１章

本科 ／ Z Study サポート＆トレーニング ／ 生物Ⅱ

見本
XBV51A-Z1Z1-01

タンパク質と生物体の機能１

①

生体構成物質

学習時間のめやす 10 分

１．細胞を構成する物質の組成
右図は細胞
（マウスの肝細胞）
を構成する物質の組成を表して
いる．水が最も多く，水以外にはタンパク質，脂質，炭水化物
（糖類）
，核酸などの有機化合物と，各種の無機化合物からなる
（→タンパク質については②「タンパク質」
，核酸については５
章「遺伝情報とその発現１」②「核酸の構造」参照）．
参考

有機化合物と無機化合物

炭素原子を含む化合物を有機化合物，炭素原子を含ま

ない化合物を無機化合物という．ただし，炭素原子を含
んでいても一酸化炭素や二酸化炭素のように単純な物質
は無機化合物に分類される．

２．水
水とは無味，無臭，無色透明の液体で，分子式は H2O ，分子量は 18．

一般的な細胞の 70 〜80％は水である．水の存在なくして生物は活動できない．
水は物理化学的にはかなり特殊な性質をもつ物質であり，その特殊性が生命活動を支えていると

もいえる．たとえば水は分子量の割には極端に沸点が高いので，地表で液体の状態で存在し，さま
ざまな物質を溶かす溶媒として生体内において化学反応の場を提供する．また，比熱が大きいため
に，生体の急激な温度変化を防ぐ働きをもつ．

３．炭水化物（糖類）

炭水化物とは Cx ^ H2O h y の一般式で表される有機化合物の総称で，糖類ともいう．炭水化物のう

ち，加水分解してもそれ以上小さな構成単位には分解できないものを単糖という．単糖は炭素原子
数によって分類されるが，生体に多いのは炭素原子が５個の五炭糖，６個の六炭糖である．単糖が
２つ結合したものを二糖，多数結合したものを多糖という．以下に主要な炭水化物を示す．
分類

名称
構造
グルコース
（ブドウ糖） 六炭糖
フルクトース
（果糖）
六炭糖

特徴
エネルギー源として最も重要
糖類の中で最も甘みが強い

単糖類

ガラクトース

六炭糖

ラクトース（乳糖）や糖脂質の
構成成分

リボース
デオキシリボース

五炭糖
五炭糖

RNA や ATP の構成成分
DNA の構成成分

マルトース
（麦芽糖）

グルコース+グルコース

デンプンの分解産物として
得られる

スクロース
（ショ糖）
ラクトース
（乳糖）
デンプン
グリコーゲン
セルロース

グルコース+フルクトース
グルコース+ガラクトース
多数のグルコース
多数のグルコース
多数のグルコース

砂糖として利用される
母乳に含まれる
植物のエネルギー貯蔵物質
動物のエネルギー貯蔵物質
植物の細胞壁の主成分

二糖類

多糖類
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４．脂質
水に不溶で，有機溶媒には溶けやすい有機化合物を脂質とよぶ．脂質には次のようなものがある．

【油脂】

１分子のグリセリンと３分子の脂肪酸がエ

ステル結合した化合物である．エネルギー源
として動物の皮下組織や植物の種子などに蓄
えられている．油脂のうち，常温で固体のも
のを脂肪，液体のものを脂肪油という．

【リン脂質】

リン酸を含む脂質．細胞膜を初めとする，細胞内の膜構造（生体膜，単位膜）の主成分である．

脂質の部分は疎水性
（水となじまない）
だが，リン酸の部分が親水性（水となじむ）である．

【ステロイド】

ステロイド核とよばれる構造をもつ脂質をステロイド

という．細胞膜の成分であるコレステロール，副腎皮質
から分泌されるホルモン
（糖質コルチコイド，鉱質コル
チコイド）
は，ステロイドの一種である．
参考

性ホルモン

生殖腺
（卵巣，精巣）
からは性ホルモンと総称され

るホルモンが分泌されるが，性ホルモンもステロイ
ドの一種である．

【糖脂質】

糖を構成成分として含む脂質である．細胞膜の構成成分として膜表面に存在し，細胞どうしの

認識や分化の誘導などに関与している．

５．無機塩類
（ナトリウム） イオンとして主に体液中に含まれ，体液の浸透圧調節や活動電位の発生などに
Na
関わる．

（塩素） イオンとして主に体液中に含まれ，体液の浸透圧調節などに関わる．
Cl
K（カリウム） イオンとして主に細胞内液中に含まれ，静止電位の発生などに関わる．
（リン） 硬骨や歯の成分
（リン酸カルシウム），ATP やクレアチンリン酸の構成成分（リン酸）で
P
ある．

（カルシウム） 硬骨や歯の成分
（リン酸カルシウム）であり，また，イオンとして体液や細胞中
Ca
に含まれ，筋収縮，血液凝固などに関わる．

次の①〜④ととくに関係が深いものを，ア〜カのうちから１つずつ選ベ．
①

細胞膜の主成分

②

植物の細胞壁の主成分

③

体液中に多い無機イオン

④

動物の貯蔵エネルギー物質

ア．Na

イ．K

オ．グルコース

カ．グリコーゲン

①

エ

②

ウ

ウ．セルロース

③

ア

④



カ

エ．リン脂質
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②

タンパク質

学習時間のめやす 20 分

１．タンパク質の一次構造
タンパク質はアミノ酸がペプチド結合により連結したポリペプチド（ポリペプチド鎖．ポリとは

「多数」という意味）
からなる化合物の総称である．水以外の生体構成成分のほとんどは有機化合物
であるが，その中でもタンパク質は種類も量も多く，生体の構造と機能においてとくに重要である．
アミノ酸は，アミノ基
（- NH2 ）とカルボキシル基
（カルボキシ基，-COOH）をもつ有機化合物の

総称である．タンパク質の構成要素となるアミノ酸は，a -アミノ酸とよばれるグループに分類さ
れるもので，１つの炭素原子にアミノ基，カルボキシル基，水素
原子
（-H）
，側鎖が１つずつ結合している．側鎖はアミノ酸の種
類によって異なり，水素原子だけの簡単なもの，硫黄を含むもの，
ベンゼン環を含むものなど，さまざまである．側鎖の性質が，中
性，塩基性
（アルカリ性）
，酸性，および親水性，疎水性などのア
ミノ酸の性質を決めている．
参考

タンパク質を構成しないアミノ酸

アミノ酸はアミノ基とカルボキシル基をもつ有機化合物の総称であり，そのごく一部であ

る 20 種類だけがタンパク質の構成成分となる．タンパク質の構成成分にはならないアミノ
酸としては，たとえば甲状腺ホルモンであるチロキシン，高校生物の教科書には登場しない
神経伝達物質の一種，c -アミノ酪酸
（GABA）などが挙げられる．
１つのアミノ酸のカルボキシル基と，もう１つのアミノ酸のアミノ基から水１分子がとれること
により形成される結合をペプチド結合という．複数のアミノ酸がペプチド結合によってつながった
ものをペプチドというが，多数のアミノ酸がつながったものをとくにポリペプチドという．タンパ
ク質とはポリペプチドが折れ曲がって複雑な立体構造をなしたものといえる．

タンパク質を構成するアミノ酸は 20 種類あり，アミノ酸がどのような配列でいくつ並ぶかによ
り多種多様のタンパク質ができる．タンパク質におけるアミノ酸の個数や種類，配列順序をタン
パク質の一次構造という．10 個のアミノ酸が結合した場合でも，アミノ酸の配列の仕方は 2010 種
類 = 10 兆種類を越えることを考えれば，タンパク質の種類は無数にあるといっても過言ではない．
実際，細菌でさえも数千種類，ヒトでは数万種類のタンパク質をもつ．
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２．タンパク質の立体構造
ポリペプチドに含まれている一部のアミノ酸どうしは，水素結合によってゆるやかに引き合い，

らせん状に折れ曲がった構造
（これをらせん構造，学術的には a 構造という），あるいはジグザグ

に折れ，さらに平行に並んだシート状の構造
（これをジグザグ構造，学術的には b 構造という）を

形成することがある．このような折り畳み構造
（部分的な立体構造）を二次構造という．二次構造を
形成したポリペプチドはさらに複雑に折れ曲がり，立体構造を形成する．このような１本のポリペ
プチド全体の立体構造を三次構造という．三次構造は主に，疎水性アミノ酸の側鎖どうしが引き合
う疎水結合や，-SH 基をもつアミノ酸
（システイン）どうしがつくるジスルフィド結合（S-S 結合）
によって形成される．タンパク質によっては，２本以上のポリペプチドが結合して複雑な構造をと
るものもあるが，これを四次構造という．たとえば赤血球に含まれるヘモグロビンは，三次構造を
とった２本の a 鎖
（141 個のアミノ酸からなるポリペプチド）と２本の b 鎖（146 個のアミノ酸から

なるポリペプチド）
が組み合わさって構成されている．

タンパク質の二次〜四次構造を維持している水素結合や疎水結合などが，加熱・重金属イオン・
紫外線・酸・塩基などによって壊されてしまうと，タンパク質の立体的な構造が変化する．これを
タンパク質の変性という．生卵の白身を熱湯で茹でると白く固まってしまうのは，熱によって白身
に含まれるタンパク質が変性したためである．ゆで卵を冷蔵庫で冷やしても生卵に戻らないように，
変性したタンパク質は，変性の原因を取り除いてももとの立体構造に戻らないことが多い（不可逆
的な変性）
．変性は，タンパク質のアミノ酸配列（一次構造）は変化させずに，立体構造を変えるこ
とであるといえるが，どのような条件で変性するかはタンパク質によって異なる．同じ条件でも変
性するタンパク質と変性しないタンパク質があり，その違いは一次構造に起因する．温泉の熱いお
湯の中に生息する細菌類は，一般的なタンパク質が変性するような高温（たとえば 80℃以上）でも
変性しないタンパク質をもっている．

次の文章中の空欄に当てはまる語を答えよ．
タンパク質は，多数の
（
らなる．
（
（

⑥

②

①

）が
（

②

）結合は，隣り合った
（

）結合によって鎖状につながった（
①

）の（

④

）が取れて形成される．タンパク質を構成する（

）基と（
①

⑤

）は（

⑦

②…ペプチド

）種類あり，タ

③…ポリペプチド（ポリペプチド鎖）

④・⑤…カルボキシル・アミノ（順不問） ⑥…水


⑦…20

）か

）基から１分子の

ンパク質によってアミノ酸の配列
（数，種類）が異なっている．
①…アミノ酸

③
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３．タンパク質の働き
ヒトの体内に数万種類あるともいわれるタンパク質の多くは，まだその機能が十分に解明されて
いない．タンパク質の主な働きについては，次のようなものがある．
【触媒】

生体内のさまざまな化学反応を進行させる触媒（酵素）の主成分はタンパク質である．生体に含

まれるタンパク質の大半は酵素であると考えられている．

【構造】

細胞小器官・細胞質基質・細胞間物質の主成分として，その構造をつくる．
コラーゲン…真皮や腱などの細胞間物質の主成分．
ケラチン…表皮，毛髪，爪などの主成分．
クリスタリン…水晶体の主成分．
ヒストン…DNA と結合して染色体をつくる．

【物質輸送】

物質を輸送する担体として働く．
ヘモグロビン…赤血球に含まれ，酸素を運搬する．

【運動】

個体・細胞の運動を司る．
アクチン・ミオシン…動物の筋収縮を担う．
チューブリン…繊毛・鞭毛・紡錘糸などを構成する微小管の主成分．

【生体防御】

異物から生体を守る．
免疫グロブリン…リンパ球が合成する抗体の主成分．

【情報伝達】

細胞に情報を伝えるホルモンの中には，タンパク質を主成分とするものがある．
また，ホルモンや神経伝達物質を受容する受容体も，細胞膜表面に結合していたり，細胞内

（核内）
に存在している．
インスリン…すい臓ランゲルハンス島 B 細胞が分泌し，血糖量減少に関与するホルモン．
グルカゴン…すい臓ランゲルハンス島 A 細胞が分泌し，血糖量増加に関与するホルモン．

【細胞選別】

分化した細胞どうしが互いを認識し，接着する働き（細胞選別）に関わる．
カドヘリン…細胞表面にあり，同タイプのカドヘリンをもつ細胞どうしが接着する．

参考

プリオン

ウシの BSE
（ウシ海綿状脳症）は，タンパク質の一種プリオン（異常型プリオン）の蓄積に

よって引き起こされる．もともと脳など神経組織には正常型プリオンが多く存在している
（その役割は不明である）
．しかし，食物などを介して体外から異常型プリオンが進入すると，
異常型プリオンが正常型プリオンを次々に異常型に変えてしまう（その仕組みはわかってい
ない）
．異常型プリオンが多量に蓄積すると神経細胞が死滅し，BSE となる．
異常型プリオンは b 構造が多く，
（a 構造が多い）正常型プリオンと比較して非常に凝集し
やすい．その結果，異常型プリオンはタンパク質分解酵素の作用を受けにくく，非常に熱に
強い．一時期，ウシの死体を加熱・粉末化したもの（肉骨粉）が餌としてウシに与えられてい
たが，その死体の中に異常型プリオンに感染したものが混ざっていたため，餌を介して感染
が広がったと推定されている
（現在，ウシにウシ由来の肉骨粉を与えることは禁止されてい
る）
．
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代謝

１．同化と異化
体内では，外界から取り入れた物質を必要な物質につくり変えたり，分解して生命活動に利用す
るエネルギーを取り出したりするなど，つねにさまざまな化学反応が進行している．どのような複
雑な生命活動であっても，それを構成する要素を追求すれば細胞内外で進行している化学反応に起
因する．このような生体内における化学反応を代謝と総称する．
代謝は，同化と異化という２つの反応過程に大きく分けることができる．同化とは，体外から取
り込んだ簡単な構造の物質を生体に必要な複雑な構造の物質へ合成する化学反応全般を指す．二酸
化炭素と水から炭水化物をつくる炭酸同化
（光合成，化学合成），アンモニアのような無機窒素化合
物を用いて有機窒素化合物をつくる窒素同化などは同化である．一方，異化は体内にある複雑な物
質を簡単な物質へ分解する化学反応全般を指す．ミトコンドリアで行われる好気呼吸は，グルコー
スを二酸化炭素と水に分解する異化である．
植物は二酸化炭素や水のような無機化合物から，デンプンのような有機化合物を合成することが
できるが，動物や菌類は無機化合物から有機化合物を合成することができない．したがって，動物
や菌類は，植物体
（または他の生物）
を食べたり，分解・吸収したりすることによって，植物が合成
した有機化合物
（または他の生物を構成していた有機化合物）を体内に取り入れて利用している．す
なわち，植物は環境中の無機化合物から生体に必要な有機化合物をすべて自力で合成することが可
能だが，動物や菌類の同化は植物
（または他の生物）に依存していることになる．そのため，植物を
独立栄養生物，動物や菌類を従属栄養生物とよぶ．

２．エネルギー代謝
光合成が光エネルギーを必要とするように，基本的に同化はエネルギーを要求するエネルギー吸
収反応である．それに対して異化は，その過程でエネルギーが取り出されるエネルギー放出反応で
ある．このような代謝にともなうエネルギーの出入りをエネルギー代謝という．

次のア〜カは，同化と異化のどちらに関係が深いか．
ア．高分子を合成する

イ．高分子を分解する

ウ．エネルギー放出

エ．エネルギー吸収

オ．呼吸

カ．光合成

同化…ア，エ，カ

異化…イ，ウ，オ
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３．ATP
エネルギーには，熱エネルギー・光エネルギー・力学的エネルギー・化学エネルギーなど，さ
まざまな形態があるが，生物が生命活動に直接利用するのは，アデノシン三リン酸（adenosine
triphosphate，ATP）とよばれる物質に含まれる化学エネルギーである．たとえば，細胞膜におい
て物質の能動輸送が行われるとき，筋肉が収縮するとき，ホタルの発光やデンキウナギの発電など，
あらゆる生物のさまざまな生命活動において必要なエネルギーを ATP が供給している．ATP は
全生物に共通であり，生体のエネルギーの「通貨」と例えられることもある．
塩基の一種であるアデニンと五炭糖の一種であるリボースが結合した物質をアデノシンという
（→塩基，アデニンなどについては５章「遺伝情報とその発現１」②「核酸の構造」参照）．アデノ
シンに３個のリン酸が直列に結合した化合物が ATP である．ATP のリン酸とリン酸の間の結合は，
高エネルギーリン酸結合とよばれ，結合を切ると多量のエネルギーが放出される．ATP からリン
酸が１つ外されてアデノシン二リン酸（adenosine diphosphate，ADP）になるときに放出されたエ
ネルギーが生命活動に利用される．

ATP はすべての生命活動の直接のエネルギー源ではあるが，ATP の細胞内含有量自体は少ない．
しかし，ATP が分解されて生じた ADP とリン酸から，直ちに ATP が再生されるため，生命活
動が支障を来すことはない．ATP の再生に必要なエネルギーは，炭水化物などの分解，すなわち
異化によって供給されている．炭水化物は，太陽の光エネルギーを用いて水と二酸化炭素から合成
されるのだから，光エネルギーが炭水化物の化学エネルギーに姿を変え，さらに ATP の化学エネ
ルギーに変わることによって，生物が利用可能なエネルギー形態になるといえる．

①

全生物に共通のエネルギー物質とは何か．

②

①の物質の何とよばれる結合を切ると多量のエネルギーが放出されるか．
① ATP
（アデノシン三リン酸）
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酵素

１．生体触媒
化学反応において，それ自身は反応の前後で変化しないが，他の物質の変化を促進する働きをも
つ物質を触媒という．たとえば，過酸化水素 H2O2 は室温ではほとんど分解しないが，少量の酸化
マンガン
（Ⅳ）*の粒を入れると激しく分解し，水 H2O と酸素 O2 が生成する．
＊…二酸化マンガンともいう．

2 H2O2 $ 2 H2O + O2
反応終了後に酸化マンガン
（Ⅳ）
を取り出してみると分解反応の前と何ら変化していない．この場
合，酸化マンガン
（Ⅳ）
は過酸化水素分解の反応速度を大きくする触媒として働いている．化学反応
を起こすには，反応物質にエネルギーを与えて活性化状態にする必要があるが，このエネルギーを
活性化エネルギーという．触媒が存在すると反応に必要な活性化エネルギーが小さくなるため，反
応が著しく促進されるのである．触媒自体は変化しないので，微量の触媒を繰り返し何度でも作用
させることができる．
生体における化学反応を促進する触媒
（生体触媒）として作用する物質を酵素という．多くの生物
の細胞は，酸化マンガン
（Ⅳ）
と同じように過酸化水素の分解を促進するカタラーゼという酵素を含
む．ただし，無機化合物である酸化マンガン
（Ⅳ）と異なり，カタラーゼの主成分はタンパク質であ
る．酸化マンガン
（Ⅳ）
のように，無機化合物である触媒（および有機化合物ではない触媒）を無機触
媒，カタラーゼのように，主成分がタンパク質である触媒を有機触媒という．

２．酵素の特徴
有機触媒である酵素の働き
（活性）
には，無機触媒とは異なるさまざまな特徴がみられる．

【基質特異性】

酵素が反応を起こす対象の物質を基質といい，酵素はそれぞれ特定の基質にのみ作用する．た

とえば，デンプンが分解してマルトース
（麦芽糖）に変わる反応を促進するアミラーゼにとっては，
デンプンが基質である．アミラーゼはデンプンを分解するが，タンパク質や脂質などデンプン以
外の物質を分解することはない．このような性質を酵素の基質特異性という．基質は酵素の表面
にある活性部位
（活性中心）とよばれる特定の部位に結合し，酵素基質複合体を形成することに
よって反応が促進される．つまり，活性部位の構造に合致する物質だけがその酵素の基質となる．
このような酵素と基質の関係は，しばしば鍵と鍵穴の関係に例えられる．鍵穴（酵素）にぴったり
入る鍵
（基質）
のみが化学反応という扉の向こうに行くことができるのである．生体内では多数の
化学反応が行われており，それぞれの基質に応じた酵素があるため，酵素の種類は非常に多い．

11

１章

タンパク質と生物体の機能１

④

学習時間のめやす 40 分

XBV51A-Z1Z1-09

【最適温度】

基本的に化学反応は温度が高いほど活発になる．温度が高くなると大きな運動エネルギーをも

つ分子が多くなるため，分子どうしの衝突回数が増し，より反応が起こりやすくなるからである．
このことは酵素が触媒として働く化学反応にも当てはまり，温度が高くなれば酵素の活性も高ま
る．しかし，酵素の本体がタンパク質であるため，ある程度以上温度が上がると変性が起こり，
急速に活性が失われてしまう
（失活する）
．このため，酵素にはその活性が最も高くなるような温
度が存在し，その温度を最適温度という．30 〜40℃が最適温度である酵素が多いが，低温環境
に生息する生物がもつ酵素の最適温度にはより低温のもの
が，高温環境に生息する生物がもつ酵素の最適温度にはよ
り高温のものもある．最適温度以下の低温で酵素活性が低
い場合は，低温のために化学反応が起こりにくくなってい
るだけなので，温度を上げれば酵素活性は高まる．しかし，
最適温度以上の高温で酵素活性が低い場合は，酵素が熱に
よって変性し，酵素と基質が結合できなくなっているので，
温度を下げても酵素活性が回復することはない．

【最適 pH】

ふつう，無機触媒の作用は水素イオン濃度
（pH）の影響を受けないが，酵素活性はその影響を

受ける．酵素の活性が最も高くなる pH を最適 pH
という．強い酸や塩基
（アルカリ）
に触れると本体で
あるタンパク質が変性するため，一般的な酵素の最
適 pH は７
（中性）付近である．ただし，最適 pH が
酸性，あるいは塩基性の酵素も存在する．たとえば
最近，衣類用の合成洗剤には汚れ落ちをよくするた
めにタンパク質分解酵素などが配合されているもの
が多いが，塩基性の洗剤液中で高い活性を維持でき
るよう，最適 pH が塩基性側にある酵素が用いられ
ている．また，胃液中の消化酵素であるペプシンの
最適 pH は酸性側にある．
参考

果実の褐変と酵素

リンゴやモモなどの果実を切って放置すると，果肉の切り口が茶色く変色する（これを褐

変という）
．これはリンゴやモモの果肉の細胞が壊されて空気に触れると，果肉中に含まれ
るポリフェノールオキシダーゼという酵素が果肉中のポリフェノールを酸化し，褐色の物質
が生じるためである．変色を防ぐためにはポリフェノールオキシダーゼの活性を抑えればよ
い．よく行われる方法は切った果肉を塩水に浸すことである．塩水中の塩化物イオンにはポ
リフェノールオキシダーゼ活性を阻害する働きがある．レモン汁をかけて pH を変え，酵素
活性を抑制したり，軽く加熱して酵素を失活させたりする方法もある．

①

酵素の主成分は何か．

②

鍵と鍵穴に例えられる酵素の作用の特徴を何というか．

③

酵素が基質と結合する部位を，何というか．
①

タンパク質

②

基質特異性
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３．酵素の種類
酵素には非常に多くの種類があるが，反応のタイプによっていくつかのグループに分けられる．
以下によく知られる５つのグループと酵素の例を示した．
グループ

反応のタイプ

酵素

作用

カタラーゼ

過酸化水素の分解
2 H2O2 $ 2 H2O + O2

コハク酸
脱水素酵素

コハク酸から水素を取り出す．

酸化還元
酵素

酸化還元反応

加水分解
酵素

アミラーゼ
リパーゼ
水を加えて結合を切断する
ATP アーゼ
反応
ペプシン
トリプシン

デンプンをマルトースに分解する．
脂肪を脂肪酸とグリセリンに分解する．
ATP を ADP とリン酸に分解する．
タンパク質をポリペプチドに分解する．
タンパク質をポリペプチドに分解する．

転移酵素

ある物質から別の物質へ
原子団を移動する反応

アミノ基
転移酵素

基質から奪ったアミノ基を別の物質へ
移す．

脱離酵素

ある物質から原子団を
奪う反応

ピルビン酸
脱炭酸酵素

ピルビン酸のカルボキシル基を分解し
て二酸化炭素を奪う．

合成酵素

ATP のエネルギーを
用いる合成反応

DNA
リガーゼ

DNA 鎖を連結する．

参考

ペプシンとトリプシン

ペプシンとトリプシンはどちらもペプチド結合を加水分解し，タンパク質を短いポリペプ

チドに分解する酵素だが，どのアミノ酸の隣のペプチド結合を切断するかが異なる．そのた
め，同じタンパク質を分解したときでもペプシンとトリプシンでは生成するポリペプチドの
長さ
（アミノ酸数）
が異なる．

４．酵素の分布
アミラーゼ・リパーゼ・ペプシン・トリプシンなどの消化酵素は消化器官の細胞から分泌され，
細胞外で働く．これらのうち，タンパク質分解酵素であるペプシンとトリプシンは，それぞれペプ
シノーゲン，トリプシノーゲンとよばれる不活性型の前駆体として合成され，ペプシノーゲンは胃
液，トリプシノーゲンはすい液の成分として分泌される．胃液およびすい液中では前駆体のポリペ
プチドが一部切断され，活性型の酵素
（ペプ
シン，トリプシン）となる．タンパク質を分
解する消化酵素が不活性型の状態で分泌され
るのは，食物以外のもの，たとえば自分自身
の細胞成分などを破壊しないための仕組みと
考えられる．一方，消化酵素以外の大部分の
酵素は細胞内で働いている．細胞内の酵素は，
細胞質基質に溶けた状態か，細胞膜や細胞小
器官の膜に結合した状態で存在する．ミトコ
ンドリアには好気呼吸，葉緑体には光合成や
窒素同化に関わるたくさんの種類の酵素があ
る．
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５．反応速度
【基質濃度・酵素濃度の影響】

酵素は基質と結合することによって触媒として作用する．つまり，酵素の反応速度とは単位時

間に酵素に結合する基質の数を表している．一定濃度の酵素が存在するとき基質濃度を上げてい
くと，単位時間に酵素に結合できる基質の数が増加することになり，反応速度が上昇する．しか
し，さらに基質濃度を上げていくとすべての酵素に基質が結合した状態（飽和状態）になり，それ
以上基質濃度を上げても酵素に結合できる基質の数は増えないので，反応速度は一定（最大反応
速度）になる．基質濃度が十分高い状態で酵素濃度を２倍にすれば，単位時間に酵素に結合でき
る基質の数も２倍となり，最大反応速度も２倍になる．酵素濃度を３倍にすれば，最大反応速度
も３倍になる．すなわち，最大反応速度は酵素濃度に比例する．

【生成物量の変化】

酵素反応によって生じる生成物量
（累計）
は，反応開始からしばらくの間は増加するが，やがて

一定量に達して増えなくなる．これは，酵素が基質を消費しつくしてしまい，反応が終了したた
めと考えられる．そこで，酵素濃度は変えずに基質濃度を２倍，３倍，４倍と上げれば，生成物
量もそれぞれ２倍，３倍，４倍に達するまで増加し，やがて一定量になる．また，基質濃度は変
えずに酵素濃度を２倍に上げた場合，基質量が同じなので最終的に達する生成物量は同じである
が，酵素量が２倍あるため反応速度が速く，一定量に達するまでに要する時間が短くなる．すな
わち酵素濃度が高いほど一定量に達するまでのグラフの傾きが大きくなる．
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６．補酵素
酵素の中には，反応を行うにあたってタンパク質本体の他に低分子有機化合物や金属イオンを必
要とするものがある．このような物質を補助因子という．補助因子のうち，比較的簡単に酵素タン
パク質本体から引き離すことができる低分子有機化合物は補酵素とよばれる．たとえば，多くの脱
水素酵素には NAD
（ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド）という補酵素が必要である．NAD
と結合していない脱水素酵素には活性がない．NAD は体内ではビタミン B の一種であるニコチン
酸から合成される．ビタミン B や葉酸のような水溶性ビタミンの多くは，体内で補酵素となって
各種の酵素反応に関わっている．
グルコースを分解してエタノールと二酸化炭素に変える反応をアルコール発酵（→２章「タンパ

ク質と生物体の機能２」②「嫌気呼吸」参照）という．1897 年，ドイツのブフナーは，酵母菌が生

きていなくても，グルコース水溶液に酵母菌の絞り汁を加えるとアルコール発酵が起こることを発
見し，絞り汁に含まれているアルコール発酵の酵素群をチマーゼと命名した．チマーゼは単一の酵
素ではなく，アルコール発酵に必要な 10 種類以上の酵素と，数種類の補酵素の混合物であった．
右図のようにチマーゼ液を透析膜
（低分子は通すが高分
子は通さない半透性の膜）の袋に入れたものを２つ用意し，
片方は流水中に浸し，もう片方を静水中に浸すとしよう．
24 時間後，流水中に浸しておいた方は袋の内容物（A 液）
を取り出し，静水中に浸しておいた方は袋が浸っていた外
液
（B 液）を取り出す．このような操作を透析という．酵素
と補酵素の結合はゆるやかなので，透析によってチマーゼ
のタンパク質本体と補酵素を分離することができる．その結果，高分子であるタンパク質本体は
A 液中に留まり，低分子である補酵素は膜を透過して B 液に出る（A 液を流水中に浸したのは，袋
の中の補酵素をすべて追い出すためである）
．A 液と B 液を用いてアルコール発酵の有無を調べる
実験を行った結果を以下の表に示した．
実験
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ

結果
アルコール発酵が行われた．
アルコール発酵が行われなかった．
アルコール発酵が行われなかった．
アルコール発酵が行われなかった．
アルコール発酵が行われた．

グルコース水溶液+Ａ液+Ｂ液
グルコース水溶液+Ａ液
グルコース水溶液+Ｂ液
グルコース水溶液+煮沸したＡ液+Ｂ液
グルコース水溶液+Ａ液+煮沸したＢ液

Ⅰ〜Ⅲの結果から，タンパク質本体のみ
（Ⅱ），補酵素のみ（Ⅲ）では酵素活性はみられず，タンパ
ク質本体と補酵素が共存
（Ⅰ）
して初めて酵素活性がみられることがわかる．また，Ⅳでは酵素活性
がないが，Ⅴでは酵素活性があることから，タンパク質本体とは異なり，補酵素は熱に強く，煮沸
しても変性しないことがわかる．

次の文章中の空欄に当てはまる語を答えよ．
酵素の中には，作用するときにタンパク質の本体の他に，低分子の有機化合物を
必要とするものがある．これを
（
（

③

①

）という．（

①

）は一般に（

）
によって容易にタンパク質本体から分離することができる．
①

補酵素

②

熱

③

透析

15

②

）に強く，

タンパク質と生物体の機能１

１章

XBV51A-Z1Z1-13

７．酵素反応の調節
【競争的阻害】

物質 A を基質とする酵素 a は，物質 A と構造がよく

似ている別の物質 Al が存在すると活性部位に物質

Al が結合し，物質 A との結合が阻害されて活性が下
がる．物質 Al は物質 A にとって酵素 a の活性部位
を巡る「競争相手」の立場にあるといえる．この現象
を競争的阻害という．競争的阻害の最も有名な例は，
マロン酸によるコハク酸脱水素酵素活性の阻害である．
コハク酸脱水素酵素はミトコンドリアにある酵素で，
コハク酸から水素を奪い，フマル酸に変える作用をも
つ．しかし，コハク酸と化学構造がよく似たマロン酸
を加えるとマロン酸がコハク酸脱水素酵素の活性部位
に結合してしまい，本来の基質であるコハク酸が結合できなくなる．基質濃度が低いほど酵素と
結合する阻害物質の割合が高いため，酵素活性に対する阻害物質の影響は大きいが，基質濃度が
高くなると影響は小さい．

【アロステリック酵素】

酵素の中には，基質と結合する活性部位とは別に，他

の低分子化合物が結合する部位
（アロステリック部位）を
もつものがある．アロステリック部位に特定の低分子化
合物が結合すると酵素の立体構造が変わり，酵素活性が
変化する．このような酵素をアロステリック酵素という．
アロステリック部位に低分子化合物が結合したときに酵
素活性が低下する現象はアロステリック阻害とよばれ，
酵素反応の調節機構として重要である．アロステリック
阻害がみられる酵素は，ある物質がつくられる過程にお
ける最初の段階の化学反応を触媒する酵素に多い．たとえば物質
A → B → C → D という一連の化学反応系がある場合，A → B
の反応を触媒する酵素 a に相当する．この反応系の最終産物であ
る物質 D が酵素 a のアロステリック部位に結合すると，酵素 a
の活性部位の構造が変化して物質 A と結合しにくくなり，酵素
活性が阻害される．すなわち，
「結果」である物質 D が「原因」
である酵素 a の働きを抑制するフィードバック調節が行われる．
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XBV51A-Z1Z2-01

解答時間のめやす 20 分

〔Ⅰ〕次の文章を読み，問いに答えよ．
を入れると，どちらも気体が発生する．５％過酸化水素水５ml を入れた試験管ａ〜ｈを用意し，
それぞれに以下のものを加えたところ，試験管ａ，ｅ，ｆ，ｇ，ｈからは盛んに気体が発生した
が，ｂ，ｃ，ｄからはほとんど発生しなかった．
試験管ａ

生レバー片+水２ml

試験管ｂ

生レバー片+10％塩酸２ml

試験管ｃ

生レバー片+10％水酸化ナトリウム水溶液２ml

試験管ｄ

煮沸したレバー片+水２ml
+水２ml
酸化マンガン
（Ⅳ）

試験管ｅ
試験管ｆ
試験管ｇ

+10％塩酸２ml
酸化マンガン
（Ⅳ）
+10％水酸化ナトリウム水溶液２ml
酸化マンガン
（Ⅳ）

試験管ｈ

+水２ml
煮沸した酸化マンガン
（Ⅳ）

問１

この反応を触媒しているのは，レバー片に含まれている何という酵素か．また，この反応

問２

試験管ｂ，ｃ，ｆ，ｇの結果から，どのようなことがいえるか．

問４

時間が経過すると，試験管ａ，ｅ，ｆ，ｇ，ｈからも気体が発生しなくなった．この時点

で発生した気体は何か．

問３

試験管ｄとｈの結果が異なる理由を説明せよ．

で試験管ａに混合すると，再び盛んに気体が発生すると考えられる試験管は試験管ｂ〜ｆのう
ちどれか．

問１

問２

酵素…カタラーゼ

気体…酸素

カタラーゼの触媒作用は酸性条件下や塩基性条件下では失われてしまうが，酸化マンガン

（Ⅳ）
の触媒作用は酸性条件下でも塩基性条件下でも失われることはない．

問３

カタラーゼは煮沸すると，主成分であるタンパク質が変性し，失活するため，その触媒作用

は失われてしまう．これに対し，酸化マンガン（Ⅳ）は煮沸しても変化しないため，その触媒作用
が失われることはない．

問４

試験管ｄ

④「酵素」参照．

問１ カタラーゼは，過酸化水素を水と酸素へ分解する反応（ 2 H2O2 $ 2 H2O + O2 ）を触媒する．
問２ 10％塩酸を加えた試験管は酸性，10％水酸化ナトリウム水溶液を加えた試験管は塩基性（ア
ルカリ性）になる．酸化マンガン
（Ⅳ）の触媒作用は pH の影響を受けないが，カタラーゼの触媒

作用は酸性条件下や塩基性条件下で失われることがわかる．

問３

ふつう，タンパク質は，加熱すると不可逆的に立体構造が変化（熱変性）する．タンパク質で

問４

試験管ａ，ｅ，ｆ，ｇ，ｈから気体が発生しなくなったのは，基質である過酸化水素がす

あるカタラーゼは，煮沸によって熱変性し，基質との結合ができなくなるために失活する．
べて反応してしまったからである．カタラーゼは何度でも繰り返し作用するので，過酸化水素が
残っている試験管を混合すれば再び反応が起こる．ただし，ｂとｃは，塩酸や水酸化ナトリウム
によってカタラーゼが失活してしまうため，気体が発生するのはｄのみと考えられる．
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１章

タンパク質と生物体の機能１

過酸化水素水にブタの生レバー片または酸化マンガン（Ⅳ）
（注：二酸化マンガンともいう）の粒

XBV51A-Z1Z2-02

〔Ⅱ〕次の文章を読み，問いに答えよ．
右の図は，ある酵素反応において，時間と反応の結果
生じる生成物の量の関係を示したものである．なお，反
応開始時，酵素量に対して十分に多い量の基質が加えら
れたものとする．
問１

時間の経過とともにグラフが水平になるのはなぜ

問２

他の条件はそのままで，次に示した条件のみを変

か，説明せよ．
えたとき，時間と生成物の量の関係はどうなるか．選
択肢ア〜オから１つずつ選び，記号で答えよ．なお，図中の点線は，条件を変える前のグラフ
である．

問１
問２

①

酵素濃度を２分の１にする．

②

反応温度を最適条件に近づける．

③

基質濃度を２倍にする．

すべての基質が反応してしまい，それ以上反応生成物がつくられないから．
①…イ

②…ウ

③…エ

④「酵素」参照．

問１

酵素反応の進行にともなって反応生成物は増加するが，基質がすべて消費されれば生成物は

問２

①

つくられなくなるので，やがてグラフは水平になる．
水平になるまでのグラフの傾きは，単位時間当たりの生成物の増加量，つまり酵素反応
の速度を示している．傾きが大きいほど反応速度が速い． 酵素濃度を２分の１にすると，
単位時間当たりに酵素と結合する基質の量が半分になるので，反応速度は半減し，グラ
フの傾きは小さくなる．しかし，時間をかければやがてすべての基質に作用を及ぼすため，
最終的な生成物量は同じになる．
②

反応温度を最適温度に近づけると酵素の反応速度が大きくなるので，グラフの傾きは大
きくなる．しかし，最終的な生成物量は同じである．

③

もともと基質は酵素に対して過剰量存在しており，すべての酵素が基質と結合した状態
で反応が進行していた．そこで基質濃度を２倍にしても，それ以上酵素が基質と結合する
ことはできず，反応速度は変わらないため，グラフの傾きは同じとなる．しかし，基質が
２倍量あるので，最終的な生成物量は２倍になる．
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