
1. 基本構造（復習）
アミノ基とカルボキシル基をもつ化合物をアミノ酸という。カルボキシル基が結合す
る炭素をα炭素という。炭
素、水素、酸素、窒素に加
え、硫黄を含むものがある

生体内のアミノ酸
遺伝子に20種類がコードされ
タンパク質に含まれている。
タンパク質はαアミノ酸で構
成される。

グリシン以外は立体異性体を
もち、L-アミノ酸のみがタン
パク質合成に利用される。

生物化学３（10月24日、10月28日）

アミノ酸代謝
2. アミノ酸代謝の概要
消化と吸収
体重の約15%（10Kg程度）を占めるタンパク質から、1日あたり250gのタンパク質が
分解され、アミノ酸として利用されている。うち200gはタンパク質の合成に再度用いら
れ、50gは異化される。（条件により異なる）

• 異化された分を補うため、60gのタンパク質を摂取する必要がある。
• プロテアーゼ、ペプチダーゼによる消化を経て小腸粘膜上皮より吸収され、門脈経由
で肝臓に運ばれる。

複雑な代謝経路
• 生体内に生合成経路があるが、十分量を合成出来ないアミノ酸は食事として摂取する
必要がある。（必須アミノ酸）
• 飢餓時には、アミノ酸の炭素骨格部分が異化されエネルギー源として消費される。

アミノ酸の利用
タンパク質合成
そのまま、または他のアミノ酸に転換して、タンパク質の生合成に用いられる。

生理活性物質などの合成材料として利用
生理活性アミン（カテコールアミン、セロトニンなど）、ホルモン（チロキシン）、グ
ルタチオンなどの生合成に用いられる。（後述）

エネルギー源として糖代謝経路に入る
飢餓時に、アミノ基転移反応を経て炭素骨格が異化される。糖原性アミノ酸は糖新生経
路で血糖になり、ケト原性アミノ酸はクエン酸回路で酸化される。遊離したアンモニア
は肝臓の尿素回路で尿素に変換される。（後述）

他の窒素化合物の原料
プリン・ピリミジン塩基、スフィンゴ脂質、ホスホクレアチン、ポルフィリン、一酸化
窒素などの合成材料として利用される。

3. タンパク質の分解
消化酵素
食物中のタンパク質は、消化管に分泌される消化液中に含まれる様々な特異性をもつタ
ンパク質消化酵素（プロテアーゼ）や小腸粘膜上皮のペプチダーゼが分解する。（「異
化と同化」参照）

リソソーム
エンドサイト-シスで取り込んだタンパク質は、多数のリソソーム酵素（至適pH５付近
のプロテアーゼ）が分解する。
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ユビキチン化とプロテアソーム
細胞内で不要になったタンパク質を選別し、プロテア
ソームで分解するしくみが存在する。

ユビキチン（Ub）
真核生物のタンパク質で進化上最も良く保存された76
個のアミノ酸よりなる小さなタンパク質で不要タンパ
ク質にタグを付ける（ユビキチン化）に用いられる。

ユビキチン化
タンパク質の翻訳後修飾の1つ。不要タンパク質のリシ
ン残基側鎖ににユビキチンをイソペプチド結合させ、
プロテアソームによる分解の目印とする。

三つのタンパク質が関与し、E1（ユビキチン活性化酵
素）とE2（ユビキチン結合酵素）がATPを消費してユ
ビキチンを活性化し、E3（ユビキチンタンパク質リガ
ーゼ）が不要タンパク質にユビキチンを結合させる。

多くの生物はE1を一種類のみもち、ほ乳類では20種類以上のE2、さらに多数のE3をも
つ。ヒトゲノム中に600種類以上のE3遺伝子が見つかっている。

タンパク質に結合したユビキチンのリシン残基にさらにユビキチンが結合し、４分子以
上がポリユビキチン化され連なると、プロテアソームで分解を受ける。

プロテアソームとユビキチン化タンパクの分解
ユビキチン化タンパク質をATP依存性に分解する巨大なタンパク質複合体。全体を26S
プロテアソームといい、活性中心をもつ20Sプロテアソームの両側に19Sキャップがそ
れぞれ結合した構造をしている。

ユビキチン化されたタンパク質は26Sプロテアソーム複合体でATP分解のエネルギーで
立体構造が解きほぐされ、8-12アミノ酸残基のポリペプチド鎖に分解される。

4. アミノ酸の異化
概要
アミノ基転移反応でア
ミノ酸からアミノ基を
外し、炭素骨格部分
（2-オキソ酸）を糖代
謝経路に導びく。2-オ
キソグルタル酸がアミ
ノ基を引き受けてグル
タミン酸となる。さら
に、グルタミンシンテ
ターゼの反応で遊離の
アンモニアを結合させ
てグルタミンとして窒素
を肝臓に運び、グルタミナーゼ、グルタミン酸デヒドロゲナーゼの反応で、尿素回路に
アンモニアを渡す。アミノ基由来の窒素（アンモニア）を安全な形（尿素）で輸送し、
体外に排泄する。

アミノ酸代謝酵素の先天的欠損は、蓄積する中間代謝産物が脳神経系の発達に悪影響を
及ぼすため、新生児の代謝異常スクリーニングによる早期診断がおこなわれる。

アミノ基転移反応
アミノトランスフェラーゼ（トランスアミナーゼ）が触媒する反応で、アミノ酸のアミ
ノ基を2-オキソグルタル酸に移し、グルタミン酸と新たな2-オキソ酸を生ずる。補酵素
としてビタミンB6（ピリドキサルリン酸、PLP）が必須である。この反応で生じるグル
タミン酸はアミノ酸代謝の中心的な中間代謝産物で、多くの組織でもっとも高濃度に存
在するアミノ酸である。
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グルタミン酸の酸化的脱アミノ反応
グルタミン酸デヒドロゲナーゼ（EC=1.4.1.3）は、NAD+、NADP+のどちらでも補酵
素にできる珍しい酸化還元酵素である。ミトコンドリアに局在し、グルタミン酸から酸
化的にアミノ基を外して2-オキソグルタル酸を生ずる。ADP、NAD+は促進、GTPと
NADHは抑制因子である。

エネルギー需要に応えて2-オキソグルタル酸をクエン酸回路の基質として供給する。

グルタミンと窒素の輸送
末梢組織でアミノ酸の異化により遊離したアンモニアは、グルタミンシンテターゼ
（EC=6.3.1.2）によりグルタミン酸に結合してグルタミンとなり、血流を介して肝臓に
運ばれ、グルタミナーゼ、グルタミン酸デヒドロゲナーゼにより２分子のアンモニアと
2-オキソグルタル酸を生じる。

グルタミンは末梢で生じたアンモニアを肝臓に運ぶ運搬体として重要である。

尿素回路
アミノ酸代謝の過程で生じるアンモニアは有毒であるため、肝臓の尿素回路で無害な尿
素に変換され、排泄される。

尿素回路はオルニチン回路とも呼ばれ、肝細胞のミトコンドリアと細胞質にまたがる５
つの酵素で構成される。カルバモイルリン酸シンテターゼ（シンターゼ）、オルニチン
カルバモイルトランスフェラーゼのふたつはミトコンドリアマトリックスに局在する。
また、内膜にはアンモニア、オルニチンとシトルリンに特異的な輸送系がある。

尿素の窒素原子の一方はカルバモイルリン酸に由来し、他方はアスパラギン酸のアミノ
基に由来する。炭素原子は炭酸イオン由来である。

代謝上の位置
アミノ酸の異化が亢進した際に生ずるアンモニアと、アスパラギン酸のアミノ基をを尿
素に変換する。生ずるフマル酸は糖新生に用いられる。アンモニアは主にグルタミン酸
デヒドロゲナーゼ、グルタミナーゼの反応により生ずる。

全反応：

NH3 + H2O + CO2 +アスパラギン酸 +3ATP   
　　　　　　　　　　　　　　　　--->  尿酸 + フマル酸 + 2ADP +2Pi + AMP + PPi
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尿素回路の調節
回路の基質を供給するカルバモ
イルリン酸シンテターゼＩ
（CPS I）が律速である。

N-アセチルグルタミン酸は、ア
ロステリック活性化因子として
CPS-1の活性に必須である。ア
ミノ酸の異化亢進に伴いグルタ
ミン酸濃度の増加することによ
り活性化されるN-アセチルグルタミン酸シンターゼの反応により生じる。

アミノ酸異化の概要
糖原性アミノ酸
クエン酸回路中間体、またはピルビン酸に
変換され、糖新生の材料になる。

ケト原性アミノ酸
アセチルCoA、アセト酢酸に変換される。

• 純粋なケト原性アミノ酸：LeuとLys
• 糖原性を持つケト原性アミノ酸：Tyr, 
Phe, Ile, Trp, Thr

アミノ酸異化経路
ピルビン酸を生じるもの（Ala, Gly, Ser, Cys, Thr, Trp）
アラニンはアミノ基転移反応（PLP依存）によりピルビン酸に変換される。

セリンは、脱水により生じたエナミンの加水分解によりアンモニアが遊離し、ピルビン酸を生じ
る。（セリンデヒドラターゼ；EC-4.3.1.7）または、ホルムアルデヒドを遊離し、グリシンに変
換される（セリンヒドロキシメチルトランスフェラーゼ；EC-2.1.2.1, THFを基質、PLPを補酵
素とし、セリンとグリシンを相互に変換する；生物化学２参照）

グリシンは上述のとおりセリンに変換可能だが、一般にはグリシン開裂系によりPLPを補酵素と
する反応で脱炭酸され、アンモニアを遊離したのちリポ酸経由でTHFにメチレン基として渡され
5,10メチレンTHFを生じる。

システインはジオキシゲナーゼ（EC-1.13.11.20）でスルフィン酸に酸化され、Ⅱ-オキソグル
タル酸とのアミノ基転移ののち、二酸化硫黄が遊離してピルビン酸を生じる経路が一般的。

トレオニンはデヒドロゲナーゼにより2-アミノ3-オキソ酪酸を経由してグリシンとアセチルCoA
に変換されるか、PLP依存性の反応でアセトアルデヒドを遊離してグリシンを生じるため、糖原
性、ケト原性を併せ持つ。

オキサロ酢酸を生ずるもの（Asn, Asp）
• アスパラギンは加水分解（アスパラギナーゼ; EC-3.5.1.1）によりアンモニアを遊離
しアスパラギン酸に変換され、2-オキソグルタル酸とのアミノ基転移反応（アスパラ
ギン酸アミノトランスフェラーゼ; EC-2.6.1.1）によりオキサロ酢酸に変換される。
または、尿素回路の基質としてフマル酸に変換され、クエン酸回路に入る。

2-オキソグルタル酸を生ずるもの（Gln, Glu, Arg, Pro, His）
• グルタミンは、加水分解（グルタミナーゼ: EC-3.5.1.2）でアンモニアを遊離しグル
タミン酸に変換され、酸化的脱アミノ反応（グルタミン酸デヒドロゲナーゼ; 前述）
またはアミノ基転移反応（EC-2.6.1.x)により2-オキソグルタル酸に変換される。
• アルギニンは、加水分解（アルギナーゼ; 前述）で尿素を遊離しオルニチンを生じ、
側鎖のアミノ基がアミノ基転移反応（オルニチンアミノトランスフェラーゼ; 
EC-2.6.113）でグルタミン酸5-セミアルデヒドを生じ、デヒドロゲナーゼで酸化さ
れてグルタミン酸に変換される。
• ヒスチジンは、アンモニアを遊離し（ヒスチジンアンモニアリアーゼ; EC-4.3.1.3）
でウロカイニン酸を生じ、ホルムイミノグルタミン酸を経由し、THFにホルムイミノ
基を転移し（ホルムイミノトランスフェラーゼ; EC-2.1.2.5）グルタミン酸に変換さ
れる。
• プロリンは、酸化ののち加水分解で開環され、グルタミン酸5-セミアルデヒドを生じ
る。（アルギニンと同じ経路に入る）
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クエン酸回路

Arg
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Ile
Met
Val
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Lys
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Tyr
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2-オキソグルタル酸

スクシニルCoA
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ピルビン酸
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アスパラギン酸
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糖新生
グルコース
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アスパラギン酸
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アスパラギナーゼ
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H2O

Gln, ATP, H2O

Glu, AMP, PPi
アスパラギンシンテターゼ

Gln

Glu



分枝鎖アミノ酸の代謝経路は途中まで共通
分枝鎖アミノ酸は、共通の酵素によるアミノ基転移反応（分枝鎖アミノ酸トランスアミ
ナーゼ: EC-2.6.1.42）で生じた分枝2-オキソ酸が酸化的脱炭酸（分枝鎖アミノ酸デヒ
ドロゲナーゼ: EC-1.2.4.4）で分枝アシルCoAとなる。

イソロイシンとバリンはプロピオニルCoA経由でスクシニルCoAに変換される。ロイシ
ンはアセチルCoAとアセト酢酸を生じる。（糖原性なし。完全ケト原性アミノ酸）

メチオニンは異化されスクシニルCoAを生じる
メチオニンはS-アデノシルメチオニン（SAM）を経由してホモシステインとなり、ビタ
ミンB12依存性の反応で5-メチルテトラヒドロ葉酸（THF)からメチル基を転移を受け、
メチオニンに再生される（メチオニンシンターゼ; EC-2.1.1.13）か、ホモシステイン
がセリンの縮合を受け（シスタチオニンβシンターゼ; EC-4.2.1.22）シスタチオニン
を経由してプロピオニルCoAに変換され、スクシニルCoAとして糖代謝経路に入る。

メチオニンシンターゼは、ビタミンB12依存性にTHFをを再生する反応として重要で、ビ
タミンB12の欠乏は、メチオニンシンターゼ活性の低下によるTHF欠乏の症状が現れ、
大球性の巨赤芽急性貧血（悪性貧血）の原因となる。

プロピオニルCoAをスクシニルCoAに変換する経路
プロピオニルCoA（メチオニン、バリン、イソロイシンより生じる）は、カルボキシ化（プロピ
オニルCoAカルボキシラーゼ; EC-6.4.1.3）でメチルマロニルCoAを生じ、エピマー化ののち、
ビタミンB12に依存したカルボキシ基の分子内転移（メチルマロニルCoAムターゼ; 
EC-5.4.99.2）の反応でスクシニルCoAに変換され、クエン酸回路に入る。

チミン（ピリミジン塩基）や奇数炭素の脂肪酸の異化も同じ経路で代謝される。
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リシンとトリプトファンの代謝経路は共通
リシンはサッカロピ
ンを中間体として炭
素数６の2-オキソ酸
を経由し、アセト酢
酸に変換される。

トリプトファンはキ
ヌレニンからアラニ
ン（糖原性アミノ
酸）を遊離したのち
に、リシンと共通の
代謝経路でアセト酢
酸に変換される。
（一部糖原性あり）

フェニルアラニンはチロシン経由で異化される
トランスアミナーゼで芳香族2-オキソ酸を生じ、ホモゲンチジン酸を経由してジオキシ
ゲナーゼにより開環した後にフマル酸（クエン酸回路中間体、糖原性化合物）とアセト
酢酸を生じる。

• チロシナーゼによりドーパ経由でメラニン（色素）合成の原料となる経路もある。
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アミノ酸代謝のまとめ

備考
1. アンモニアリアーゼ欠損はヒスチジン血症の原因。

2. SAMは重要なメチル基のキャリア。シスタチオニンβ-シンターゼ（ホモシステイ
ンとセリンの重合）の欠損はホモシスチン尿症の原因。メチオニンシンターゼ（メ
チルTHF依存性）も重要。

3. 分枝鎖アミノ酸はアミノ基転移と酸化的脱炭酸（デヒドロゲナーゼ）が共通の経
路。デヒドロゲナーゼの欠損はメイプルシロップ尿症の原因。

4. モノオキシゲナーゼでチロシンを生じる酵素の欠損はフェニルケトン尿症の原因。
ホモゲンチジン酸ジオキシゲナーゼ欠損はアルカプトン尿症の原因。

5. サッカロピンデヒドロゲナーゼ（ε-アミノ基を外す）の欠損は高リシン血症の原
因。

5. アミノ酸を原料とする合成
ホスホクレアチン合成
骨格筋中に大量に存在
し、クレアチンキナーゼ
によりATPを供給する。

高エネルギーリン酸結合
をホスホクレアチンとし
て保存する。

グルタチオン合成
グルタチオンは体内で最多のチオール化合物。抗酸化物質である。

二段階の反応。グルタミン酸側鎖とシステインが縮合し、次いでグリシンが結合する。

核酸塩基・ヘム
プリン骨格
テトラヒドロ葉酸に加えて、グリシン、
グルタミン、アスパラギン酸が骨格の形
成に寄与している。

ピリミジン塩基
グルタミンを窒素源としてカルバモイル
リン酸を合成し（カルバモイルリン酸
シンテターゼII）アスパラギン酸が縮合
したのちに閉環、酸化してオロト酸が生じる。（生物化学2参照）

ポルフィリンン・ヘム
スクシニルCoAとグリシンから5-アミノレブリン酸合成酵素で5-アミノレブリン酸を生
じる。さらに縮合してポルフォビリノーゲン、ポルフィリン骨格が作られる。（ヘム・
ポルフィリン代謝　参照）

葉酸
プテリジン環とグルタミン酸がp-アミノ
安息香酸でつながっている。核酸やメチ
オニンなどの合成反応で前駆体に一炭素
単位のドナーとして転移反応に関与す
る。
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2-アミノ-4-オキソ-6-メチル
テトラヒドロプテリジン

p-アミノ安息香酸 グルタミン酸

テトラヒドロ葉酸（THF）

sym c 反応 中間体 結果・備考 備考
Ala 3 アミノ基転移 ピルビン酸
Ser 3 デヒドラターゼ ピルビン酸
Cys 3 ジオキシゲナーゼ スルフィン酸 ピルビン酸
Gly 2 グリシン開裂 セリン ピルビン酸

Thr 4 グリシン経由 セリン アセチルCoA
ピルビン酸

Asn 4 アスパラギナーゼ アスパラギン酸 オキサロ酢酸
Asp 4 アミノ基転移 オキサロ酢酸
Arg 6 アルギナーゼ オルニチン 2-オキソグルタル酸
Pro 5 オキシダーゼで開環 2-オキソグルタル酸
His 6 アンモニアリアーゼ ２-オキソグルタル酸 1
Gln 5 グルタミナーゼ グルタミン酸 2-オキソグルタル酸
Glu 5 アミノ基転移 2-オキソグルタル酸

Met 6 シスタチオニンγ-リアーゼ SAM・ホモシステイ
ン・シスタチオニン

スクシニルCoA
Ser --> Cys 2

Val 5 アミノ基転移 イソブチリルCoA スクシニルCoA 3

Ile 6 アミノ基転移 2-メチルブチリルCoA スクシニルCoAアセチルCoA 3

Leu 6 アミノ基転移 イソバレリルCoA アセチルCoA
アセト酢酸 3

Phe 9 水酸化 チロシン フマル酸・アセト酢酸 4
Tyr 9 アミノ基転移 ホモゲンチジン酸 フマル酸・アセト酢酸
Lys 6 アミノ基転移 サッカロピン アセト酢酸 5
Trp 11 Alaとして遊離 キヌレニン ピルビン酸・アセト酢酸



生理活性アミンなど
ピリドキサルリン酸を補酵素とした脱炭酸反応によるもの

一酸化窒素
アルギニンを基質とした一酸化窒素合成酵素に
よるカルシウム依存性、NADPHとテトラヒド
ロビオプテリンを補酵素とする反応。

神経、マクロファージ、血管内皮で一酸化窒素
を合成する。一酸化窒素はグアニル酸シクラー
ゼを活性化し、cGMP（セカンドメッセンジャ
ー）濃度を上昇させる。ホスホジエステラーゼ
により作用は拮抗される

カテコールアミン

6. 先天性アミノ酸代謝異常
アミノ酸代謝経路を触媒する酵素に先天的な異常がある。多くは常染色体劣性遺伝の比
較的希な疾患である。早期に診断し、食餌療法をおこなう。
メープルシロップ尿症：（40万人に１人）
分枝アミノ酸由来の2-オキソ酸デヒドロゲナーゼ欠損。ケト酸蓄積による甘い匂いの尿。ケトア
シドーシス、嘔吐で早期に死亡する（重症型）。知能障害、痙攣（間歇型）。

フェニルケトン尿症：（15万人に１人）
フェニルアラニンヒドロキシラーゼ欠損による。知能障害、けいれん。乳児期には異常なし。色
素欠乏。母親がPKUの場合、胎児を守るために母親に対する治療が必要。

ホモシスチン尿症：（30万人に１人）
シスタチオニンシンターゼ欠損。メチオニン代謝障害。知能障害、水晶体脱臼。Marfan症候群
と似る。新生児マススクリーニングの対象疾患となっている。（以上３つ） 

ヒスチジン血症：（１万人に１人）
ヒスチジンアンモニアリアーゼ欠損。血中ヒスチジン上昇による知能障害。言語障害。１万人に
１人。新生児スクリーニングの対象から外されている。

参考：ガラクトース血症（新生児マススクリーニングがおこなわれる）
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