
生物化学３(2-4)（9月28日～10月5日）

糖質の異化によるエネルギー獲得
1. 解糖系
概要
グルコース代謝の主要な経路で、エムデン・マイヤーホフ経路ともいう。グルコース
（六炭糖）を10段階の反応でピルビン酸に変換し、2分子のATPを得る。

• 解糖系からグリコーゲン代謝経路、ペントースリン酸回路に枝分かれしている。糖新
生経路と多くの部分を共有している。
• 前半はATPを２分子消費してリン酸化するエネルギーの投資段階、後半は４分子の
ATPと２分子のNADHを生じるエネルギーの獲得段階である。
• 全ての細胞の細胞質に存在し、嫌気的な条件でATPを獲得できる。

１：ヘキソキナーゼ（HK）の反応
グルコースの6位へATPのリン酸基を転移する反応で、グルコース6-リン酸（G-6-P）と
ADPを生じる。（EC-2.7.1.1）

• D-グルコースに対して高い親和性を示す（Km= 0.05mM程度）が、フルクトース、
マンノースも基質となる。
• ATPを消費し、生理的条件では不可逆な反応である。生成物（G6-P）を負のアロス
テリック因子とするフィードバック調節を受ける。反応にMg2+が必須である。

グルコース6-リン酸（G6-P）
• 解糖・糖新生、ペントースリン酸経路、グリコーゲン合成と分解の分岐点にある重要
な化合物。

グルコキナーゼ（EC-2.7.1.2）
• ヘキソキナーゼのアイソザイムで、肝臓、腎臓、膵臓ランゲルハンス島B細胞に存在
する。D-グルコースに対する親和性がヘキソキナーゼより低く(Km=6mM程度）生理
的にD-グルコースのみを基質とする。高血糖時のグルコース利用に関与する。
• G-6-Pによるフィードバック阻害を受けない。

２：グルコース6-リン酸イソメラーゼの反応
G-6-Pをアルドースからケトースに異性化し、フルクトース6-リン酸（F-6-P）を生ず
る。可逆的な過程。（EC-5.3.1.9）

• Mg2+が反応に必須である。解糖系、糖新生、ペントースリン酸回路に関与する。

３：ホスホフルクトキナーゼ（PFK）の反応
F-6-Pの１位水酸基にATPのリン酸基を転移し、フルクトース1,6-ビスリン酸（F-1,6-
BP）とADPを生じる。解糖系の律速酵素。（EC 2.7.1.11）

• ATPを消費し、生理的条件では不可逆的である。
• 解糖系の最も重要な律速酵素で、ATP、クエン酸、長鎖脂肪酸が負のアロステリック
因子、ADP、AMP、フルクトース2,6-ビスリン酸は正のアロステリック因子であ
る。Mg2+を補因子とする。
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（解糖・クエン酸回路・電子伝達系）



４：アルドラーゼと５：トリオースリン酸イソメラーゼの反応
１分子のF-1,6-BPを２分子のグリセルアルデヒド3-リン酸（GAP）に変換する一連の
反応。ともに可逆的な過程である。

アルドラーゼ（ EC 4.1.2.13）
• F-1,6-BPをアルドール開裂（解糖系で炭素間結合の切断が起こる唯一の反応）によ
り、GAPとジヒドロキシアセトンリン酸（DHAP）を生ずる。
• アイソザイムのうち骨格筋に存在するアルドラーゼAはF-1,6-BPのみを基質とする。
• 肝・腎・小腸に存在するアルドラーゼＢはフルクトース1-リン酸も基質とするため、
フルクトース代謝に関与する。

トリオースリン酸イソメラーゼ（EC 5.3.1.1）
• GAP（三炭糖アルドース）とDHAP（三炭糖ケトース）を
異性化反応により相互に変換する。

６：グリセルアルデヒド3-リン酸デヒドロゲナーゼ 
（GAPDH）の反応
NAD+を酸化剤としてGAPを酸化し、高エネルギーリン酸化
合物の1,3-ビスホスホグリセリン酸（1,3-BPG）を生ずる
解糖系で唯一の酸化還元反応。（EC 1.2.1.12）

• 生ずるNADHは、好気的にはミトコンドリアに運ばれ酸
素を還元してNAD+に酸化される。（電子伝達系）嫌気的
にはピルビン酸の還元で乳酸を生ずる反応の基質に用い
られる。（乳酸デヒドロゲナーゼ）
• 生理的条件で可逆的。NAD+/NADHの比率が下がると反
応は進まなくなる。

７：ホスホグリセリン酸キナーゼ（PGK）の反応
高エネルギーリン酸化合物の1,3-BPGを用いた基質レベルのリン酸化反応により、ATP
合成に関与する。（EC 2.7.2.3）

• 1,3-BPGの１位リン酸基をADPに転移し、ATPと3-ホスホグリセリン酸（3-PG）を
生じる。
• 生理的条件で可逆的である。ヒ素による阻害を受ける。
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８：ホスホグリセリン酸ムターゼと９：エノラーゼの反応
ホスホグリセリン酸ムターゼ（ EC 5.4.2.1）
3-PGのリン酸基を3位から2位に移動させて、2-ホスホグリセリン酸（2-PG）に変換
する可逆的な反応を触媒する。

エノラーゼ（ EC 4.2.1.11）
2-PGから水（H2O）を離脱させ、ホスホエノールピルビン酸（PEP）を生ずる。フッ
素化合物により阻害される。

• PEPは、２位に高エネルギーリン酸結合をもつ高エネルギーリン酸化合物である。

10：ピルビン酸キナーゼ（PK）の反応
基質レベルのリン酸化によるATP合成反応を触媒する。（EC 2.7.1.40）

• PEPの高エネルギーリン酸基をADPに転移し、ピルビン酸とATPを合成する。
• エノール型ピルビン酸が非酵素的にケト型に異性化するため、不可逆である。
• ATPによるアロステリックな阻害を受け、F-1,6-BPにより活性化される。
ピルビン酸
カルボキシ基とケト基をもち、２-オキソ酸（α-ケト酸）に分類される。解糖系とクエ
ン酸回路をつなぐ極めて重要な分子である。

乳酸デヒドロゲナーゼ（LDH）の反応
NAD+を水素受容体として、L-乳酸の脱水素反応によりピルビン酸を生ずる反応または
その逆反応を触媒する。（EC 1.1.1.27）

• 可逆的だが、生理的には乳酸を生じNADHを
酸化する向きに平衡は傾いている。
• 骨格筋の解糖系ではピルビン酸を酸化剤とし
て乳酸に変換し、NADHの酸化により細胞内
NAD+濃度を保つ方向に反応が進む。
• 組織特異的なアイソザイムが存在し（M型  骨格筋型、H型　心筋型）電気泳動法で容
易に識別できるため、疾患の診断に利用される。
• 乳酸は、LDHで酸化してピルビン酸に戻す以外に代謝経路が無い。 

嫌気的解糖
嫌気的条件下で、解糖系の
GAPDHの反応に必要なNAD
+は、ピルビン酸から乳酸を生じる
LDHの反応でNADHを酸化するこ
とで維持される。GAPDHとLDH
の反応を共役させ、解糖による
ATPの供給を維持することを嫌気
的解糖という。

• GAPDHの反応にNAD+が必須であるため、細胞内酸化が亢進しNAD+/NADHが低下
すると解糖系が止まりATP供給が途絶える。
• NAD+は。好気的にはミトコンドリア電子伝達系で酸素によって酸化される。
コリ回路（Cori cycle）と酸素負債
骨格筋の運動でATP消費され嫌気的解糖が亢進して生じた乳酸は、細胞外に拡散し血流
を介して肝臓に運ばれ、好気的条件下で肝臓のLDHでピルビン酸に戻され、糖原性物質
としてグルコース合成の素材となり、血糖として骨格筋に戻され回路（Cori回路）を形
成する。（グルコース合成）

• 骨格筋に蓄積した乳酸を酸化し、ピルビン酸に戻す反応で生じたNADHを酸化するの
に必要な酸素の量を「運動による酸素負債」という。

解糖の全過程

赤血球における解糖系のバイパス
ほ乳類の赤血球にPGKの迂回路があり、2,3-ビスホスホグリセリン酸（2,3-BPG）を生
ずる。

• 2,3ｰBPGは、ヘモグロビンに親和性をもち、結合して酸素親和性を下げるが、高エネ
ルギーリン酸化合物でないので基質レベルのリン酸化が起こらない。
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酵素名 ∆Go’/∆Gp 反応の種類 特徴

1 ヘキソキナーゼ -17/-33 リン酸基転移 ATP消費

2 グルコース6-リン酸イソメラーゼ +2/-2 異性化 アルドースとケトースの変換

3 ホスホフルクトキナーゼ -14/-22 リン酸基転移 ATP消費

4 アルドラーゼ +24/-1 アルドール開裂 炭素間結合切断

5 トリオースリン酸イソメラーゼ +8/-3 異性化 アルドースとケトースの変換

6 グリセルアルデヒド3-リン酸 デヒドロゲナーゼ +6/-2 NAD+に依存する酸化 高エネルギーリン酸化合物の生成

7 ホスホグリセリン酸キナーゼ -19/+1 リン酸基転移 基質レベルのリン酸化反応

8 ホスホグリセリン酸ムターゼ +5/+1 異性化

9 エノラーゼ +2/-3 脱水 高エネルギーリン酸化合物の生成

10 ピルビン酸キナーゼ -32/-17 リン酸基転移 基質レベルのリン酸化反応
自由エネルギー変化の単位：kJ/mol,
細胞内基質濃度は1Mからほど遠いため、生理学的な自由エネルギー変化（∆Gp）を使用する。
自由エネルギー変化の単位：kJ/mol,
細胞内基質濃度は1Mからほど遠いため、生理学的な自由エネルギー変化（∆Gp）を使用する。
自由エネルギー変化の単位：kJ/mol,
細胞内基質濃度は1Mからほど遠いため、生理学的な自由エネルギー変化（∆Gp）を使用する。
自由エネルギー変化の単位：kJ/mol,
細胞内基質濃度は1Mからほど遠いため、生理学的な自由エネルギー変化（∆Gp）を使用する。
自由エネルギー変化の単位：kJ/mol,
細胞内基質濃度は1Mからほど遠いため、生理学的な自由エネルギー変化（∆Gp）を使用する。



解糖系におけるATPの消費と産生
グルコース１分子当たりの収支は以下の通りである。

• 赤血球でホスホグリセリン酸キナーゼの反応がスキップされた場合ATPの収支は0と
なる。（カッコ内）

解糖系の中間体の利用
解糖系は、他の代謝経路の基質を供給する役割も果たしている。また、解糖系の中間体
はすべて糖新生（グルコース合成）経路の素材となる。

• グルコース6-リン酸：ペントースリン酸回路、グリコーゲン合成経路の基質
• グリセルアルデヒド3-リン酸・フルクトース6-リン酸：ペントースリン酸回路の基質
• ホスホエノールピルビン酸：芳香族アミノ酸生合成、シアル酸生合成経路の基質
• ピルビン酸：アラニン、乳酸、オキサロ酢酸、アセチルCoAを生じる反応の基質

解糖系の調節
解糖系の2つの役割（ATPの生成と合成素材の供給）をon demandで満たすように調節
を受ける。不可逆な反応を触媒する酵素（HK、PFK、PK）が調節点となり、経路の最
初と最後および分岐直後にある。

ヘキソキナーゼ（HK）の調節
HKと、肝臓・腎臓、膵β細胞のアイソザイム（グルコキナーゼ；GK）が異なる調節を
受けている。

• 正常の血糖値（5mmol/Liter）でGKはほとんど働かない。HKはグルコース６-リン
酸（G6-P）による生成物阻害を受けるが、肝臓のGKはG6-Pの阻害を受けず、食後
の高血糖時のみ働き、グルコースをグリコーゲンや脂肪に変換する。

ホスホフルクトキナーゼの調節
解糖系の最も重要な律速酵素である。

• 活性化因子（フルクトース2,6-ビスリン酸、AMP、フルクトース6-リン酸）および阻
害因子（ATP、クエン酸）によるアロステリック調節を受ける。
• フルクトース2,6-ビスリン酸（F2,6-BP）は解糖系の最も重要な正の調節因子とし
て、細胞のグルコース利用を促進する。

ピルビン酸キナーゼの調節
F-1,6-BPがアロステリックな促進因子である。

解糖系酵素の欠損症
解糖系の酵素欠損症の多くは常染色体劣性遺伝による比較的稀な疾患である。（PGK欠
損のみ伴性劣性遺伝）

• 症状はいずれもよく似ており、ATP産生低下による溶血性貧血と溶血の亢進に基づく
黄疸、肝脾腫、胆石症、および激しい運動後の骨格筋の痛み、横紋筋融解によるミオ
グロビン尿を主徴とする。
• 思春期前後に症状が現れることが多い。精神神経症状をきたす場合がある。PK欠損
が最多である。治療は対症的に行われる。
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B. ATPの阻害効果を打ち消すA. 基質に対する親和性が高まる

酵素名 反応 ATPの収支

HK グルコースのリン酸化 -1

PFK フルクトース6-リン酸のリン酸化 -1

PGK 1,3-ビスホスホグリセリン酸を基質にしたATP合成 +2（0）

PK ホスホエノールピルビン酸を基質としたATP合成 +2

合計 グルコースからピルビン酸２分子を生じる +2（0）



2. アルコール発酵とアルコール代謝
炭水化物が微生物により無酸素的に分解されることを発酵という。

• 微生物のもつ代謝経路により最終産物が異なる。

酵母によるグルコース代謝経路

CH3
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H
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H
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C
O OH

ピルビン酸

解糖系

アセトアルデヒド エタノール

１ ２

CO2
NADH + H+ NAD+

１：ピルビン酸デカルボキシラーゼ：チアミンピロリン酸（TPP、ビタミンB1）に依存
する反応である。酵母、植物に分布する。生ずる二酸化炭素はパンを膨らませ、ビール
を泡立たせる。

２：アルコールデヒドロゲナーゼ：生成物のエタノールは酒類の重要な成分。（中枢神
経作用あり）

ヒトのアルコール代謝経路
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NADH + H+NAD+ CH3
C O
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アセトアルデヒド

NADH + H+NAD+ CH3
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O OH

酢酸アルコール
デヒドロゲナーゼ

ADH

アルデヒド
デヒドロゲナーゼ

ALDH

アルコールの中枢神経作用により、血中エタノール濃度が高いと酩酊状態となり自制が
効かなくなるため、多量の飲酒に繋がる。

• 飲酒により皮膚が紅潮したり気分が悪くなるのはアルデヒドの毒性による。
アルコールデヒドロゲナーゼ ADH
• ヒトでは３種類のアイソザイムが知られている。ADH2はNADPを補酵素とし、エタ
ノール代謝活性の低い遺伝子多型が知られている。

アルデヒドデヒドロゲナーゼ ALDH
• ヒトでは14種類が知られている。アセトアルデヒドの代謝に関わるのはALDH2であ
る。代謝活性の高いALDH2*1と低いALDH2*2の遺伝子多型が知られている。
• 日本人はALDH2*1ホモが50%、ALDH2*2ホモ（体質的にお酒を飲めない）10%、
残りはヘテロ接合である。
• これ以外に、肝臓ミクロゾームの薬物代謝酵素（シトクロムP450）が継続的な飲酒
により遺伝子誘導され、アルコールを酸化するようになる。「飲むと強くなる」理由
のひとつ。

3. クエン酸回路
解糖系の産物（ピルビン酸）をミトコンドリアに運び、酸化的脱炭酸反応でアセチル
CoAに変換する。ミトコンドリアのマトリックスと内膜に局在する８段階の反応でアセ
チル基を酸化する。

• TCA回路（トリカルボン酸回路）、Krebs回路ともいう。
• 異化と同化の両過程に重要な役割をもつ。
正味の反応

3NAD+ + FAD + GDP + Pi + アセチルCoA ----> 3NADH + FADH2 + GTP + CoA + 2CO2 

ミトコンドリア
好気的な代謝が盛んな細胞ほど多数のミトコンドリアが存在する。

ミトコンドリアの構造
外膜と内膜二重の膜に覆われたラグビーボー
ル型の細胞小器官。二つの膜の隙間を膜間
腔、内膜の内側をマトリックス、内膜が作る
襞状の構造をクリステという。

• 外膜はイオン透過性が極めて高い。
• 内膜はほとんどの物質を通さず、特定の物質のみを選択的に透過させる輸送体が存在
する。電子伝達系、クエン酸回路の一部の酵素も存在する。
• マトリックスにはクエン酸回路、β酸化、アミノ酸代謝など異化に関わる様々な酵素
が存在する。

ミトコンドリア内膜の輸送体
ミトコンドリアマトリックスは内膜により代謝的に細胞質と区切られている。

• ピルビン酸はピルビン酸プロトン共輸送体によってミトコンドリア内膜を通過し、マ
トリックスに入る。
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輸送体 輸送物質１ 輸送物質２ 阻害剤
リン酸輸送体 リン酸イオン（外） 水酸イオン（内） N-エチルマレイミド
ピルビン酸プロトン共輸送体 ピルビン酸（外） 水素イオン（外） ヒドロキシケイ皮酸
ジカルボン酸輸送体 リンゴ酸（外） リン酸（内）
トリカルボン酸輸送体 クエン酸・H+（外） リンゴ酸（内）
2-オキソグルタル酸輸送体 2-オキソグルタル酸（外）リンゴ酸（内）
アデニンヌクレオチド輸送体 ADP（外） ATP（内） アトラクチロシド
グルタミン酸アスパラギン酸輸送体 グルタミン酸・ H+（外） アスパラギン酸（内）
トランスロカラーゼ アシルカルニチン（外） カルニチン（内）



ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体（PDH）
ピルビン酸（炭素数３の2-オキソ酸、α-ケト酸）を酸化的脱炭酸反
応でアセチルCoAに変換し、異化燃料として利用するための重要な反
応。厳密な調節を受ける。

• ミトコンドリアマトリックスに局在する。
• 3つの酵素（E1, E2, E3）が複合体をつくり、５種類の補酵素が関わる５つの連続し
た反応である。
• 不可逆反応のため、アセチルCoAをピルビン酸に戻すことはできない。
E1: ピルビン酸デヒドロゲナーゼ (EC 1.2.4.1)

ピルビン酸 + リポアミド(E2) = S-アセチルリポアミド(E2) + CO2

E2: ジヒドロリポアミドアセチルトランスフェラーゼ（EC 2.3.1.12)

CoA + S-アセチルリポアミド(E2) = アセチルCoA + ジヒドロリポアミド(E2)

E3: ジヒドロリポアミドデヒドロゲナーゼ（EC 1.8.1.4)

ジヒドロリポアミド(E2) + NAD+ = リポアミド(E2) + NADH　

• E3は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複合
体、グリシン開裂酵素系など、同様のαケト酸の酸化的脱炭酸反応に同じ酵素が用い
られている。

ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体の正味の反応

ピルビン酸 + CoA-SH + NAD+ ---> アセチルCoA + CO2 + NADH

ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体の四次構造
三種類の酵素が会合し、巨大な複合体を形成する。

• 8分子のE2三量体が正六面体の頂点に並び、6個のE3二量体が各面
に配置され、各辺にE1二量体が存在する。
• 複合体をつくることで、基質が拡散しないので反応速度が高まる。
一連の酵素間で中間体が直接渡されるので、副反応が最小となる。
触媒される反応全体が一括して調節できる。といった利点がある。

PDH複合体の反応機構と関与する補酵素

チアミンピロリン酸（TPP）
ビタミンB1（チアミン）がリン酸化された補酵素型でE1に結合している。

• チアゾールの窒素がプラス、炭素がマイナス電荷を帯びイリドとなる。
• カルボニルを持つ基質（アルデヒドやケトン）にチアゾ
リウム環が求核付加して反応に関与する。
• 2-オキソ酸のケト基に結合し、カルボキシ基を二酸化炭
素として遊離させる。

（TPPを補酵素とする反応の例：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、トランスケトラーゼ、ピルビン酸デカルボキシラーゼ（酵母））

リポアミド
リポ酸がE2のリシン残基のε-アミノ基とアミド
結合を形成し長いフレキシブルなアームで、E1
とE3の活性中心の間をスイングする。

• E1の基質としてヒドロキシエチル化を介して
アセチル化を受ける。E2のアシル基転移反応のの
ち、E3により酸化される。
• S-S結合が酸化／還元を受ける。亜ヒ酸によ
る阻害の作用点となる。

補酵素A（CoA)
システインに由来するチオール基をもち、アシ
ル基転移反応の際にアシル基とチオエステル結
合して担体となる。

• E2の基質としてアセチル基の転移を受ける。
フラビンアデニンジヌクレオチド（FAD）
リボフラビン（ビタミンB2）に由来する。酵素とは強固な
非共有結合を形成している場合が多い。さまざまな反応経
路で酸化還元反応の補酵素として重要な役割をになう。

• E3に結合し、E2のジヒドロリポアミドを酸化し還元型
FADH2となる。

ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド（NAD+）
生体の酸化還元酵素で各種基質の酸化によりエネルギー
を獲得する反応の酸化剤に用いられる。

• PDH複合体ではE3の基質としてFADH2を酸化する反
応に用いられる。
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補酵素 存在 機能 ビタミン
チアミンピロリン酸 (TPP) E1に結合ピルビン酸の脱炭酸 B1
リポアミド E2に結合アセチル基転移 リポ酸
補酵素A (CoA-SH) E2の基質アセチル基を受容する パントテン酸
フラビンアデニンジヌクレオチド(FAD) E3に結合ジヒドロリポアミドを酸化する B2
ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド（NAD+）E3の基質 FADH2を酸化する ナイアシン

HS

HS

R

As
OH

OH
O

S

S

R

AsO＋



クエン酸回路の反応
クエン酸回路は、アセチルCoAを酸化する8段階の反応で、アセチル基をオキサロ酢酸
に転移し、2分子の二酸化炭素に変換してオキサロ酢酸が再生し回路となる。七段階が
ミトコンドリアマトリックスに、一段階はミトコンドリア内膜に局在する。

• オキサロ酢酸がアセチルCoAの分解に触媒的に働く反応と見なすことができる。
• 一回転に四段階の酸化還元反応で２モルの二酸化炭素が遊離し、４モルの還元型補酵
素を生じる。加えて基質レベルのリン酸化反応で１モルのGTPを生じる。
• さまざまな同化反応の基質を供給する役割も担う。
• 回路の活性を実質的に調節するのは、アセチルCoAの供給量である。
1. クエン酸シンターゼ
アセチルCoAから遊離した酢酸（C2）とオキサロ酢酸（C4）の縮合反応で、クエン酸
（C6）が生じCoAが遊離する。不可逆反応。EC 2.3.3.1

クエン酸はトリカルボン酸である。（TCA回路の名前の由来）

• チオエステル結合の加水分解を伴うアセチル基の転移反応である。

2. アコニターゼの反応
クエン酸分子内で水酸基が移され、イソクエン酸を生じる。可逆的な反応。EC4.2.1.3

• 全反応は異性化だが、脱水と水和の組み合わせで反応が進み、EC4群に分類される。
脱水反応（前半）はフルオロ酢酸（殺鼠剤）で阻害される。
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E1（ピルビン酸デヒドロゲナーゼ）の反応
1a：TPPイリドによる2-オキソ酸のカルボニルへの求核的付加反応
1b：付加体から脱炭酸反応によりヒドロキシエチルTPPが生じる
1c：エナミン二重結合がリポアミドの硫黄原子を攻撃し、続くSN2様の機構により二つ目の硫
黄原子が置換反応を起こし、ヘミチオアセタールを形成する。
1d：ヘミアセタールからTPPが脱離する。

E2（ジヒドロリポアミドS-アセチルトランスフェラーゼ）の反応
2a, 2b：E2による求核アシル基置換反応。

E3：ジヒドロリポアミドデヒドロゲナーゼの反応
3：ジヒドロリポアミドの酸化によるリポアミドの再生。E3のFADにより酸化され、生じた
FADH2はNAD+により酸化される。



アコニターゼによる翻訳調節
• アコニターゼは「鉄＝硫黄クラスター」
をもち、mRNAの鉄応答配列に結合して
トランスフェリン受容体とフェリチンタ
ンパク質の翻訳調節に関与することが知
られている。（生物化学２参照）

3. イソクエン酸デヒドロゲナーゼ
C6のイソクエン酸を酸化的脱炭酸反応により、C5の2-オキソグルタル酸（代謝上極め
て重要）に変換する。NAD+を補酵素とする不可逆な過程。 EC1.1.1.41

• 反応にMn2+又はMg2+が必須である。
4. 2-オキソグルタル酸デヒドロゲナーゼ複合体の反応
2-オキソグルタル酸（C5の2-オキソ酸）を酸化的脱炭酸ののちにCoAに転移し、スク
シニルCoA（C4チオエステル）を生じる。NAD+を補酵素とする。生理的に不可逆。

• ピルビン酸デヒドロゲナーゼ（PDH）複合体と同じ反応機構で2-オキソグルタル酸
の1位カルボキシ基を外し、C4ユニットをCoAに転移して高エネルギーのチオエステ
ル結合をもつスクシニルCoAを生じる。
• PDH同様、E1, E2, E3が巨大な複合体を形成する。E1はビタミンB1依存性、E2はリ
ポアミドを含み、E3はPDHと同じタンパク質を共有している。
• 2-オキソグルタル酸デヒドロゲナーゼ（E1）: EC1.2.4.2
• ジヒドロリポアミドスクシニルトランスフェラーゼ（E2）：EC2.3.1.61
• ジヒドロリポアミドデヒドロゲナーゼ（E3）： EC 1.8.1.4 （PDHのE3と共通）

5. スクシニルCoAシンテターゼの反応
高エネルギー化合物のスクシニルCoAから、基質レ
ベルのリン酸化反応でGTPが１モル生成する。EC 
6.2.1.4

• 逆反応は、コハク酸（C4のジカルボン酸）にGTP
の高エネルギーリン酸結合の解離と共役させて
CoAを結合させるリガーゼ反応と見ることができ
る。可逆的な過程。
• GTPはヌクレオシド二リン酸キナーゼの反応で
ATPに変換される。

GTP  +  ADP  <--->  GDP  +  ATP　　 
　　　(ΔGO’= 0)：ヌクレオシド二リン酸キナーゼ

6. コハク酸デヒドロゲナーゼの反応
TCA回路のうち唯一ミトコンドリア内膜に結合し
FADを補欠分子族としてもつ。コハク酸をフマル酸に
酸化する。可逆的な過程。 EC 1.3.5.1

• 電子伝達系複合体IIの成分となっている。
• マロン酸は競合的な阻害剤である。
• C4の不飽和ジカルボン酸のうち、トランス配置の
ものをフマル酸、シス配置はマレイン酸という。

7. フマル酸ヒドラターゼの反応
フマル酸の二重結合を水和し、リンゴ酸に変換する。
可逆的な過程。EC 4.2.1.2

8. リンゴ酸デヒドロゲナーゼの反応
NAD+を補酵素としてリンゴ酸が酸化され、NADHとオキサロ酢酸が生ずる。 可逆的な
過程。EC 1.1.1.37

• 大きな吸エルゴン反応（∆GO’=+29.7kJ/mol）だが、クエン酸シンターゼの大きな負
の自由エネルギー（∆GO’=-31.5kJ/mol）に引っ張られて回路はスムーズに回る。
• 細胞質型のアイソザイムがある。
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クエン酸回路の酵素（まとめ）

酵素 補酵素 補欠分子属 反応 ∆G0’ 
(kJ/mol)

∆Gp 
(kJ/mol)

1 クエン酸シンターゼ CoA 縮合 -31.4 << 0
2 アコニターゼ FeS 脱水・水和 +6.3 ~0

3 イソクエン酸デヒドロゲナーゼ NAD+ 酸化的脱炭
酸 -8.4 << 0

4 2-オキソグルタル酸デヒドロゲナーゼ NAD+, CoA TPP, FADリポアミド
酸化的脱炭
酸 -30.1 <<0

5 スクシニルCoAシンテターゼ CoA, GDP 基質レベル
のリン酸化 -3.3 ~0

6 コハク酸デヒドロゲナーゼ FAD, FeS 酸化 0 ~0
7 フマル酸ヒドラターゼ 水和 -3.8 ~0
8 リンゴ酸デヒドロゲナーゼ NAD+ 酸化 +29.7 ~0

クエン酸回路の収支
PDHの反応：
ピルビン酸の酸化的脱炭酸により、アセチ
ル基とNADH、二酸化炭素を一分子ずつ生
ずる。（クエン酸回路の基質の供給）

クエン酸回路：
一回りでアセチル基が酸化され、２分子の二酸化炭素と4電子対（3NADH、FADH2）
を生じ、基質レベルのリン酸化で１分子のGTPを産生する。

クエン酸回路の調節
クエン酸回路の調節は、主にPDH複合体による基質（アセチルCoA）の供給量により調
節される。

PDH複合体の調節
ATP、アセチルCoA、NADHが調節因子。リン酸化・脱リン酸化による共有結合性修飾
による調節とアロステリック調節で、生体のエネルギー需要に柔軟に対応する。

• ATPが不足している場合はクエン酸回路に基質を供給し、クエン酸回路を回す。
• 酸素供給が不足してNADH濃度が上昇するとクエン酸回路は廻らなくなり、基質のア
セチルCoAが余剰となる。
• アセチルCoA濃度上昇は、PDH活性を低下させる。
共有結合性調節：PDHキナーゼはNADH, アセチルCoA、ATPにより促進的に調節さ
れ、リン酸化はPDHを不活性型（PDH-b）に変換する。PDHホスファターゼはCa2+, 
Mg2+により活性化され、PDHを脱リン酸化し活性型（PDH-a）に変換する。

アロステリック調節：活性型PDHはATP, NADH, アセチルCoAを負のアロステリック
因子として抑制的な調節を受ける。

クエン酸回路そのものの調節
クエン酸回路そのものの調節は糖質代謝全体からみると
二次的である。

• 脳や心筋ではクエン酸回路は常時動いている。一方、
肝臓では，同化反応の材料を提供する役割が大きく、
クエン酸回路を部分的に利用している。
• 不可逆な反応（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）が調節点である。

クエン酸回路と同化反応
クエン酸回路の中間体は生体分子の合成反応（同化）の材料として重要である。
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4. 電子伝達系
物理化学的背景
解糖とクエン酸回路を経てグルコース１分子から基質レベルのリン酸化により合成され
たATPは、４分子相当のみである。（解糖系で2ATP、クエン酸回路で2GTP）

電子伝達系は、解糖からクエン酸回路に至る酸化還元反応によって生じたNADHと
FADH2を酸素で酸化し、自由エネルギーを利用可能な形で取り出す過程である。

取り出されたエネルギーは、酸化的リン酸化によりATPに変換される。

酸化還元電位と自由エネルギー
酸化と還元は同時におこり、反応に伴なう電子の流れは生物学的な仕事をする。

Aoxn+ + Bred <----> Ared + Boxn+

右向きの反応は、Ａがn個の電子をＢから受け取り、還元される（従って、Bは酸化され
る）。このときの平衡定数をK’eqとすると、

半反応に分けて考えると、

Aoxn+ + ne- <---> Ared
Bred <---> Boxn+ + ne-

各々の半電池の還元電位を標準水素電極に対する標準還元電位として定義すると、電子
を受け取る力が強いものは大きな正の標準還元電位をもつ。

自由エネルギー変化は「圧力ｘ体積」以外の仕事であり、酸化還元反応では電子が移動
することに伴う仕事に等しい。 

酸化還元反応の自由エネルギー変化（∆G）と酸化還元電位の関係はネルンストの式で表
すことができる。

　

但し、∆Eo’ は生化学的標準電極電位、nは移動する電子の数、Fはファラデーの定数
（96.485 kJ•V-1mol-1）。（生化学における標準状態はpH7.0、 純水の濃度55.5Mを
活量１とする）

標準酸化還元電位と自由エネルギー
NADHを酸素分子で酸化する反応の∆GO’を、半反応の標準還元電位(EO’)から計算する。

電子伝達系の概要
クエン酸回路で還元型補酵素
（NADH、FADH2）として補足された
電子は、ミトコンドリア内膜に埋まっ
た一連のタンパク質複合体（複合体 I～
IV）に渡され、電子の最終受容体であ
る酸素（O2）を還元して H2Oを生ず
る。この一連の酵素に低分子量の脂質
であるユビキノン（CoQ）ヘムをもつ
電子伝達タンパク質であるシトクロム
Cを加えて電子伝達系（または、呼吸
鎖）と呼ぶ。

• 電子はNADHまたはFADH2から、標
準還元電位が低い方から高い方に順
に受け渡しされる。
• 電子が流れると電子伝達系複合体
Ｉ、III、IVのプロトンポンプがプロトンをマトリクスから膜間腔に運ぶ。電子伝達に
伴う自由エネルギーがミトコンドリア内膜を隔てたプロトンの濃度勾配に変換され
る。１モルのNADHの酸化により10個、FADH2の酸化により６個のプロトンが運ば
れる。
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主な半反応の標準酸化還元電位主な半反応の標準酸化還元電位
半反応 EO’ (V)

1/2O2 + 2H+ + 2e- <---> H2O 0.815

FAD + 2H+ + 2e- <---> FADH2 ~0

Fe3+(シトクロムC) + e- <---> Fe2+ 0.235
ユビキノン+ 2H+ + 2e- <---> ユビキノール 0.045
フマル酸2- + 2H+ +2e- <---> コハク酸2- 0.031

NAD+ + H+ + 2e- <---> NADH -0.315

NADP+ + H+ +2e- <---> NADPH -0.32

•NADH ＋ H+ + 1/2O2 ---> H2O ＋ NAD+    

•1/2O2＋2H+＋2e-   --->  H2O   
• EO’= +0.815V  (1)

•NAD+ ＋ H+ ＋ 2e-  -->  NADH
• EO’= -0.315V  (2)

• EO’= +1.13V   (3)
• ∆GO’= －nF∆EO’ = －2×96. 5×1.13= －218 (kJ/mol)



電子伝達系複合体の構成成分の一覧

複合体・名称 プロト
ン移動 阻害物質 補欠分子族 反応

複合体Ｉ
NADH-ユビキノン
レダクターゼ

4
アミタール
ロテノン
カプサイシン

FMN, 
7Fe-S

複合体II
コハク酸-ユビキノン
レダクターゼ

0 マロン酸
FAD
cytb560
3Fe-S

複合体III
ユビキノール-シトクロムC
レダクターゼ

4 アンチマイシ
ンＡ

cytBH
cytbL
cytc1, 
Fe-S

複合体IV
シトクロムcオキシダーゼ 2

シアン
一酸化炭素
アジ化化合物

cyta
cyta3
CuA, 
CuB

複合体が電子を運搬するしくみ
ヘム
シトクロムの成分。ポルフィリン環に配位するヘム鉄の酸化還元によ
り電子を受け渡しする。（Fe2+ <==> Fe3+)

ユビキノン（補酵素Q)
ベンゾキノン誘導体にイソプレン単位が10単位重合する脂溶性低分子
化合物。（CoQ10）キノンのケト基の酸化還元により電子を伝える。

鉄硫黄クラスター
2Fe2S型と B) 4Fe4S型がある。どちらもクラスタ単位で一つ
の電子を運ぶ。A)は１価と2価、B)は2価と３価の状態を取りう
る。

シトクロムとシトクロムC
シトクロム：ヘムをもち、ヘム鉄の酸化還
元により電子を伝達するタンパク質。

シトクロムＣ：ミトコンドリアの膜間腔に
存在し、内膜の外表面にゆるく結合し
て複合体ⅢとⅣの間で電子を運搬する
低分子量のヘムタンパク質。

• アポトーシスの際にはミトコンド
リア膜の透過性が増加し細胞質へ
シトクロムCが放出されカスパーゼ
が活性化されてアポトーシスの誘
因となる。

NADHの酸化
複合体ＩがNADHから電子を受け取る。補酵素は酸化されNAD+となる。複合体Ｉは、
CoQに電子を渡し酸化型に戻る。

複合体IIIがCoQを酸化し、受け取った
電子をシトクロムＣに渡し、酸化型に
戻る。

シトクロムCは複合体IVに電子を渡して
酸化型に戻る。複合体Ⅳは酸素に直接
電子を渡し、水を生ずる。

電子の流れが複合体Ⅰ、Ⅲ、Ⅳのプロト
ンポンプを駆動させ、合計10個分のプ
ロトンがマトリックスから膜間腔に汲み
出される。

FADH2の酸化
複合体Ⅱの成分であるコハク酸デヒド
ロゲナーゼが触媒する反応で、コハク酸
が酸化されフマル酸を生じる際にFAD
が還元されFADH2を生じる。

複合体IIはFADH2から電子を受け取り、CoQを還元する。以下はNADHの酸化と同じ経
路となる。

FADH2からの電子の流れが複合体Ⅲ、Ⅳのプロトンポンプを駆動させ、合計６個分のプ
ロトンが膜間腔に汲み出される。複合体IIはプロトンポンプの作用がない。

細胞質NADHの輸送
解糖系の反応で細胞質に生じたNADHをミトコンドリアマトリックスに運び込み、電子
伝達系で酸化する方法は、ふた通りあり臓器により異なる。

リンゴ酸アスパラギン酸シャトル
肝臓、腎臓、心臓では、2-オキソグルタル酸・リンゴ酸交換輸送体により、還元当量と
してマトリックスに入れたリンゴ酸を酸化しNADHとオキサロ酢酸に戻す。

• アミノ基転移反応でアスパラギン酸に変換し、グルタミン酸・アスパラギン酸交換輸
送体でミトコンドリア外に出す。
• 電子伝達系でくみ出されるプロトンは、NADH1分子あたり10個である。
グリセロール3-リン酸シャトル
脳、骨格筋では、NADHの還元当量をグリセロール3-リン酸デヒドロゲナーゼ、フラボ
プロテインデヒドロゲナーゼでグリセロール3-リン酸を経由してFADH2に移してCoQ経
由で電子伝達系に入れる。

• 複合体1をスキップするため、NADH1分子あたりのプロトン数は6個となる。
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コハク酸

フマル酸 FADH2

FAD

CoQ

CoQH2

2cyt c
(Fe3+)

2cyt c
(Fe2+)

2cyt a
( 酸化型 )
2cyt a
( 還元型 )

2cyt a3( 酸化型 )

2cyt a3( 還元型 )
1/2O2

H2O

NADH + H+

NAD+

FMN 還元型
FeS

FMNH2 酸化型
FeS

CoQ

CoQH2

還元型
FeS

酸化型
FeS

CoQ

CoQH2

2cyt c1(Fe3+)

2cyt c1(Fe2+)
2cyt c
(Fe3+)

2cyt c
(Fe2+)



5. 酸化的リン酸化
化学浸透圧説
電子伝達系は還元型補酵素（NADH、FADH2）の酸化反応で遊離する自由エネルギーを
ミトコンドリア内膜を挟んだプロトン（H+）濃度勾配による電位差に変換する。

• プロトン濃度勾配によりプロトンが複合体Ｖのチャンネルを通ってマトリックスに流
れ込む勢いでATP合成酵素が駆動され、ADPとPiからATPを合成する。これが電子伝
達系と酸化的リン酸化の共役の仕組みである。
• ４個のプロトンの移動がATP1分子合成のエネルギ
ーに相当する。

ATPシンターゼ（複合体Ⅴ）
H+輸送ATPシンターゼ、プロトンポンプATPシンター
ゼ、F1FO-ATPアーゼ、H+-transporting two-sector 
ATPaseとも呼ばれる。（水素イオン運搬型のATP加
水分解酵素；EC3群）電子伝達による酸化還元反応の
自由エネルギーをATPの化学エネルギーに変換にさせ
る（酸化的リン酸化）。 

• 主要なふたつの構造成分F1FO(エフワン・エフオー)
よりなる多サブユニット型膜貫通酵素。（分子量約
450kDa）
• FOは８種類のサブユニットよりなる膜貫通タンパク
質で、プロトン輸送のチャンネルを構成する。F1は５種類のサブユニットよりなる膜
面タンパク質で、ATP合成の触媒部位をもつ。
• 水素イオン濃度勾配と膜を挟んだ電位差により水素イオンがFoのaサブユニットから
入り込み、Cサブユニットに結合し、Cサブユニットを回転させてaサブユニットのマ
トリックス側に遊離することで、F1のコンフォーメーションを変化する駆動力が生み
出される。

F1は三つのαβプロトマーよりなる。ｂサブユニットはF1がγサブユニットと一緒に回
転しないように固定する役割をもつ。化学的に同等な三つのαβプロトマーは互いに相
互作用しながら異なるコンフォーメーションを持つ３種類の状態を取る。O（オープ
ン）状態ではリガンドに親和性が低く、触媒活性が無い。Ｌ（ルーズ）状態はリガンド
がゆるく結合し触媒活性は無い。T（タイト）状態はリガンドに親和性が高く触媒活性
がある。
1. ADPとリン酸がＬ部位にゆるく結合する。
2. Ｌ部位がＴ部位に変換され。ATPが合成される。
3. Ｏ部分からATPが遊離する。（次のステップでＴ部位がＯ部位に変換される。）
コンフォーメーションの変換はγサブユニットを介して伝えられるF0サブユニットの駆動力によ
る。L-->T-->O-->の順に循環する。

P/O比
呼吸鎖によって還元される「酸素一原子あたり合成されるATPのモル数」をいう。

ATP合成酵素を回すのに４つの水素イオンが必要。酸素一原子を還元するのに、NADH
では10個、FADH2では６個の水素イオンが汲み出されることから、P/O比はNADHで
2.5、FADH2で1.5となる。

グルコース１モルの完全酸化で好気的に得られるATP産生量
P/O比、および細胞質で生じたNADHをどのように輸送するか定義する必要がある。

P/O比は、NADH：2.5、FADH2：1.5とする。肝臓、腎臓、心臓では、解糖系で生じ
るNADHはリンゴ酸アスパラギン酸シャトルで運ばれるので、P/O比は2.5で計算す
る。脳、骨格筋では解糖系で生ずるNADHはグリセロール3-リン酸シャトルでミトコン
ドリアに入るので、P/O比は1.5で計算する。
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経路 反応 ATPの合成 数

解糖系
グルコースを2ピル
ビン酸に変換

基質レベルのリン酸化 2ATP
解糖系

グルコースを2ピル
ビン酸に変換 リンゴ酸アスパラギン酸シャトル（グリセロール3-リ

ン酸シャトルで輸送されたNADHの酸化的リン酸化
5ATP
(3ATP)

PDH
2ピルビン酸を2ア
セチルCoAに変換

2NADHの酸化的リン酸化 5ATP

クエン酸
回路

2アセチルCoAの
酸化的分解

基質レベルのリン酸化により生じる2GTPに由来 2ATPクエン酸
回路

2アセチルCoAの
酸化的分解 6NADHと2FADH2の酸化的リン酸化 18ATP

合計 基質レベルのリン酸化で4ATP、酸化的リン酸化で28ATP（26ATP）基質レベルのリン酸化で4ATP、酸化的リン酸化で28ATP（26ATP）
32ATP

（30ATP）



6. ATP合成の阻害
電子伝達系、酸化的リン酸化、あるいは基質レベルのリン酸化を妨げる物質はATP産生
阻害物質と見なすことが出来る。

電子伝達系の阻害
酸化還元反応の阻害物質、および酸素欠乏によって阻害される。

• 複合体Ⅰの活性阻害：ロテノン、アミタール
• 複合体Ⅲの活性阻害：アンチマイシンＡ、
• 複合体Ⅳの活性阻害：シアン化物イオン、アジ化物イオン、一酸化炭素、硫化水素
• 複合体Ⅱの阻害：マロン酸

脱共役剤
ミトコンドリア内膜の水素イオン透過性を高めると、電子伝達系（呼吸鎖）と酸化的リ
ン酸化の共役がはずれ（脱共役）
ATP合成が阻害される。

• 脱共役剤としてジニトロフェノー
ル、CCCPなどが知られている。

褐色脂肪組織（Brown adipose tis-
sue; BAT）と脱共役タンパク質
（Uncoupling protein; UCP)
ほ乳類の肩甲骨間や、腹腔内に存在
する褐色脂肪組織は、蓄積した脂肪
をエネルギー源に熱産生すること
で、体温維持に重要な役割を果た
す。

• 褐色脂肪組織の脂肪細胞は白色脂
肪に比べて多数のミトコンドリア
を含み、赤褐色をしている。
• BATのミトコンドリア内膜に脱共
役タンパク質（UCP）が発現して
いる。Thermogeninとも呼ばれ
る。UCPはグアニンヌクレオチ
ド結合部位をもつ６回膜貫通型の
プロトン輸送タンパク質で、電子
伝達により生じたプロトン濃度勾配を解消し、膜電位差を熱エネルギーに変換する。

Carbonyl cyanide m-chlorophenyl hydrazone
水素イオンに特異的なイオノフォア。（イオノフォアとは特定のイオンの膜通過性を増
加させる脂溶性分子。）脱共役を促進し、ATP合成は低下する。電子伝達系は亢進する
ので酸素消費が増加し、熱産生が起きる。

バリノマイシン、グラミシジンAなどもイオノフォアとして脱共役作用をもつ。

酸化的リン酸化の阻害
複合体Ⅴ（ATPシンターゼ）阻害剤：オリゴマイシンＢはFOのプロトン輸送を阻害する
ことで酸化的リン酸化によるATP合成を阻害する。

ミトコンドリア内膜の輸送体の阻害
ATP・ADP交換輸送体はミトコンドリア内膜に存在し、酸化的リン酸化により産生され
たATPをミトコンドリアの外に出し、ADPを細胞質からマトリックスに交換輸送する。
ミトコンドリア内膜の膜タンパク質もっとも多量に存在する。アトラクチル酸、ボンク
レキン酸により阻害される。

基質レベルのリン酸化阻害
ホスホグリセリン酸キナーゼはヒ素化合物により阻害される。ピルビン酸キナーゼは高
濃度のATP、アラニンによりアロステリックな阻害を受ける。スクシニルCoAシンター
ゼはジクロロ酢酸によって阻害される。
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