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1. はじめに 

 ヒトの身体はおよそ６０兆個の細胞で出来ている。組織によっても異なるが、

ヒトの細胞には１個当たり数百個から数千個のミトコンドリアという呼吸のた

めの細胞内小器官がある。ミトコンドリアは、形状も大きさもさまざまなので

１個のミトコンドリアの中にいったい何個の ATP 合成酵素があるかという問い

に答えることは難しい。とにかくたくさんの ATP 合成酵素分子があって、生物

が生きていくのに必要な ATP を合成している。かりにミトコンドリア１個あた

り 1 万個の酵素があるとしたら、ヒトの身体の中では、およそ 1020個、まさし

く天文学的な数の ATP 合成酵素が働いていることになる。どうしてこんなにた

くさんの ATP 合成酵素が必要なのだろう。 

 

2. エネルギーと ATP  

 私たちの生命活動は、基本

的にエネルギーの消費を伴

う。そのエネルギーは、私た

ちが食糧を食べることで得

ている。食糧から得られるエ

ネルギーの流れを、簡単のた

めに糖分子で考えてみよう。

糖は小腸で吸収され、過剰に

摂取すればとりあえず肝臓

にグリコゲンという糖のポリマーの形で蓄積する。エネルギーを必要とする細

胞には糖分子が血流にのって運ばれた後に、解糖系とよばれる複雑な酵素系で

分解されピルビン酸となる。このピルビン酸は、細胞内のミトコンドリアに運

ばれて、クエン酸回路とよばれる酵素系で分解され、最終的には、二酸化炭素

と還元物質である NADH に変換される。この過程では、糖が分解して二酸化炭



素が発生するので、比喩的に「糖を燃焼する」過程ともいう。物質の燃焼によ

って発生する熱エネルギーは、この解糖の過程では直接熱としては発生しない

が、次に説明する電子伝達系と ATP 合成酵素の働きによって化学エネルギーに

変換される。さて、クエン酸回路で生産された NADH がもっている還元力は、

ミトコンドリア内膜に配置されている電子伝達系というタンパク質群に伝達さ

れて、最終的には酸素の還元に用いられ、水が生成する。この電子伝達の過程

で ATP 合成酵素は、ADP とリン酸から ATP を合成する。このように糖の分解

から ATP の合成までを通して眺めると、私たちが呼吸によって吸い込んでいる

酸素は身体の中で水になり、吐き出している二酸化炭素のほうは食事のときに

食べたご飯から発生している、ということがわかる。 

 さて、こうして合成された ATP は高エネルギー化合物とよばれ、その分解に

よってエネルギーを生じることが出来る。この ATP から放出されるエネルギー

を私たちはいろいろな代謝反応や、筋肉の動きのような運動に変換して利用す

るわけである。生物の体内で起こっているエネルギーが必要なさまざまな現象

は ATP の分解によって放出されるエネルギーを利用して行われているので、

ATP は一般に「エネルギーの通貨」とよばれている。 

 ヒトは何もしないで寝ているだけでも、1 日にほぼ自分の体重に相当する量の

ATP を合成しては分解している。そのために、最初に述べたように私たちの身

体の中には、非常にたくさんの ATP 合成酵素が存在しているというわけだ。こ

の ATP 合成酵素は、細菌から高等動植物までほとんどすべての生物が持ってい

て、体内で必要な ATP を生産している。以前は、地球上でもっとも量の多いタ

ンパク質は、光合成を行う植物が持っている炭酸同化反応を担っているタンパ

ク質、リブロース 1,5 二リン酸カルボキシラーゼであると考えられていたが、地

中にもたくさんの細菌が生息していることが次第に明らかになり、現在では、

ほとんどすべての生物の生命活動を支えている ATP 合成酵素こそ地球上でもっ

とも大量に存在するタンパク質であると予想する研究者もいる。 

 

3.  ATP 合成酵素 

 ATP 合成酵素は、細菌でも植物でも動物でも基本的に同じ分子構造をしてお

り、生物進化の過程でも大きくは変わることもなくよく保存されているタンパ

ク質分子である。生命活動を支えているタンパク質分子は、基本的には 20 種類

のアミノ酸のポリマーであり、20 種類のアミノ酸が様々な組み合わせでつなが



図 2 ATP 合成酵素の立体構造 

っているために非常に多様な配列を持っている。 

 例えば 10 個のアミノ酸がつながったポリマーを考えても、可能な組み合わせ

は 2010 通りあるわけで、このようなタンパク質の多様性が生物の多様性を支え

ている。実際のタンパク質は、短いもので 100 個弱、長いものでは 1000 個のア

ミノ酸のポリマーである。しかし、細菌であっても高等動物であっても、同じ

反応を触媒する酵素は基本的に似たようなアミノ酸配列で構成されていて、分

子構造も良く似ていることが判っている。一方で、長い進化の過程で、それぞ

れの酵素のアミノ酸配列が少しずつ変化してきていることも知られている。

ATP 合成酵素の場合、ATP 合成反応に直接関わっている部分のアミノ酸の配列

は、いずれの生物から得た ATP 合成酵素でもよく似ている。しかも、呼吸系と

一緒に働いているミトコンドリアの ATP 合成酵素と光エネルギー変換を行う植

物の光合成器官である葉緑体の ATP 合成酵素がほとんど同じ形状である。ATP

合成酵素の分子の構成がもっとも

単純な大腸菌のものでも、8 種類、

22 個のポリペプチド（ポリペプチ

ドは、1 本のアミノ酸のポリマー）

で構成されている非常に複雑なタ

ンパク質分子であることを考える

と、この巨大分子の基本的な部品

が原核生物から高等動植物までほ

とんど同じというその類似性は驚

くべきことである。おそらく、ATP

合成酵素は、生物の生命維持にもっとも重要な酵素の 1 つであったために、進

化の過程でこの酵素が変化してしまったものは生き残れなかったのだろう。逆

に、現在、私たちが持っている ATP 合成酵素よりもはるかにエネルギー効率の

高い（ようするに性能のよい）ATP 合成酵素を持った生物というのも知られて

いないので、現存する生物がもっている ATP 合成酵素は、この酵素の最適化さ

れた状態と言えるのかもしれない。 

 

4. 回転する分子装置 

 ATP 合成酵素は、上にも述べたように非常に複雑な酵素である。現在では、

X 線結晶構造解析が部分的にではあるが進んできたために、酵素の全体構造に



ついても、図 2 に示したようなおおまかな模式図を描くことが出来るようにな

った。この酵素の上半分は、親水性のタンパク質群でミトコンドリアの内膜や

葉緑体のチラコイド膜など ATP 合成酵素を多く含む膜を適当な試薬で処理する

と容易に膜から引き離すことが出来る。通常は、この部分を F1 複合体という。

F1複合体を構成しているのは、（アルファ）（ベータ）（ガンマ）（デ

ルタ）（イプシロン）とよばれる 5 種類のサブユニットで、その構成比は

である。ATP 合成酵素は、膜に結合している状態では ATP を合成し

ているが、膜から引き離すと逆反応の ATP を分解する反応（ATP 加水分解反応）

だけを触媒する。酵素上で ATP を合成あるいは分解する場所は、サブユニッ

トが持っているので、このサブユニットを触媒サブユニットとよぶ。したがっ

て、この酵素は、反応を触媒する場所（触媒部位）を 1 つの酵素の中に三ヶ所

持っていることになる。アメリカの P. D. Boyer は、この酵素の反応を丁寧に調

べ、この酵素が働くときには、三ヶ所の触媒部位が順序良く、つまり仮に順番

に A 部位,B 部位,C 部位と命名すると、A 部位→B 部位→C 部位→A 部位→B 部

位→C 部位というふうに仕事をしていると予想した 1）。反応が 1 つの酵素の別々

の場所で順番におこるためには、分子の中で何かが拍子を取っている必要があ

るだろう。そこで、Boyer は、分子の中に 1 個しかないサブユニット（）

が酵素分子の中でグルグルと回転していたら好都合かもしれない、と提案した。

しかし、この当時、タンパク質分子の中で回転が起こっているという反応モデ

ルは、ほとんど受け入れられず、誰もが「これは説明のための単なるたとえ話

だろう」くらいに考えていた。何しろ、生物の中で回転するものといえば、細

菌の鞭毛モーター以外には知られていなかった時代である。しかも、細菌の鞭

毛モーターについても、顕微鏡下で鞭毛が回転するのは観察されていたが、回

転の分子機構はよくわかっていなかった。 

 以降 10 年以上、Boyer の回転説はほとんど注目されることがなかったのだが、

ATP 合成酵素の立体構造が明らかになると、事態は一変した。1994 年にイギリ

スの J. E. Walker らは、牛の心臓からとったミトコンドリアの F1複合体の結晶

を作成し、その立体構造を X 線結晶構造解析によって明らかにしたのである（図

2）2）。当時としては、それまでに解析された中で最大のタンパク質複合体の立

体構造であった。驚いたことに、解き明かされた F1複合体の構造は、小さなモ

ーターそのものだった。ちょうどとサブユニット合計 6 個が作るリング構造

の真ん中にサブユニットが突き刺さっている。Walker は、これを「みかんの



図 4 回転実験の模式図 

図 3 吉田研の学生による 

F1回転踊り 

真ん中にバナナを突き刺したような構造」と

表現した。この構造が発表されると、ATP 合

成酵素の研究者たちは、それまでの説を曲げ

て「Boyer は正しいかもしれない」と考える

ようになった。東京工業大学の吉田賢右らも

例外ではなかった。吉田の研究室では、伊豆

の峰温泉の泉源で採集されたBacillus PS3と

いう好熱菌（生育温度が 60 度から 70 度とい

う高温を好む細菌）から取った ATP 合成酵素

を用いて、これまでも数多くの研究成果をあ

げていた。しかし、それらは、いずれも必ず

しも Boyer の回転説を支持するものではなかった。しかし、この酵素の構造は

むしろ回転するようになっている。もし回るとしたら、こんな感じだろうか。

結晶構造から予想される 3 つの触媒サブユニットの構造変化を、まずは役の 3

人と役の 1 人の学生が演じて見せた。この光景を吉田は自らビデオに撮って、

1996 年北海道で開催された生化学会のシンポジウムで上映した。非常に馬鹿馬

鹿しく、しかしインパクトのある映像だった。後に、酵素の回転が実際に示さ

れると、吉田研究室作成の回転踊りの映像も評価されて、現在では有名な教科

書’Molecular Biology of the Cell’の付録 CD にも「長津田盆踊り」と言う名前で

収録されている。 

 さて、酵素が回転しているとした

ら何とかそれを証明してみたい。多

くの研究者が、工夫をこらした生化

学実験や物理学的な測定を試みた。

しかし、本当に回っているのならば、

実際に目で確かめてみたい。吉田研

究室はもっとも単純な発想で、この

問題に挑戦した。酵素 1 分子の大き

さは、約 10nm、つまり 10 万分の 1

ｍｍである。この小さな酵素の真ん中で直径 100 万分の 1ｍｍほどの軸が回転

しているのを何とか観察しようというのだ。ちょうどその頃、筋肉のアクチン・

ミオシンというタンパク質（筋肉の収縮を可能にする二種類の線維タンパク質）



図 5 分子モーターの回転機構は 

ロータリーエンジンと似ている 

を研究している人たちが、蛍光物質でアクチン線維を標識することで、やはり

ナノメーターサイズの分子の動きを通常用いられる蛍光顕微鏡で観察していた。

この実験にヒントを得て、当時、吉田研究室の大学院生だった野地博行は、F1

複合体をガラス表面に固定しておき、回転する軸部分に蛍光物質で標識したア

クチン線維をくっつけて回転を観察する実験を考案した（図 4）。つまり、分子

の動きを標識で拡大しようというわけである。しかし、この実験は、かなり空

想じみたものに思われた。というのは、F1 分子の高さをかりにヒトの背丈とす

れば、そこにつけるアクチン線維の紐は長さ 500ｍ、これをどこにもぶつけずに

くるくる回すことなどできるだろうか。しかし、野地たちは、ものは試しとこ

の実験を行い、先ほどの生化学会大会の直後の 1996 年初冬、見事に F1分子が

働くときに回転する様子をビデオ撮影することに成功した 3）。このときに観察し

たのは、ATP を合成する反応の様子ではなくて、逆反応で ATP を加水分解する

条件で行ったものである。いずれにしても、世界最小の分子モーターの存在が

明らかになった瞬間であった。翌 1997 年、回転説を最初に提唱したアメリカの

Boyer と結晶構造解析によって F1 分子の構造を明らかにしたイギリスの

Walker にはノーベル化学賞が授与された（なんでだろう？）。 

 その後、野地たちが用いた好熱菌の F1 複合体だけでなく、大腸菌由来の F1

でも、そして高等植物の葉緑体由来の F1複合体についても、同じようにアクチ

ン線維を用いる方法で回転す

る分子が観察された。 

 

5. どうして回転するのだろう

か 

 F1 分子が働くときに、軸に

相当するサブユニットが回転

することはこのようにして証

明された。しかし、どうして回

転するのか、という疑問には、

酵素分子の構造が明らかにな

っている今でも、明確な回答が

出ていない。Walker のグループ

は 1994 年以降も、反応途中のいろいろな酵素の状態を作り出して立体構造を解



析し、酵素が反応の過程でどのように形を変えていくのかを調べている。また、

回転観察の実験はさらに精密になり、酵素に基質が結合して化学反応が起こり、

最終的に生成物が酵素から放り出されるという一連の反応過程で、軸部分がど

のように動くかも次第に明らかになってきた。この酵素の動きは、ちょうどノ

ック式ボールペンの軸部分にたとえることができるかもしれない。つまり、サ

ブユニットが基質を結合して化学反応が起こるときに、このサブユニットは縦

方向に縮む。隣のサブユニットは、最初のサブユニットで反応が起こるのを

待って、基質を結合し縦方向に縮む。すると、最初のサブユニットは、生成物

を放り出し、縦方向に逆に伸びて次の反応に備える。このような構造変化の伝

播が 3 つのサブユニットで順番に起こるのに呼応して、中心部分は方向を変え

るのである。したがって、酵素反応が続く限り、中心部分は連続的に同じ方向

にくるくる回るようになる。実際にノック式ボールペンをノックすると、ちょ

うどサブユニットが縮んだ状態、指を離すと伸びた状態になり、ペン先を下か

ら眺めると、クルクルと一定の方向に回転するのが見える。 

 この 3つの触媒部位での反応を連続してしかも時間をたがえて起こすことで、

回転を引き起こす機構と言うのは、ちょうどロータリーエンジンの回転とよく

似ている。ロータリーエンジンも吸気、圧縮、爆発、排気のサイクルがそれぞ

れ異なる位相で 3 つ同時に起こるシステムである（図 5）。もしも、反応面が二

面しかなければ、軸は同じ方向に回転しなくてもよいので連続した回転を起こ

すことはできない。 

  

6. 回転の制御機構とは 

 F1 分子複合体は、自然が作り上げた極めて精密な分子モーターである。しか

し、自然のもっとすごいところは、この分子モーターにスイッチまで用意して

いる点である。生物は、細胞の中の状態を可能な限り一定に保とうとしている。

これを生物の恒常性とよぶが、恒常性が保たれているのは細胞の中で働いてい

る様々な酵素が環境に応じて微妙に調節されているからである。例えば、ヒト

の身体は外界が氷点下でも汗ばむような暑さでも基本的には36度に保たれてい

る。ATP 合成酵素の活動も、様々な分子機構によって生物がおかれている状態

に応じて常に調節されている。中でも特に興味深いスイッチは、植物の葉緑体

ATP 合成酵素が持っている分子スイッチである。 

 植物の葉緑体は、光エネルギーを光合成反応でひとたび生体膜を介したプロ



図 6 F1分子の回転の酸化還元調節 

トンの濃度勾配に変換してから、この濃度勾配をエネルギーとして利用するこ

とで ATP を合成している。したがって、夜間光があたらないときには、反応を

行うことができない。ところが、酵素は先にも述べたとおり両方向の反応を触

媒することができる。そこで、周囲に ATP があって、なおかつ ATP 合成を行

えないような条件では、逆反応をして ATP の分解反応を触媒してしまう恐れが

ある。これは、生物にとっては非常に無駄であるに違いない。細菌や動物のミ

トコンドリアでは、生きている限り呼吸系の酵素が働き ATP 合成のエネルギー

を供給し続けるので、このような状態に陥る心配がほとんどない。光合成系と

呼吸系のこの根本的な違いを、私たちは酵素の構造の違いとしてみることがで

きる。光合成生物からとってきた ATP 合成酵素には光があたっているときにだ

け働くように分子スイッチが仕掛けられているのである。簡単に言えば、葉緑

体に光が当たるとこの分子スイッチは ON になって酵素は働きだし、光があた

らなくなるとスイッチは OFF になって酵素は仕事をやめる。 

 だとすれば、ON のときにこの酵素はグルグルと回転し、OFF の状態では酵

素は回転をやめるのだろうか。葉緑体の F1分子の回転軸であるサブユニットを

細菌やミトコンドリアの対応する部分と比較すると、一ヶ所だけ大きく異なる

場所がある。そこには、システインとよばれるアミノ酸が二個ある（図 6 の調

節領域上に SH と書いた二

ヶ所）。このシステインは、

還元状態では互いに結合す

ることはないが、酸化すると

側鎖同士で互いに手を結ぶ。

つまり、ペプチド結合の主鎖

とは別の場所にもう一本化

学結合を形成してしまう。こ

の分子内に新たに出来る化学

結合が、サブユニットの立体

構造を変化させて酵素全体の活性を調節するのだろうか。これは、一分子の回

転観察実験を行えば、明確に証明できそうである。 

 ところがである。高等植物の葉緑体の ATP 合成酵素は、細菌の ATP 合成酵

素とは違い、いまだに分子生物学の手法で酵素の必要な場所に自由に必要なア

ミノ酸や必要な構造を導入することが出来ない。これが、酸化状態と還元状態



での回転の仕方の違いを見よう、というような精密な実験では大きな障害とな

った。もう 1 つは、蛍光分子で標識したアクチン線維である。野地たちはこの

蛍光標識されたタンパク質を回転を観察する指標として用いた。しかし、この

化合物の蛍光は酸化条件下ではすぐに消えてしまうので、酵素を酸化したり還

元したりという条件を変化させる実験には、不適切である。これを可能にした

のが、慶応大学・木下一彦教授のグループが開発した微小なプラスチックビー

ズを用いて回転を観察する方法である。彼らは、直径わずか 0.5μｍほどのビー

ズを酵素に付着させ、通常の光学顕微鏡下でビーズの動きを観察する方法を考

案した。これで蛍光分子の問題はなんとか解決することが出来た。もう 1 つの

遺伝子操作の問題は、好熱菌の ATP 合成酵素に葉緑体 ATP 合成酵素が持って

いる分子スイッチを移植するという方法で解決した（図 6）。つまり、葉緑体の

酵素のような振る舞いをする酵素を人工的に作り上げたのである。このように

して得られた分子スイッチつき好熱菌 F1複合体は、還元状態では時々は休むも

ののクルクルとよく回った。逆に、酸化状態におくと回転をするものの頻繁に

休むようになった 4）5）。つまり、酸化状態と還元状態による酵素活性の調節は、

活性型の酵素と不活性型の酵素の間の平衡状態をどちらにより頻繁に傾けてい

るかで行われている、ということになる。分子のどのような変化がこの平衡状

態を制御しているのかは、分子レベルではまだわからないのだが、とにかく私

たちは 1 個の酵素が酸化と還元という単純な化学反応で調節される様子を観察

することに成功したのである。 

 

7. おわりに 

 今年は、DNA の立体構造が Watson と Crick によって解明されてから 50 周

年である。わずか4種類の塩基の組み合わせで構成されている情報分子DNAは、

非常に巨大分子であるもののその構造が単純で、この 50 年間で遺伝子が複製さ

れる機構、遺伝情報が最終的にタンパク質に変換される機構などが明らかにさ

れてきた。一方、タンパク質は 20 種類のアミノ酸の組み合わせで構成される分

子の多様性、機能の多様性のゆえに、分子レベルで機能が理解されているもの

はまだ多くはない。ようやくいくつかの生物でゲノム情報がすべて解読され、

生物を構成している数万のタンパク質のアウトラインが判明したところである。

その中でも、ATP 合成酵素はとりわけ大きくて複雑な分子なのだが、ダイナミ

ックに回転するという特異な分子機構を持っていたために、一分子レベルの研



究のもっとも興味深い研究対象のひとつとなり、この数年の間に革命的に理解

が進んだ。本稿で紹介した回転の調節機構も、調節領域の分子構造が明らかに

なれば分子レベルで記述できるようになるだろう。その日は、そう遠くはない

と私は信じている。 
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