL 受容体

免疫グロブリン（IgG）
膜貫通ドメイン
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タンパク質の四次構造
・ 複数のタンパク質分子が集まって一つの複合体タンパク質を形成している状態

・ 複合体タンパクの個々のポリペプチドをサブユニット（subunit）と呼ぶ
・ 複合体を形成しないタンパク質（単量体）は、四次構造を持たないことになる
タンパク質の一次～四次構造

タンパク質の構造

まとめ

一次構造 ---- アミノ酸配列
二次構造

----

特徴的な規則構造

三次構造

----

タンパク質固有の立体構造

四次構造

----

複数のタンパク質の会合状態

ドメイン

----

タンパク質の機能的まとまり部分

・ タンパク質は、生理的な条件下では、一次構造が決まって
いれば特定の高次構造を形成する。

・ 遺伝子の DNA 塩基配列が決まれば、完成品のタンパク質
の構造も決まる関係になる。遺伝子上の変異が、タンパク
質の高次構造に大きく影響を与えることもありうる。

・ 完成したタンパク質が、さらに修飾されることで、その性
質･構造を変化させていく場合も多い

復習問題 （各文の正誤を判定し、誤り部分を直しなさい）
１． ペプチド結合部分は平面構造を取る。
２． 同じ作用を持つタンパク質でも、動物種（生物種）が
違っているとアミノ酸配列が大きく異なる場合が多い。
３． 膜貫通ドメインには親水性アミノ酸が集中している。
４． 分子シャペロンとは、タンパク質の立体構造の安定化に関わる。
５． ある 2 つのタンパク質間の相同性（％）は、それらのホモロジー（％）より高い。
６． 加熱処理により、タンパク質を安定化している疎水性相互作用が壊される。
７． 還元剤処理により、タンパク質を安定化しているジスルフィド結合が壊される。
８． 界面活性剤処理により、タンパク質を安定化している水素結合が壊される。
９． 大量の塩により、タンパク質を安定化している静電的相互作用が増強される。
10. αヘリックスやβシートは、アミノ酸側鎖間の水素結合によって安定化されている。
11. プロリンは、特にαへリックス構造を乱しやすいアミノ酸である。
12. 疎水性アミノ酸の側鎖は、タンパク質の内側に集まりやすい。
正解：1.○ 2.× 3.×（疎水性） 4.○
×（疎水性相互作用） 9．○

5.×（低い） 6.×（水素結合） 7．○ 8．

10．×（疎水性） 11．×(ペプチド主鎖間) 12．○
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種々のタンパク質とその構造
タンパク質の構成成分から見た区別
単純タンパク質------アミノ酸のみからなる（リゾチーム、アクチン、ヒストンなど）
複合タンパク質------アミノ酸以外の構成成分を含む
糖タンパク質（プロテオグリカン、グリコホリン、イムノグロブリンなど）
リポタンパク質（アポリポタンパクＢなど（ｐ.139））
金属タンパク質（フェリチン(Fe)、アルコールデヒドロゲナーゼ(Zn)など）
ヘムタンパク質（ヘモグロビン、ミオグロビン、シトクロム P450）(p.58)
など

タンパク質の機能から見た区別
タンパク質は酵素以外の機能分子としても、多様な役割を持っている。
1 個のタンパク質が、複数の機能を併せ持っている場合もある。
構造タンパク質 ----- コラーゲン、エラスチン、アクチン、チューブリン
酵素 ------- トリプシン、へキソキナーゼ、リゾチーム
輸送タンパク質 ------ ヘモグロビン、Na+,K＋-ATPase、アポリポタンパクＢ
受容体 ----- LDL 受容体、アセチルコリン受容体
情報伝達に関わるタンパク質 ------- ホルモン、増殖因子、三量体 G タンパク質
生体防御に関わるタンパク質 ------- 抗体
貯蔵タンパク質------- フェリチン、ミオグロビン

ミニ知識
酵素の名前 （p.83）
*****ase (＊＊＊アーゼ、＊＊＊エース)
例）リパーゼ（lipase ＝ lipid + ase）
アルコール脱水素酵素（alcohol dehydrogenase ＝ alcohol + de + hydrogen + ase）

血漿タンパク質（アルブミン、グロブリン、フィブリノーゲンなど
★ アルブミン：代表的な血漿タンパク質。最も含量が多く、肝臓で作られて血液中に分泌さ
れる。分子量約 67,000。糖鎖が付加されている。可溶性タンパクであるが、脂肪酸など種々
脂溶性低分子物質を結合し、運搬する。
（そもそもは、動植物の体液中の可溶性タンパク質の総称。50％硫安で沈殿しない画分に含
まれる。血清アルブミン以外に、オボアルブミン、ラクトアルブミンなど）
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細胞膜を隔てた物質輸送に関わるタンパク質 (p.98-112)
細胞膜の内外での物質のやり取り
受容体 ----------- ある特定の分子を認識し結合するが、膜を通過させない。
トランスポーター-- 細胞膜内外でイオンや低分子物質を通過させる装置。物質が透
過できる間隙を持った構造の膜タンパク質。
チャネル --------- 特定の刺激に応じて開閉しイオンを通過させる。

細胞膜を隔てた物質の移動 (p.101)
濃度勾配 ------- 細胞の内外で物質の濃度が異なること。種々のイオンやグルコースな
ど、実際に多くの物質は細胞内外で濃度勾配がある。
細胞内外のイオン組成 （ｍM）
K+

Na+

Cl-

HCO3-

蛋白質

Mg2+

Ca2+

細胞内

139

12

4

12

138

0.8

<0.0002

細胞外

4

145

116

29

9

1.5

1.8

受動拡散 ------- 濃度勾配に従って、高濃度側から低濃度側に物質が移動。
促進拡散 ------- 透過する物質が選択的にトランスポーター（キャリア）に結合し、
拡散過程が促進される。
能動輸送 ------- 濃度勾配に逆らって、低濃度側から高濃度側に物質が移動。他の
物質の濃度差ポテンシャルや ATP が利用される。

受動拡散 を行う例

図1

電位依存性チャネル
K+チャネル
リガンド依存性チャネル
Ca2+チャネル
アクアポリン

アクアポリンの模式図

促進拡散を行う例
GLUT2 ---- 小腸粘膜細胞、膵ラ島β細胞などでグ
ルコースを取り込む。細胞外の濃度を反映。
GLUT4 ---- 骨格筋細胞、脂肪細胞などでインスリン刺激時にグルコースを取り込む。
細胞外液中の濃度を低下させる。
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血漿タンパクの種類と機能
血液中の成分
血球 ---------- 赤血球、白血球、血小板
血漿 ---------- 血液から血球成分を除いた残りの水溶成分
血清 ---------- 血液を凝固させたときに、固形分を除いた残りの水溶成分
（血液凝固因子が消失し、血小板から放出された成長因子が含まれる）

血漿タンパク質
タンパク質

特徴

アルブミン（albumin）

最も量が多い（35-55mg/mL）、肝臓で合成･分泌
脂肪酸運搬、脂溶性薬物結合性

γ-グロブリン

抗体、形質細胞(B リンパ球が分化した細胞)が合成･分泌
抗体は 5 種類、抗原侵入により増加する
IgG が最も量が多い（8-18mg/mL）
（グロブリンは 50％硫安で塩析されるものの総称）

フィブリノーゲン

血液凝固第Ⅰ因子、量が多い（2-6mg/mL）
血液凝固反応を受けてフィブリンとなり繊維化する

アンチトロンビンⅢ

抗凝固因子、ヘパリンが活性化する（0.2-0.3mg/mL）

トランスフェリン

Fe イオンの運搬（2-4mg/mL）

セルロプラスミン

Cu イオンの運搬（2-5mg/mL）

C 反応性タンパク質（CRP） 炎症時に急激に増加、肝臓で合成･分泌

脂質成分の輸送体：リポタンパク質
リポタンパク質の分類

（p155）
比重

直径

主要成分組成

800～ TG
10000Å

キロミクロン

＜0.96

VLDL
(超低比重ﾘﾎﾟﾀﾝﾊﾟｸ質)

0.96 ～ 300 ～ 750 TG 55％
1.006
Å
ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 15％

肝臓から末梢組織に脂
肪酸を運ぶ

IDL
(中間比重ﾘﾎﾟﾀﾝﾊﾟｸ質)

1.006 ～ 220 ～ 300 TG 24%
1.019
Å
ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 46％

LDL が VLDL から形成
される過程の中間体

LDL
(低比重ﾘﾎﾟﾀﾝﾊﾟｸ質)

1.019 ～ 190 ～ 220 ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 45％
1.063
Å
ﾀﾝﾊﾟｸ質 45%

肝臓から末梢組織にコ
レステロールを運ぶ

HDL
(高比重ﾘﾎﾟﾀﾝﾊﾟｸ質)

1.063 ～ 70 ～ 100 リン脂質 25%
1.21
Å
ﾀﾝﾊﾟｸ質 50%

末梢組織から肝臓へコ
レステロールを運ぶ
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85%

生理作用
腸で吸収した脂質を肝
臓へ運ぶ

タンパク質

リポタンパク質（LDL）の模式図

リン脂質

粒子の中心部に疎水性の脂質（トリグリセリド、エステ
ルのコレステロール）が集まり、その周囲に両親媒性の
脂質（リン脂質、遊離型のコレステロール）とタンパク
質が取り巻いて包んだ形になっている。このような粒子
全体として、血漿中に分散している。
TG

コレステロリルエステル

復習問題

コレステロール

各文の正誤を判定し、誤りの部分は訂正せよ。

1. タンパク質には、アミノ酸だけでなく金属原子や糖が結合したものもある。
2. タンパク質の立体構造と、そのタンパク質の機能には関連がある。
3. 組織や細胞の骨格、形状を作り維持する役割を持つものを構造タンパク質という。
4. アルブミンは、コレステロールの運搬を担う血漿タンパク質である。
5. ATP のエネルギーを使って物質透過する作用を促進拡散という。
6. 細胞内の Na+濃度や Ca2+濃度は、細胞外に比べて低い。
7. トランスポーターは、認識した分子のみを選択的に透過させる。
8. アクアポリンは水素イオンを透過させるチャネルである。
9. GLUT2 と GLUT4 はどちらも小腸で作用しているグルコース輸送体である。
10. アセチルコリン受容体は、アセチルコリンの結合により立体構造を変える。
11. 血清は血液凝固した血液から得られる水溶成分である。
12. ヘパリンの抗凝固作用は、アンチトロンビンⅢの活性化による血液凝固系阻害である。
13. 炎症が起こったときに、CRP の血漿濃度が著しく上昇する。
14. 最も比重の小さい血漿リポタンパク質は、LDL（低比重リポタンパク質）である。
15. VLDL（超低比重リポタンパク質）の主成分は、トリグリセリドである。
16. 腸で吸収された脂質は、キロミクロンとなって小腸上皮細胞から血中に分泌される。
17. LDL は、LDL 受容体とともに細胞内に取り込まれる。
18. フェリチンは肝臓中で鉄イオンを貯蔵するタンパク質である。
正解：.1.○

2.○

3.○

4.×（脂肪酸や薬物）

○

8．×（水素→水分子）

9.×（GLUT4 は筋肉など）

○

14.×（カイロミクロン）

15.○

5.×（能動輸送）

6.○

7．
13.

10.○

11.○

12.○

16.×（リンパ管）

17.○

18.○
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タンパク質研究法 （第 5 章、p.65-78）
タンパク質の検出法・定量法
タンパク質そのものを目で見ることは難しい。通常は、タンパク質は無色
1 分子のタンパク質は、分子量数万程度（10-19g 程度）
↓
・ 紫外吸収を測定する ---------------------------------- 簡便、回収できる
・ 試薬と反応させ強い色素を産生させる ---------- 汎用されている
（BCA 法、Bradford 法、ローリー法）
・ 試薬と反応させ、蛍光物質を産生させる ------- 高感度
・ 全窒素量を測定する ------- 感度が低い、煩雑

精製：純粋なタンパク質を分離する方法：（p.65）
組織中、細胞内、血液中のタンパク質は、非常に多種多様である。これらの生体サンプルは
多様なタンパク質の混合物なので、その中の特定タンパク質の性質について調べることが困難。
できるだけ純度の高い単一のタンパク質を取り出す作業が求められる。

沈殿分画法
・ 硫安沈殿（硫安分画）-----塩析
・ PEG（ポリエチレングリコール）分画

カラムクロマトグラフィーのまとめ
分離の性質

特徴

例

ゲルろ過

分子量（分子 ・緩和な条件で、タンパク質の変性は少 デキストランゲ
の大きさ）
ない
ル、アガロース
・サンプルは希釈される
ゲル、など

イオン交換

タンパク質の ・緩和な条件で、タンパク質の変性は少 DEAE セ ル ロ ー
荷電
ない
ス、Q-セファ ロ
・濃縮効果あり
ースなど

疎水（逆相）

疎水性相互作 ・分離能が高い
用

ODS など

アフィニティ

特異的相互作 ・抗体と抗原のように、特異的な吸着性
用
をもつ成分のみを分離できる。
・吸着したリガンドを遊離する際に、タ
ンパク質の変性が起こる可能性がある

抗体カラム、ニ
ッケルカラム、
レクチンカラム
など
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イオン交換クロマトグラフィー

アフィニティクロマトグラフィー

抗体－抗原
アビジン（ストレプトアビジン）－ビオチン
レクチン－糖鎖
DNA 鎖―相補的 DNA（RNA）鎖 （例：オリゴ dT カラム－mRNA 精製）
プロテイン A－免疫グロブリン（IgG）

タンパク質の分子量測定
①

SDS-PAGE 法 ----- 簡便、精度が高い。

② ゲルろ過カラム法 ------ サンプル回収が可能、多量体に適用可能、精度は低い
③ 質量分析法 ----- きわめて高精度、高価な装置が必要

10
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SDS-PAGE 法（p.67）
ガラス板間でアクリルアミドと N,Nメチレンビスアクリルアミドの重合反
応を行い、透明のゲルを作成する。ゲル
は、分子の網目構造をもつので、小さい
分子ほど、速やかに泳動されやすい。
微量の試料で測定が可能。分離精度が
高い。移動度と分子量の対数が相関。

75,000
67,000
45,000
25,000

17,800
12,500

↓

アミノ酸配列の決定法（p.69）
目的のタンパク質が得られたら、そのアミノ酸配列を調べ、タンパク質を同定する。
↓
エドマン分解法
質量分析法
遺伝子クローニング

11

質量分析法（p.71）
ガス化したイオンの分子量（e/z 値）を測定する装置。
近年、タンパク質など気化しにくい高分子化合物のイオン化法が開発された。
大きい分子量のイオンの高精度分析手法も改良された。
・ MALDI－Tof MS：マトリックス支援レーザー脱離イオン飛行時間型
大きいタンパク質でも、全体の分子量が推定できる。
・ ESI-QTof：エレクトロスプレーイオン化四重極飛行時間型
タンパク質を酵素消化し、ペプチド断片を解析。アミノ酸配列も解析できる。

タンパク質の三次元立体構造の解析

（ｐ.70）

X 線回折 ----- 高分解能、タンパク質の結晶化が必要
NMR ---------- 溶液中のタンパク質も解析可能
ホモロジー解析 ---- 構造既知のタンパク質と一次構造の特徴を比較してモデルを構築

プロテオーム解析
ある試料（細胞、組織）中の多種多様なタンパク質全体を指す。生体内の状態をより良く
良く反映した情報と考えられている。近年の技術ではこうした解析が可能になってきた。

復習問題

各文の正誤を判定し、誤りの部分は訂正せよ。

1. 紫外吸収の測定からタンパク質の量が測定できる。
2. タンパク質自体の蛍光を測定することで、タンパク質の定量が可能である。
3. タンパク質に硫酸アンモニウムなどの塩を大量に加えると、沈殿ができる。
4. ゲルろ過クロマトグラフィーで、分子量の大きいタンパク質ほど早く溶出する。
5. DEAE セルロースなど陰イオン交換カラムは、酸性タンパク質を吸着し分離する。
6. 抗体を結合させたゲルが、アフィニティカラムとして利用される。
7. ｍRNA の分離精製にゲルろ過カラムクロマトグラフィーが有効である。
8. SDS-PAGE では、分子量の小さいタンパク質ほど移動度が大きい。
9. フェニルイソチオシナネートが、C 末端アミノ酸配列の解析に利用される。
10. 二次元 SDS-PAGE では、タンパク質を等電点の違いと分子量の違いで詳細に分離する。
11. 質量分析は、タンパク質の分子量、アミノ酸配列、立体構造が一度に解析可能である。
12. ESI とはレーザー光を用いてタンパク質をイオン化する方法である。
13. プロテオームとはある生体の多種多様なタンパク質全体の違う混合状態を意味している。
正解： 1.○（芳香族アミノ酸を含まない場合は×）
○

4.○

5.○

6.○

○

11.×（立体構造は分からない）

2.×（タンパク質は通常無蛍光）

7.×（オリゴ dT カラム）
12.×（MALDI）
12

8.○
3.○

9.×（N 末）

3.
10.
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（第 6 章）

酵素

酵素とは ----- 生体内の化学反応を司る触媒
タンパク質でできている。一部 RNA によるもの（リボザイム）もある。
基質と結合し、反応中間体を安定化して、活性化エネルギーを下げる。

酵素の特徴（p.84）
①

緩和な条件下で効率的に反応が進む。（常温、常圧、中性）

②

基質特異性が高い。

③

至適温度、至適 pH がある。

酵素反応の進み方

（p.81、p.86）

融合適合モデル

加水分解酵素の例
エステラーゼ、 グリコシダーゼ、 リパーゼ など
プロテアーゼ（ペプチダーゼ）
セリンプロテアーゼ-----活性中心に Ser、catalytic triad
システインプロテアーゼ-----活性中心に Cys
アスパラギン酸プロテアーゼ-----活性中心に Asp、catalytic diad
亜鉛プロテアーゼ------活性中心に Zn イオン

セリン型酵素の例（キモトリプシンの活性中心）
Ser-His-Asp の 3 つのアミノ酸（catalytic triad）
の共同作業で加水分解反応を触媒する

阻害剤------有機リン製剤(パラチオン)、DFP など

13

酵素の反応速度論

(p.81)

酵素反応速度論（enzyme kinetics）------酵素反応の性質を的確に評価する方法
◎反応速度論では、酵素・基質・産物分子の結合と解離の速度を考える。
E：Enzyme（酵素分子）
S：Substrate（基質分子）
P：Product（反応産物分子）

ｋ：反応速度定数
ｖ：反応速度（濃度の変化率）
E

+

S

ｋ1
ｋ2

ｋ3

ES

E

+

P

酵素の反応速度は、基質濃度で変わる。(p.148)

基質濃度の低いとき

基質で飽和しているとき

反応の進行に伴って基質濃度は変化、基質濃度は常に酵素活性に影響を与えている。

ミカエリス・メンテン式

(p.83)

・ 酵素反応の速度（初速度）を基質濃度、最大速度、
ES 複合体の解離定数で表した関係式

v=

この式から分かること

Vmax[S]
Km + [S]

・ Km 値は v が Vmax の 1/2 のときの基質濃度。
・ [S]≪Km の場合、速度 v は基質濃度[S]に比例する。

・ Km≪[S]の場合、速度 v は基質濃度[S]に関係なく、一定（Vmax）になる。
Km の意味
・ Km 値は v が Vmax の 1/2 のときの基質濃度。
・ ES 複合体の解離定数---E と S の親和性を示す。

Km =

k2 ＋k3
k1

Km 値が低いほど、親和性が高い。低濃度の基質でも複合体を形成する。
Km 値が高いほど、親和性が低く複合体の形成が起こりにくい。
14
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Vmax の意味
・ 最大反応速度。
・ 大過剰の基質存在下での反応。複合体を形成していない E が無いような極限状態での反応
速度であるから、単位時間に何回酵素が反応できるか、代謝回転数を示す。

ラインウィーバー・バーク・プロット
1/[S] と 1/v が比例関係にあることが示される。
酵素反応の測定結果から、ラインウィーバー・バーク・プロットのグラフを作成すると、Km
値と Vmax とを求めることができる。

アイソザイム

（p.83）

同一の反応を触媒するが、
タンパク質としては異 な
る酵素 （異なるが類似構
造を持つものが多い）

演習問題

次の各文の正誤を判定し、誤りの部分を直しなさい。

1.

セリン型プロテアーゼの活性中心には、Ser, His, Arg の 3 つのアミノ酸残基がある。

2.

アスパラギン酸プロテアーゼの活性中心には、catalytic triad が存在する。

3.

有機リンを主成分とする殺虫剤は、エステラーゼを非可逆的に阻害する。

4.

酵素による触媒反応速度は、基質濃度に比例する。

5.

[S]≪Km の場合、速度 v は基質濃度[S]に比例する。

6.

Km 値が小さいほど、基質と酵素の親和性が高い。

7.

Km の単位は、mol/min である。

8.

Vmax は基質濃度に応じて変化する。

9.

Km の小さい酵素は、わずかの濃度変化に反応して酵素活性の活性が切り替わる。

10. 逆数プロットで表したとき、ｙ切片の値の逆数が Vmax に相当する。
11. 乳酸デヒドロゲナーゼには、心筋型と骨格筋型の 2 つのアイソザイムが存在する。
12. 基質結合部位を構成するアミノ酸によって基質特異性が決ってくる。
正解： 1.×（Arg→Asp）
する）
11.○

5.○

6.○

2.×（catalytic diad）
7.×（mol/L）

12. ○
15

3.○

4.×（ｖは[S]によって変化

8.×（酵素に固有の値）

9.○

10.○

《補足解説》

ミカエリス・メンテン式の導出

酵素反応の速度は基質の濃度をあげると増加するが、ある程度をこえるとそれ以上は増加し
ない。酵素の活性中心がすべて反応に関与するときに反応速度は最大となる。
酵素が触媒する反応は次のように進むと考えられる。
k1
k3
ES
E+S
①
E+P
k2

+

+P

S

ここで、E は遊離の酵素、S は基質（substrate）、ES は酵素－基質複合体、P は生成物、そ
して k１、k2、k3 は各段階の反応速度定数を表わす。
酵素反応が steady state(定常状態)を保ちながら進行している場合、酵素－基質複合体の
濃度［ES］は増減しないから、

k1［E］［S］＝ k2［ES］+

k3［ES］

の関係が保たれている。従って、

②

［E］+［S］
＝
［ES］

k2 + k3
＝ Km
k1

ES 形成に関わる反応と ES 消費の反応に関わる反応速度比を表しているの右辺の定数を
Michaelis は Km と定義した。Km は Michaelis 定数と呼ばれ、
単位は基質濃度と同じである。
酵素の全濃度を［Et］で表わすと［E］＝［Et］－［ES］であり、②式は

{［Et］－［ES］}［S］
＝ Km
［ES］
両辺に［ES］を掛けて
［Et］［S］－［ES］［S］＝ Km［ES］
［ES］を表わす形に変形すると

③

［ES］＝

［Et］［S］

Km +［S］

の関係が得られる。つまり酵素-基質複合体濃度［ES］が全酵素濃度［Et］と基質濃度［S］の
関数で表わされる。k3 が極めて小さく、①式全反応の律速段階であるとすると、逆反応の無視
しうる初期の反応速度 VO は、VO＝k3［ES］で表わされるので、

④

VO ＝

k3［Et］［S］
Km +［S］

基質濃度が極めて高いとき、反応速度は最大値で一定となる。即ち酵素がすべて反応に使わ
れている（［ES］＝［Et］
）ときの最大速度 Vmax で表わすと、V＝Vmax＝k3［Et］
Vmax［S］
⑤
V ＝
Km +［S］
⑤式は、反応速度は基質濃度のみの関数であることを示している。定数 Vmax 及び Km は個別の
酵素反応ごとに特有のものである。
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酵素の活性調節機構
酵素活性の調節

→

代謝産物量の調節

→

生体への影響

例）ぺニシリン系抗菌薬 -------細菌ぺプチジルトランスフェラーゼを阻害
NSAIDs --------シクロオキシゲナーゼ（COX-Ⅰ、COX-Ⅱ）を阻害
スタチン類 -------HMG-CoA 還元酵素を阻害
有機リン製剤 ------アセチルコリンエステラーゼを阻害

酵素の阻害
競合阻害（拮抗阻害）----- Km が上昇、Vmax 変わらず
阻害剤は、基質と同じ部位（活性中心）に結合して ES 複合体形成を阻害

非競合阻害 ----------------- Vmax が低下、Km 変わらず
阻害剤は基質と異なる部位に結合し、ES 複合体形成(親和性)には直接影響しない
EI、ESI 複合体ができることで、有効な E が減少した状態になる

不競合阻害 ----------------- Km が低下、かつ Vmax が低下
阻害剤は、ES 複合体にのみ結合する。ES 複合体は、P を産生せずに ESI 複合体を形成
するのに消費され、ES 複合体はできやすくなる

17

酵素タンパク質の変化による酵素活性の変化
１）限定分解による活性化
前駆体タンパク質（不活性型） →

成熟タンパク質(活性型)

チモーゲン（zymogen）------タンパク質の部分分解によって活性を発揮する酵素
(例) トリプシノーゲン → トリプシン

（p.134）

キモトリプシノーゲン → キモトリプシン
ペプシノーゲン → ペプシン

２）リン酸化などの修飾による活性の変化
リン酸化-----------------ホスホリラーゼのリン酸化（p.236-237）
キナーゼ（kinase）-----リン酸化酵素
ホスファターゼ（phosphatase）------脱リン酸化酵素

アセチル化

---------

ヒストンのアセチル化により、ヒストンの塩基性が減弱して、

DNA がヒストンから離れやすくなる。転写や複製の開始に必要なステップ。
ヒストンアセチル転移酵素（HAT：histone acetytransferase）
ヒストン脱アセチル酵素（HDAC：histone deacetylation complex）
ユビキチン化 ------- ユビキチンは、アミノ酸 76 個からなるペプチド。細胞内で不
要になったタンパク質のリシン残基に結合し、プロテアソームにより分解を受け
る。変性したタンパク質の細胞内除去機構。（p.381）
ADP-リボシル化-------細菌毒素による G タンパク質の活性化

アロステリック（allosteric）な調節

（p.83）

アロステリック酵素------アロステリック効果による調節を受ける酵素
アロステリック効果------ミカエリス・メンテンのモデルでは説明できない効果
基質濃度の上昇に対してシグモイドカーブを示す→ある濃度で急激に反応が増強
★ アロステリック効果は、作用する因子（エフェクター）が酵素の調節部位に結合し、酵
素の立体構造を変化させることに依る、阻害または活性化の作用。
酵素の調節部位は、基質結合部位(活性中心)とは異なる部位。
18

アロステリック酵素の一例：アスパラギン酸カルバモイル転移酵素（ATC アーゼ）
ATC アーゼはピリミジン
ヌクレオチド生合成の第
一段階の酵素であるが、
代謝系の最終産物である
CTP により酵素活性が抑
制され、一方 ATP により
活性化される。

★ フィードバック阻害-------反応経路の最終産物により、反応全体の律速酵素が阻害され
る。代謝系全体の速度を調節するしくみになっている。

補酵素

（p.84）

酵素活性に、タンパク質部分に加えさらに低分子の補因子を必要とするものがある。
金属イオン
補因子 有機低分子 補欠分子族----タンパク質に強く結合
補酵素----------可逆的に結合、ビタミンを構成成分とするものが多い
NAD＋ （p.31、図 3.3）

演習問題

次の各文の正誤を判定し、誤りの部分を直しなさい。

1. 基質以外の因子によって酵素活性が変化することがある。
2. 酵素は効率よい触媒なので、逆反応は起こらない。
3. チモーゲンとは、リン酸化によって活性化される酵素のことである。
4. キナーゼとはリン酸化反応を行う酵素である。
5. 遺伝子の転写が亢進する際には、ヒストンがアセチル化されることが必要である。
6. リン酸化されるタンパク質中のアミノ酸残基は、セリン、チロシン、リシンである。
7. アロステリック酵素は、エフェクター分子の存在下で活性が調節される。
8. エフェクター分子はアロステリック酵素の活性中心に結合する。

9. 水溶性ビタミンの多くは補酵素の構成成分となっている。
10. 補酵素は酵素の安定性に関わり、反応には関わらない。
正解： 1.○
4.○

5.○

2.×（基質が少なく産物が多いときなど）
6.×(リシン→トレオニン) 7.○
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3.×（限定分解により活性化）

8.×（調節部位） 9.○

10.×
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酵素の臨床診断への応用
酵素の利用法
１．

酵素を利用してある代謝産物を作る
古くは発酵、アミノ酸や抗生物質などの生物学的産生
基質特異的、立体選択的な反応産物を作る

２．

生体成分の検出、定量
被検物質と酵素反応を組み合わせて、紫外-可視吸収のある物質に置き換えて容易に
検出することができる

３．

生体内の変化を調べる
血漿中の酵素活性（酵素量）の変動を見ることで、健康状態・疾患の診断に有益な
情報が得られる

測定の例
２．生体成分の定量

例）コレステロール（血漿総コレステロール）

その他にも、グルコース（血糖値）、遊離脂肪酸などが同様の方法で測定されている。
20

血漿酵素と臨床診断
検査する酵素

酵素の反応

対応する疾患

乳酸脱水素酵素（LDH）

乳酸→ピルビン酸

心筋梗塞など心疾患
（心型アイソザイム）

クレアチンキナーゼ

クレアチン＋ATP
→クレアチンリン酸＋ADP

心筋梗塞、筋肉疾患
（心筋アイソザイム CK-MB）

アスパラギン酸アミノ転移 Asp + 2-オキソグルタル酸
酵素（AST＝GOT）
→ Glu + オキザロ酢酸

肝障害
心筋梗塞

アラニン酸アミノ転移酵素 Ala + 2-オキソグルタル酸
（ALT＝GPT）
→Glu + ピルビン酸

肝障害

ロイシンアミノペプチダー エキソペプチダーゼ
ゼ（LAP）

肝臓・胆道の疾患

ア ル カ リ ホス フ ァ タ ーゼ 様々なリン酸化合物を脱リン 肝臓・胆道の疾患、黄疸
（ALP）
酸化 （基質特異性が低い）
γ-グルタミルトランスペ γ-グルタミルペプチドの転移
プチダーゼ（γ-GTP）

アルコール性肝障害

アミラーゼ（AMY）

急性膵炎
（P 型＝膵型アイソザイム）

でんぷん→マルトース

演習問題 次の各文の正誤を判定し、誤りの部分を直しなさい。
1. 酵素活性を測定する際は、長時間かけて測定するよりも、初速度を求めるべきである。
2. 補酵素ＮＡＤＨの紫外吸収の変化を利用して、酵素反応を測定することができる。
3. コレステロールオキシダーゼで生成するコレステノンのもつ可視吸収で、血漿中のコレス
テロール量が測定できる。
4. アルカリホスファターゼは、心筋梗塞発症時に血漿中に現れる。
5. 心筋のＬＤＨも肝臓のＬＤＨもその性質は同一である。
6. 膵臓型アミラーゼが血中に出現するのは、膵炎を起こした組織で破壊された細胞から酵素
が血中に漏出するためである。
7. 例えばトリプシンなどのタンパク質加水分解酵素の酵素活性測定方法を考えて下さい。
正解：

1.○

）
産生させる。

2.○

3.×（生成する H２O２を利用して 4-アミノアンチピリンから色素を

4.×（上の表参照）

どにも違いがある）

6.○

5.×（アイソザイムは構造が違い、Km、Vmax な

7.(ヒント) チェックポイント基質として何を使うか？（既知

、分解反応で生じたものをどうやって検出するか？（可
のタンパク質？ペプチド？合成基質？）
視、紫外吸収、蛍光、放射標識、SDS-PAGE、抗体との結合、etc）
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2 年前期

生命活動を担うタンパク質（第 7 回）

090601

タンパク質の翻訳後修飾、分解と品質管理
転写、翻訳しただけでは、タンパク質は完成していない。
その後、タンパク質が完成して機能するまでに何が行われるか？
ジスルフィド結合を形成する
立体構造（二次構造、三次構造）の形成
種々アミノ酸側鎖に対する化学修飾（糖鎖付加、アセチル化、リン酸化、脂質付加）
ペプチドの部分的切除
複合体形成（四次構造）
膜への結合
細胞外への分泌、あるいは特定の細胞内小器官への運搬
これらさまざまな過程を経て、タンパク質が機能できるようになる。
これらの過程のうち、タンパク質の化学構造を変化させる反応を、翻訳後修飾とよぶ。

タンパク質立体構造の構築
タンパク質のジスルフィド結合（SS 結合）
の Cys 残基の組合せは、自然に決ってくる場
合もあるが、一旦別の組合せで結合して変性
したタンパクを、戻すのは大変。

・シャペロン（chaperon）---- タンパク質
が本来の折りたたみ構造・立体構造を維持す
るように保護する役目のタンパク質（p.376）
たとえば熱刺激があったとき
→

→

タンパク質が熱変性する

→

シャペロンが作られる

タンパク質の構造維持能力を高め、細胞が死なないようにする
特別な刺激の無いときでも、常には働いているシャペロンもある。

・ジスルフィドイソメラーゼ（PDI）----誤った SS 結合を切断し、繋ぎ換える酵素(p.378)
細胞内タンパク質分解機構---------プロテアソーム（p.381）
誤った折りたたみ構造のタンパク質を選択的に分解するしくみ。（不良品の除去）
① 構造異常のタンパク質をユビキチン化。ユビキチンは、アミノ酸 76 個からなるタンパ
ク質。分解すべきタンパク質のリシン残基のアミノ基に結合する。

② ポリユビキチン化されたタンパク質は、プロテアソームによって分解される。プロテア
ソームは、ATP 依存的にタンパク分解する酵素複合体。
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タンパク質の翻訳後修飾
・糖鎖付加（p.52）
N-糖鎖

-----

Asn 残基のア

ミド末端の N 原子に糖が結
合
O-糖鎖

-----

Ser 残基、Thr

残基の水酸基の O 原子に糖
が結合

分泌タンパク質、細胞表面の膜
タ ンパク質のほとんどに糖鎖
が付加されている。
（ 細胞内のタンパク質には糖
鎖の付加は稀である）

タンパク質の脂質による修飾と膜への移行
★ 脂質部分が修飾されることによって、そのタンパク質は細胞膜の内側に結合する

GPI アンカー
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練習問題

次の文の正誤を判定し、誤りがあれば適当な語に直しなさい。

1. タンパク質は翻訳により完成し、その後で変化を受けることは無い。
2. タンパク分子内のジスルフィド結合の位置は、概ね一次構造で決っているが、誤った位置
で生じた結合はジスルフィドイソメラーゼが直している。
3. シャペロンは折りたたみ異常が起きたタンパク質を分解する。
4. アスパラギンの側鎖に結合する糖鎖を N-糖鎖と呼ぶ。
5. タンパク質の糖鎖修飾は、リソソーム内で行われる。
6. タンパク質のリン酸化反応は、ATP のリン酸が基質タンパク質に転移する。
7. 構造異常タンパク質は、ユビキチンによる修飾の後、プロテアソームの作用で分解される。
8. プロテアソームのタンパク分解作用には ATP のエネルギーは不要である。
9. 糖タンパク質の糖鎖部分は細胞の表面に露出している。
10. 三量体 G タンパク質は、脂質による修飾を受けている。
11. GPI アンカータンパク質は細胞膜の細胞質側に局在する。
12. タンパク質のミリスチル化は、パルミトイル化と同様に N 末端のアミノ基にアミド結合を
形成する。
13. タンパク質修飾に利用されるゲラニルゲラニオールは、コレステロール合成系を介して作
られている。
正解：１.×

２ .○

３.×(本来の立体構造を維持する役目、分解酵素ではない)

５.×(ゴルジ体および小胞体)
11.×(細胞表面に局在)

６.○

７.○

８.×(ATP 必要)

9.○

４.○
10.○

12.×（パルミチル化は C 末付近の Cys にチオエステル結合）

13.○
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2 年前期

生命活動を担うタンパク質（第 8 回）

090608

タンパク質の細胞内輸送 （第 26 章）
細胞内小胞の輸送
小胞体→ゴルジ体、ゴルジ体→細胞膜
細胞膜→エンドソーム

（エキソサイトーシス：分泌）

（エンドサイトーシス：取込み）

クラスリン被覆小胞（clathlin coated vesicle）
小胞にはタンパク質による裏打ち構造がある

細胞膜の内側を見た走査電顕

エンドサイトーシスした小胞周囲には
タンパク質がコートしている
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糖鎖付加とタンパク質の輸送
糖鎖付加はゴルジ体で行われる。これは、分泌タンパク質が細
胞内輸送される一連の流れの一段階である。

①

粗面小胞体のリボソームでタンパク合成。

（★：粗面小胞体リボソームでは、分泌タンパクおよび膜タン
パクが合成される。一方、細胞質のリボソームでは細胞内の
）
タンパク質が合成される。

粗面小胞体
滑面小胞体

②

合成されつつあるタンパク質が小胞体内腔に入りながら、タンパク合成が進む。

③

合成されたタンパク質は小胞体膜の一部に包まれ、小胞として小胞体から離れる。

④

小胞がゴルジ体に融合し、中身のタンパク質がゴルジ体内腔に入る。

⑤

ゴルジ体でタンパク質の糖鎖付加が行われる。

⑥

修飾されたタンパク質はゴルジ体膜の一部に包まれ、分泌小胞となる。

⑥

分泌小胞は、細胞膜に融合しエキソサイトーシスが起こる。

（タンパク質の糖鎖付加は、一部が小胞体で行われるが、さらにゴルジ体で進行する。）
分泌タンパク質の輸送

分泌タンパク質がどのようにして膜を通過するのか？（p.386）

シグナル配列

翻訳開始（N 末端）から 20 数残基のアミノ酸配列で、ある特徴を共有している。
疎水性アミノ酸領域と短い極性アミノ酸の領域
分泌タンパクおよび膜タンパクにのみ見られる構造。
翻訳後修飾の過程で切断されるので、完成したタンパク質には存在しない。
シグナル配列の一例

H2N-MMSFVSLLLVGILFWATEAEQLTKCEVFQ------

下線部は疎水性領域
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タンパク質の核への移行（p.396）
核膜孔からタンパク質などが行き来する。
核移行シグナルを持つタンパク質のみが核内に移行
できる。（NLS：塩基性アミノ酸に富む）
核内へのタンパク質輸送機能を持つタンパク質
------インポルチン
核外へのタンパク質輸送機能を持つタンパク質
------エキソポルチン
（核移行シグナル・核外移行シグナル部分に結合して、
複合体を作って核膜孔を通過する。その際、Ran という
小型 GTP 結合タンパク質が調節因子として関わる）
核膜孔の模式図

練習問題

次の文の正誤を判定し、誤りがあれば適当な語に直しなさい。

1. 小胞体のリボソームと細胞質のリボソームとでは、通常翻訳するタンパク質が異なる。
2. 細胞外に分泌されるタンパク質は、細胞質のリボソーム（ポリソーム）で合成される。
3. 小胞体内に存在するタンパク質は、N 末端側にシグナル配列を有している。
4. 翻訳されたばかりのタンパク質に結合し、タンパク質の変性や凝集を防ぎ、立体構造異常
タンパク質を正常に戻すのは、SRP の作用である。
5. 粗面小胞体のリボソームでのタンパク質合成が行なわれている途中で、キモトリプシンが
作用してシグナル配列を除去する。
6. シグナル配列には疎水性アミノ酸が多い領域がある。
7. 全ての分泌タンパク質のシグナル配列は、共通のアミノ酸配列である。
8. 分泌タンパク質は小胞体およびゴルジ体で糖鎖付加を受ける。
9. 分泌タンパク質はエキソサイトーシスで、細胞外に分泌される。
10. 核内外への物質移動は、核膜の変形を伴う小胞輸送で行なわれる。
11. インポルチンは、核内から細胞質内へタンパク質を輸送するシャトルタンパク質である。
12. Ran は GTP と結合する性質を持つタンパク質である。
13. GDP 型の Ran はふたたび核内に輸送される。
14. エンドサイトーシスされる小胞はクラスリンタンパク質で包まれている。
正解：１.○

２.×（粗面小胞体）

入るときに切断されている。)
６.○

３.×(翻訳直後はシグナル配列があるが、小胞体内に

４.×（シャペロン）

７.×(アミノ酸配列は一定していない)

ンパク質やｍRNA が移動する。
）

８.○

５.×（シグナルペプチダーゼ）
9.○

11.×(エキソポルチン)
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10.×（核膜孔を通ってタ
12.○

13.○

14.○

2 年前期

生命活動を担うタンパク質（第 9 回）

090615

受容体とリガンド （p.402、p.162-165）
受容体（receptor）-----様々な分子と特異的に結合し、その刺激を感知する構造体
一般的にはタンパク質であるが、一部糖脂質なども受容体の機能を持つものがある。
リガンド（ligand）------受容体に対して特異的に結合する分子を総称してリガンドと呼ぶ
・ホルモン、神経伝達物質など生体調節に直接関わる分子のみならず、ビタミン、リポタ
ンパク質、物質運搬体、隣接する細胞、外来異物（ウイルス）などに対する受容体もある。
・ある細胞応答、組織応答を引き起すリガンドに対しては、アゴニスト（agonist：作用物
質）、アンタゴニスト（antagonist：非作用物質）という個友を用いる場合も多い。

主要な受容体の種類
細胞膜受容体
・受容体タンパク質は、細胞膜上に存在する膜タンパク質である。リガンドが結合し
ても、受容体自身は膜から離れるわけではなく、何らかの反応を引き起こすことで情報を
細胞内に伝え、細胞の変化を引き起こす。
酵素型受容体-------リガンドが結合すると、受容体の一部分の酵素活性が活性になる。
（例：インスリン受容体、EGF 受容体）
G タンパク質共役型（７回膜貫通型）受容体------リガンドが結合すると、受容体に結合
していた三量体 G タンパク質が分離する。
（例：グルカゴン受容体、アドレナリンβ受容体、ACh(ムスカリン)受容体）
イオンチャネル型受容体------リガンドが結合すると、受容体が筒状に形を変えて、イオ
ンを通過させることが出来る。
（例：ACｈ(ニコチン)受容体）
細胞内取込み型受容体------リガンドが結合すると、受容体が細胞内に丸ごと取り込まれ
る(エンドサイトーシス)
（例：LDL 受容体、トラン
スフェリン受容体）

細胞膜脂質とタン
パク質のモデル図
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アセチルコリン受容体
インスリン受容体

核内受容体（細胞内受容体、p.406）
・受容体タンパク質は、細胞質内または核内に存在している。受容体は、細胞内に侵入し
てきたリガンドと結合し、形成された複合体が核内に移行する。受容体複合体は、DNA
の調節部位に結合し、特定の遺伝子の mRNA を合成させる転写因子として働く。
（例：グルココルチコイド受容体、エストロゲン受容体、甲状腺ホルモン受容体）

核内受容体はホモ、または
ヘテロ二量体で作用する
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セカンドメッセンジャー （p.403）
細胞に与えられた刺激が細胞内でどのような変化をもたらすのか？
ホルモン、オータコイド、サイトカインなどの生
理活性分子は、それぞれ特異的な受容体に結合する。
一部の受容体は細胞内にある（核内受容体）が、多
くの刺激分子に対する受容体は細胞膜上にある。
生理活性分子が細胞膜上の受容体に結合すると、
受容体に結合したリガンド自体は細胞内に入らな
いのに、その細胞では代謝的な変化、形態上の変化、
電気的な変化などが引き起こされる。
リガンドが結合すると、受容体を起点として細胞
内に刺激を伝える一連の連鎖的反応（細胞内情報伝
達）が引き起こされる。
細胞膜上の受容体とリガンドの結合に次いで、細
胞内に生じて情報を媒介する分子をセカンドメッセンジャーと呼ぶ。

おもなセカンドメッセンジャー
cAMP（サイクリック AMP）
Ca2+
IP３（イノシトール三リン酸）

DG（ジアシルグルセロール）

イノシトール-1,4,5-三リン酸

PIP2（ホスファチジルイノシトール 4,5-二リン酸）→ DG ＋ IP3

PLC:ホスホリパーゼ C

cAMP

+
アデニル酸
シクラーゼ
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復習問題

（次の文の正誤を判定し、誤りの部分を直しなさい）

1. ホルモンは、細胞内に入ることはできない。
2. ホルモンなどの細胞活性化分子は、それぞれ特異的な受容体と結合する。
3. 同じリガンドに対して多数の異なる受容体が存在することがある。
4. アセチルコリンムスカリン様受容体は、7 回膜貫通型の受容体である。
5. インスリン受容体は、ホモ２量体を形成する酵素型の受容体である。
6. セカンドメッセンジャーの cAMP は、ADP の脱リン酸化によって生じる。
7. アデニル酸シクラーゼは、アデニンをリン酸化して cAMP を産生する。
8. 核内受容体のリガンドは、おもに脂溶性ビタミンや脂溶性ホルモンである。
9. そもそも生体内に無いはずの物質を認識する受容体も存在する。
10. ステロイドホルモンに対する受容体は、細胞表面に存在する。
11. インスリンは、インスリン受容体に結合した後、細胞質内に取込まれていく。
12. アセチルコリン受容体は、アセチルコリンの結合により立体構造を変える。

正解： 1.×（脂溶性のホルモンなどは細胞内に入る）
βサブユニットからなるヘテロ４量体）
ロリン酸を遊離する）

8.○

×（インスリン受容体は酵素型）

2.○

3.○

6.×（ATP の脱リン酸化）

9.○（ウイルス受容体など）
12.○
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4.○

5.×（α、

7.×（ATP からピ

10.×（核内受容体）

11.

2 年前期

生命活動を担うタンパク質（第 10 回）

細胞内情報伝達

090622

受容体が受けた刺激を伝達するしくみ （p.408）

（１）チロシンリン酸化を介する機構 （p.414）
インスリン受容体は、αサブユニット 2 個、βサブユ
ニット 2 個からなる 4 量体タンパク質である。インス
リンがαサブユニットに結合すると、βサブユニット
の立体構造変化を引き起こし、βサブユニット上のチ
ロシンキナーゼ部分が活性化し、インスリン受容体基
質-1（IRS-1）というタンパク質のチロシン残基をリ
ン酸化する。リン酸化された IRS-1 は、さらに他のタ
ンパク質を活性化し、連鎖的な細胞内の情報伝達が行
われる。その結果、GLUT4（グルコース輸送体）が細
胞質小胞から細胞膜へ移動し、グルコースの取込みが
上昇することで血糖値が下がる。

（２） G タンパク質（三量体 G タンパク質）を介する機構 （p.416）
アドレナリンやグルカゴンに対する受容体は、７つ
の膜貫通αへリックスを持つ。三量体 G タンパク質の
α、γサブユニットは脂質が修飾され膜の内側に結合
している。受容体にリガンドが結合すると、受容体と
G タンパク質の相互作用で G タンパク質が活性化する。
活性化した G タンパク質は、近傍のエフェクタータン
パク質に移動し、それを活性化する。
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a. cAMP 濃度の上昇を引き起こす---------グルカゴン、エピネフリンなど

図２

b.

IP3 と Ca2+の濃度の上昇を引き起こす------アンギオテンシンⅡ、

トロンボキサン A2 など
アドレナリンやグルカゴンに対する
受容体は、Gs タイプの三量体 G を活性
化する。一方、アンギオテンシンⅡや
トロンボキサン A2 などの受容体は、Gq
タイプの三量体 G を活性化する。活性
化された Gq は、近傍の膜上にあるリン
脂質分解酵素、ホスホリパーゼ C を活
性化する。ホスホリパーゼ C により、
セカンドメッセンジャーである IP3 が
産生する。IP3 は、小胞体に結合し、小
胞体からの Ca2+イオンの遊離を促し、
Ca2+イオン依存性の 反応を引き起こす。
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★G タンパクには作用の異なる 3 種類のタイプがある
受容体のタイプ

情報伝達の様式

受容体の例

Gs タンパク共役型

アデニル酸シクラーゼ活性化
（cAMP 濃度の上昇）

アドレナリンβ受容体
ヒスタミン H2 受容体
グルカゴン受容体

Gi タンパク共役型

アデニル酸シクラーゼ抑制
（cAMP 濃度の低下）

アドレナリンα2 受容体
ムスカリン M2 受容体
ドパミン D2 受容体

Gq タンパク共役型

ホスホリパーゼ C 活性化
（IP3 濃度の上昇）

アドレナリンα1 受容体
ムスカリン M1 受容体
ヒスタミン H1 受容体
アンギオテンシンⅡ受容体

復習問題

（次の文の正誤を判定し、誤りの部分を直しなさい）

1. アデニル酸シクラーゼは Gs タイプの三量体 G タンパク質のよって活性化される。
2. 活性化した三量体 G タンパク質は、αサブユニットとβγサブユニットに分かれる。
3. 細胞内の cAMP 濃度が上昇すると、プロテインキナーゼ A（PKA）が活性化する。
4. 細胞内の Ca2+濃度が上昇すると、プロテインキナーゼ A（PKA）が活性化する。
5. グルカゴン刺激を受けた細胞では、ホスホリパーゼ C が活性化する。
6. 活性化したホスホリパーゼ C は、イノシトール三リン酸（IP3）を産生する。
7. イノシトール三リン酸（IP3）は、プロテインキナーゼ C（PKC）を活性化する。
8. 小胞体内は、細胞質内よりも Ca2+濃度が高い。
9. インスリン受容体は、トレオニンキナーゼ活性を持っている。
10. 活性化したインスリン受容体は、IRS-1 をアセチル化する。
11. 受容体タンパク質は、様々な分子と無差別に結合する性質を持っている。
12. ニコチン性アセチルコリン受容体は、酵素型受容体の一例である。
13. G タンパク質共役型受容体タンパク質は、細胞膜を 7 回貫通する形をとっている。
14. ヒスタミン H1 受容体を刺激すると、Gq の活性化を介してホスホリパーゼ C が活性化する。
正解： 1.○
○

2.○

3.○

7.×（Ca2+を遊離させる）

11.×（高い特異性を持つ）

4.×（プロテインキナーゼ C（PKC））
8.○

9.×（チロシンキナーゼ）

12.×（イオンチャネル型）

34

13.○

5.×（PKA）

6.

10.×（リン酸化）
14.○

