
1. タンパク質とアミノ酸

• タンパク質は、アミノ酸がペプチド結合
で多数重合したひも状の生体高分子化合
物である。
• 炭素、窒素、酸素、水素のほか、硫黄を含む。セレンを含むものもある。

2. タンパク質に含まれるアミノ酸の構造
基本構造
• アミノ基とカルボキシ基を併せもつ。
• α炭素にカルボキシ基、アミノ基、側鎖が結合する。
• タンパク質には遺伝暗号により20種類のアミノ酸が指
定される。それらはすべてαアミノ酸である。

立体異性体
• グリシン以外のアミノ酸
は不斉炭素原子をもち立
体異性体が存在する。
• アミノ酸のエナンチオマ
ーのうち、L-アミノ酸の
みが生体内で利用され
る。

表現方法
• 慣用的な名称で呼ぶ。三文字表記、一文字表記されることがある。
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タンパク質とアミノ酸の構造
3. アミノ酸の分類
側鎖の性質による分類
非極性（疎水性）側鎖：

✴脂肪族アミノ酸（グリシン・アラニン・バリン・ロイシン・イソロイシン）

✴芳香族アミノ酸（フェニルアラニン・トリプトファン） 

✴プロリン（イミノ酸）、メチオニン（含硫アミノ酸）

極性（親水性）側鎖
✴非荷電側鎖（極性中性アミノ酸）：セリン、トレオニン、アスパラギン、グルタミ
ン、チロシン（芳香族アミノ酸）、システイン（含硫アミノ酸）

✴荷電側鎖

• 酸性アミノ酸：アスパラギン酸・グルタミン酸（負電荷をもつ）

• 塩基性アミノ酸：リシン・アルギニン・ヒスチジン（正電荷をもつ）
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各々のアミノ酸の特徴
• グリシン：アミノ酢酸。最も小さい。不斉炭素を持たず、立体異性体が無い。
• アラニン：メチル側鎖。2-アミノプロピオン酸。脂肪族アミノ酸。
• バリン・ロイシン・イソロイシン： 分枝（鎖）アミノ酸。ロイシンとイソロイシン
は構造異性体。イソロイシンは不斉炭素原子を２つ持つ。（異性体のうち2S,3Sのみ
がタンパク質に含まれる）
• フェニルアラニン・トリプトファン・チロシン：芳香族
アミノ酸。280nmの紫外線を吸収する（特にトリプト
ファン）。トリプトファンはインドール基をもち、もっ
ともタンパク質中の含量が低いアミノ酸である。フェ
ニルアラニンはフェニル基をもつ。チロシンはフェニル
アラニンの水酸化により生じ、リン酸化などの修飾を
受ける。
• プロリン：ピロリジン基にカルボキシ基が結合している。第二級アミンをもつイミノ
酸である。水酸化を受ける場合がある。
• トレオニン・セリン：水酸基をもち、リン酸化、糖鎖付加などの修飾を受ける。トレ
オニンは不斉炭素原子を２つもつが、タンパク質には（2S, 3R）のみが含まれる。
• アスパラギン・グルタミン：側鎖にアミド結合をもつ。アスパラギンはタンパク質の
糖鎖修飾に重要。グルタミンはアミノ酸の代謝上きわめて重要な役割をもつ。
• システイン：チオール基をもつ。２つのシステイン残基が酸化され、ジスルフィド結
合（共有結合）を形成する。含硫アミノ酸のひとつ。
• メチオニン：側鎖にチオエーテルをもつ。タンパク質のN-末端に存在する。トリプト
ファンに次いで頻度の少ないアミノ酸。
• リシン：側鎖にアミノ基をもつ。プラスに荷電している。メチル化、水酸化、アセチ
ル化、糖化など多様な修飾を受ける。
• アルギニン：側鎖にグアニジノ基をもつ。
• ヒスチジン：側鎖にイミダゾール基をもつ。
• アスパラギン酸・グルタミン酸：側鎖にカルボキシ基をもち、中性pHではマイナス荷
電をもつ。グルタミン酸はアミノ酸代謝上重要な役割をもち、側鎖がカルボキシ化さ
れてカルシウムイオンとキレートを作る。

栄養学的分類
必須アミノ酸
• バリン、ロイシン、イソロイシン、トレオニン、メチオニン、フェニルアラニン、ト
リプトファン、リシン、ヒスチジン
• ケト原性アミノ酸（リシンとロイシン）と糖原性アミノ酸（それ以外）

セレノシステイン
• システインの硫黄原子がセレンに置換されている。

両性電解質
• アミノ酸の電荷は溶液のpHと共に変化する。
• プラスとマイナスが等しく，全体として電荷が0となるpHを等電点（pI）という。
• 中性アミノ酸の等電点は６附近、酸性アミノ酸は３程度、塩基性アミノ酸は7~10程
度である。
• アミノ酸は、等電点より高いpHではマイナス電荷、低いpHではプラス電荷をもつ。
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pI pK1 pK2 pKR
Gly 6.1 2.4 9.8
Ala 6.15 2.4 9.9
Met 5.7 2.1 9.3
Val 5.95 2.2 9.7
Leu 6.0 2.3 9.7
Ile 6.05 2.3 9.8
Phe 5.7 2.2 9.2
Trp 5.8 2.4 9.4
Pro 6.3 2.0 10.6
Tyr 5.65 2.2 9.1 10.1
Thr 5.6 2.1 9.1
Ser 5.7 2.2 9.2
Asn 5.45 2.1 8.8
Gln 5.65 2.2 9.1
Cys 6.35 1.9 10.8 8.3
Lys 10.0 2.2 9.2 10.8
Arg 10.75 1.8 9.0 12.5
His 7.65 1.8 9.3 6.0
Asp 3.0 2.1 9.9 3.9
Glu 3.1 2.1 9.5 4.1

アミノ酸の解離定数と等電点
アスパラギン酸のプロトン平衡



4. タンパク質構造の階層性
一次構造
• ペプチド結合で繋がるアミノ酸の並び順をタンパク質
の一次構造という。遺伝情報の解析により明らかにす
ることが出来る。ジスルフィド結合や翻訳後修飾の位
置も一時構造に含める。

一次構造の意味
• 一次構造が同じタンパク質は、同一のと判断できる。
タンパク質分子の正確な大きさを知ることができる。 

• タンパク質の機能を判断できる。一次構造
が似ているタンパク質は機能も似ており、
一群のタンパク質を、タンパク質ファミリ
ーと呼ぶ。分子進化、生物進化を推定可能
である。

構造・機能相関
• シグナル配列からタンパク質の細胞内分布
を知ることができる。
• 糖鎖付加、プロテアーゼなどの翻訳後修飾
を予測することが出来る。
• 一次構造から 二次・三次構造をかな
り正確に予測できるようになってき
た。

エドマン分解
• フェニルイソチオシアネートとN末端
アミノ酸のアミノ基をカップリングさ
せ、切断反応で遊離して生じた安定な
PTHアミノ酸をHPLC（拘束液体クロ
マトグラフィー）で分析し、N末端か
ら順にアミノ酸の種類を決定すること
でタンパク質の一次構造を決める。

二次構造
• タンパク質の立体構造の内部構想として現れる
特徴的な規則的構造をいう。ペプチド主鎖のね
じれ具合と、ペプチド鎖主鎖のカルボニル基と
アミノ基の間に出来る水素結合による。

ペプチド主鎖の構造

• ３つのねじれ角のうちωはほぼ
180°（トランス形）に固定され
ている。
• φ（ファイ）とψ（プサイ）の角
度でペプチド主鎖の構造は規定さ
れる。
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αヘリックス
• アミノ酸４残基おきに水素結
合を生じる。通常は右巻きら
せんで平均12残基で３回転程
度である。（それより長いも
のもある）
• タンパク質のポリペプチド鎖
内に普通に見られる。
• 膜貫通型タンパク質の脂質二
重膜を横切る部位は疎水性ア
ミノ酸がαヘリックスを形成
する。

βシート
• α炭素は関与せず、平均６
残基が向かい合う。平行β
シートと逆平行βシートが
ある。
• 球状タンパク質の中によく
現れる。

その他の二次構造
• 規則性のない部分：Ｎ末
端、Ｃ末端、リシン残基を
含む部分。
• βターン：タンパク質表面
に存在する。アミノ酸４残
基よりなる
• Ωループ：6-16残基程度、タンパク質の表面に存在
する。60残基以上のタンパク質には必ず存在する。

超二次構造（モチーフ）
• 複数の二次構造が組み合わさり一定の構造となる。
• モチーフから分子の機能を予測可能。
• ヘリックス-ターン-ヘリックス　HTH
• ヘリックス-ループ-ヘリックス　HLH
• ロイシンジッパー：ロイシンが７つのア
ミノ酸ごとに数個繰り返し並ぶ。
• Zn-フィンガー：25個程度のアミノ酸モ
チーフの中にヒスチジンとシステインが
２つずつ現れる。αヘリックスとβシー
トを亜鉛イオンが結びつける構造をと
る。
• これらのモチーフは、DNAに結
合するタンパク質によく見られ
る。
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三次構造
• 正しい折りたたみ（protein 
folding）によって出来るタンパク
質分子全体の形（立体構造；コン
フォーメーション）を三次構造と
いう。二次構造の組み合わせと側
鎖の配置により決まる。
• Ｘ線構造解析、核磁気共鳴法
（NMR）によって決定する。
• アミノ酸側鎖、ペプチド結合が係わる
多数の弱い非共有結合（水素結合、疎
水性相互作用、静電気的引力、ファン
デルワールス引力）の組み合わせで三
次構造は維持される。

ドメイン構造
• 大きなタンパク質は正しい折りたた
みの結果、明瞭に区別できる２つ以
上の球状の塊がつながったように見
える。ひとつずつをドメインとい
う。ドメインの多くは構造上・機能
上独立した個々の球状タンパク質の
ように振る舞う。

タンパク質の変性
• タンパク質が機能を発揮するために、適切な三次構造を
取ることが必須である。
• 弱い結合の切断により、一次構造を残したまま三次構造
が壊れたタンパク質が機能を失うことを変性という。
• 原因は、熱、酸・アルカリ、有機溶媒、酸化・還元、カ
オトロピック試薬（グアニジニウムイオン、ヨウ化物イ
オン、尿素など）である。

四次構造
• 複数のタンパク質分子が、相互作用による会合により特
定の配置をつくったもの。
• 集まっている各々のタンパク質をサブユニットと呼び、
会合体をオリゴマーという。会合体を構成するサブユ
ニットの数によりモノマー（各々のサブユニットのこ
と）、ダイマー（二量体）、トライマー（三量体）、
テトラマー（４量体）のように呼ぶ。
• ヘモグロビンはαサブユニットとβサブユニット各２
つずつよりなるヘテロ４量体である。
• 非共有結合、分子間ジスルフィド結合などが関与す
る。
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5. 翻訳後修飾
• タンパク質は翻訳後に、機能を発揮させるため遺伝情
報に含まれない様々な共有結合性の修飾を受ける。
• タンパク質の成熟、機能の調節、局在の決定、寿命の
調節などに寄与する。

ペプチド結合の加水分解
• タンパク質主鎖のペプチド結合が特異的なタンパク質
分解酵素（変換酵素と呼ばれることがある）による加
水分解で不可逆的に切断される。
• 活性の無いホルモン前駆体のプロセッシングもこの例
である。

チモーゲン
• 活性の無い酵素前駆体が、ペプチド鎖の切断（限定分解）により活性化されるもの。
✴消化酵素や血液凝固因子など、タンパク質分解酵素の前駆体はチモーゲンとして合
成される。

官能基によるアミノ酸残基側鎖の修飾
リン酸化・脱リン酸化
• セリン・トレオニン、チロシン残基の水酸基が、プ
ロテインキナーゼによりリン酸化修飾を受け、ホス
ファターゼにより脱リン酸化される。リン酸化修
飾は可逆的でキナーゼとホスファターゼの活性の
バランスで酵素活性を調節することが出来る。

メチル化・アセチル化
• ヒストンタンパク質のリシン残基の側鎖がS-アデノ
シルメチオニンからメチル基転移、アセチルCoAか
らアセチル基転移による修飾をうけ、遺伝子発現の
調節がおこなわれる。

カルボキシル化
• ビタミンK依存性のグルタミン酸側鎖のカルボキシ化反応で生じるカルボキシグルタ
ミン酸が、血液凝固因子やオステオカルシンの機能に重要である。

糖鎖修飾
• 分泌型タンパク質の多くは糖鎖修飾を受ける。
• タンパク質の安定化、水溶性、細胞の接着、抗原
抗体反応など、様々な機能に関与する。

Ｎ結合型糖鎖修飾
• 真核生物のみにみられるタンパク質の修飾。
• 糖転移酵素によって作られる。分泌型タンパク
質、膜タンパク質のほとんどがN-結合型オリゴ
糖を持っている。タンパク質の生合成途中に小胞
体でグリコシル化され、ゴルジ体で成熟す
る。
• Asn-X-Ser/Thr配列をもつアスパラギン
残基にβ-グリコシド結合している。
• アスパラギン残基（N型糖鎖）にGlcNAc
とマンノースを根元に、シアル酸を末端に
持つオリゴ糖が結合している。

Ｏ結合型糖鎖修飾
• セリン、トレオニン残基の水酸基に
GalNAcを根元に持つ糖鎖が付加される。
• Galβ(1->3)GlcNAcα-Ser/Thr（コア１
構造）が最多。糖鎖のサイズは様々であ
る。
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非酵素的糖化
• タンパク質のアミノ基
（リシンの側鎖または
N末端）にグルコース
が非酵素的に結合する
ことで、タンパク質の
機能が劣化を起こす。 
メイラード反応とよば
れている。
• 高血糖で促進され、糖
尿病合併症や老化に係
わる。
• 反応が進むとタンパク質は褐変、
重合、不溶化をおこし
AGE（Advanced Glycation End-
products）を生じる。
• 糖とアミノ酸を含む輸液の保管の
際に注意。

脂質の結合による修飾
アシル化
• N-ミリストイル化は、炭素数14の脂肪酸（ミリスチン酸）がN末端のグリシンにアミ
ド結合し、タンパク質の膜結合に関与する。ミリストイル化タンパク質は、サイトゾ
ル、小胞体、細胞膜、核膜など様々な細胞内区画に局在する。
• パルミトイル化は、炭素数16の脂肪酸（パルミチン酸）が特定のシステイン残基にチ
オエステル結合する。パルミトイル化タンパク質は、細胞膜の細胞質側に存在する。

イソプレニル化
• タンパク質のＣ末端システインのSH基に、ファルネシル基またはゲラニルゲラニル基
がチオエーテル結合でつながる。タンパク質を細
胞膜につなぎ止めるアンカー機能を持つ。
• イソプレニル化されるタンパク質のＣ末端には
Cys-Ala-Ala-X-COOHという共通構造をもち、
システインのチオール基にXがAla, Met, Serの場
合はファルネシル基、Leuの場合はゲラニルゲラ
ニル基がチオエステル結合し、AAXが切断除去さ
れ、メチルエステル結合が形成される。

GPIアンカー
• タンパク質のＣ末端カルボキシ基に、リン酸
エタノラミンとオリゴマンノースを介してホ
スファチジルイノシトール（グリコシルホス
ファチジルイノシトールGPI）が結合する。
• GPIアンカーは細胞膜の外側に存在し、タン
パク質の局在を決める。

タンパク質の結合
ユビキチン化
• ユビキチンはアミノ酸76個からなる、進化的にきわめて良く保存された小さなタンパ
ク質である。
• 他のタンパク質のリシン残基のεアミノ基にユビキチンのC末端がイソペプチド結合
する。ユビキチン内のリシン残基にさらにユビキチンが結合し、ポリユビキチン化タ
ンパク質を生じる。
• ユビキチン化は、細胞内
の不要なタンパク質の選
別に用いられ、ポリユビ
キチン化されたタンパク
質は、プロテアソームと
呼ばれる複合体で分解さ
れ、細胞から除去され
る。

SUMO化
• SUMO（Small Ubiquitin-related Modifier）はユビキチンによく似たタンパク質。
タンパク質のリシン残基に結合し細胞核への輸送や転写の調節、ユビキチン化に拮抗
してタンパク質の安定化などに関与する。
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