エネルギー代謝と生命活動
新潟薬科大学名誉教授 小西徹也

序
コーヒーにミルクを一滴垂らすと、かき回さなくてもミルクはコーヒー全体に拡散して行きます。しかし一旦拡
散したものが自然に元の状態に戻るテープの巻き戻しのようなことは起きません。
このような自然界における事象の変化の方向を決めているのがエントロピーという物理量です。でも簡単に秤
で測ることができないので掴みにくい概念です。
エントロピーは乱雑さの度合いという説明もされています。これだと分かりやすい。上の例では最初一箇所に固
まっていたミルクが全体にバラバラになる。乱雑さが増したということです。
このように自然界で起きる反応はエントロピーが増大する方向に進むことが物理の法則（熱力学第二法則）とし
て知られています。この宇宙の中で、地球という星やその中で生活しているヒトを含めた生き物もこの根本原理に
逆らうことはできません。

＊生物の存在には努力が必要。
生命のない鉱物などはこの物理法則に従って風化して砂となり、消滅して行くことが必然で、永遠に形を保つこ
とはありません。しかし、生き物は明らかにエントロピー増大の法則に反して存在しているようです。生物はDNA
やタンパク質、細胞膜、多糖など複雑で整った構造物を作り、さらに秩序だった集合をして細胞、そして身体を作っ
ています。このように高度に組織化された、極めて低いエントロピーの状態にある生体という形を維持するために
は常に外から手を加えない限り自然の法則によってバラバラになって行く運命だと考えられるからです。例えば、
部屋が汚れるのは簡単ですが、整理整頓するには多大なエネルギーが必要です？？
実際、生物は外界からエネルギーの元になる低エントロピー物質を“栄養”という形で取り込み、“代謝”という生
理的化学反応を通して、高度に組織化された状態を保つと同時に、生きるための活動に使うエネルギーを獲得す
る仕組みを作り出しました。それがエネルギー代謝系です。

＊炭素循環からみるエコシステム
この“栄養”となる低エントロピー物質はどこから生まれているのでしょうか？我々のような生物は有機体(オー
ガニズム)とも言われます。すなわち炭素という元素をもとに組み立てられています。この炭素の循環から地球上
の生態系（エコシステム）の特徴が見えます。
生物には独立栄養生物と従属栄養生物があります。前者の代表は植物で光合成により炭酸ガスと水からより
複雑な分子であるグルコースを作り、それを材料に代謝反応によりより高次の構造を自らの手で作っています。
一方、我々人間のような従属栄養生物は植物の作ってくれたグルコースやより複雑な有機化合物を栄養として取
り入れ、それらを分解して元の炭酸ガスと水に戻す過程で色々な代謝反応を組み合わせ、身体という構造を作り、
活動するためのエネルギー（ATP）を作り出し、生命活動を維持しています。植物がいないと存在できない種類の
生物です。このように植物などの光合成生物がまず太陽のエネルギーを利用して低エントロピー有機化合物を作
り出すことで地球上のエコシステムは成り立っています。
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炭素循環による生命活動の維持
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従属生物で行われている“代謝”という生体内の物質変換反応には、グルコースから身体の構造や機能を支えるた
めのより複雑な生体成分を作る“同化”という過程と複雑な成分を分解してエネルギーを取り出す“異化”という過
程があります。同化̶ 異化の代謝サイクルはエントロピーの増大を最小にするための仕組みですが、常に外から
エネルギーの補給がない限りこのサイクルは維持できません。また身体の構成材料の補給という意味でも、“栄
養”の摂取が必須というわけです。エネルギー代謝を正常に保ち、生命活動を維持するためには毎日の食事が大
切という訳です
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以前は生体高分子や細胞内小器官などの構造の異化はそれらが傷ついたときの補修や飢餓でエネルギーのバ
ランスが崩れた時に起きると考えられていましたが、現代では生体内で常に起きている反応で、同化と異化により
生体は常に新陳代謝されていることが分かっています。この瞬間に目に見える身体という形は常に古いものが壊
され、新しいものが作られている"動的平衡”の状態にあるということで、無機物のようにきっちり固定されたもの
ではないと言うことです。今この時点の自分は３０分前の自分とは形は同じようであっても分子的には内容は異な
るというわけです。まさに、鴨長明が方丈記で述べた“ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず”です。
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＊生体のエネルギー通貨はATPという化学分子
このような、新陳代謝により構造を保ち、かつ生物体として活動をするためにはエネルギーが必要です。生体で
はバッテリーのようにエネルギーを蓄えたATPという分子をATPアーゼという酵素で適宜引き出して化学的、物
理的な仕事を行うために利用しています。そのためにATPは生体のエネルギー通貨と呼ばれています。

図

ATPアーゼによるATPの加水分解と生じるエネルギーの利用
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ATPのエネルギーを使って生体が行なっている仕事は、イオンやアミノ酸・糖などの栄養物質の膜を介した輸送、
細胞内外のイオンバランスの保持、細胞内小器官におけるイオン濃縮、小さな原料分子からタンパク質やDNAな
どの高分子、ホルモンなどの生理分子の合成、細胞シグナルの制御、筋肉の収縮や神経 伝達 運動などであり、生
命 活動全般に渡ります。従ってATPが欠乏すると生命そのものが維持できない状態になるという点でATPの生
成、利用に関わるエネルギー代謝は生命維持の基本的な仕組みであることがわかります。

＊ATPを利用するための酵素がATPアーゼ
ATPを利用する酵素にはキナーゼとATPアーゼがあります。キナーゼはATPをリン酸の供給源として細胞内シグ
ナル蛋白をリン酸化する酵素で、遺伝子の発現調節を通して細胞機能を調節する重要な役割を果たしています。
一方、ATPアーゼはATP産生やその利用に直接関わる酵素です。ATPアーゼにはその構造と働くメカニズが異
なるいくつかの種類があります。筋肉タンパクのミオシン、アクチンなどに直接作用するもの以外、いずれのATP
アーゼも生体膜に存在し、ATPの内包する化学エネルギーをタンパク質の構造変化や回転などの機械的な運動
に変えてイオンや物質を輸送し、筋肉を収縮させるなどの物理的仕事を行います。
細胞の機能は基本的にはイオンの細胞内外への移動により生じる電気化学ポテンシャル（膜電位とイオンの内
外濃度差）によってコントロールされています。そのためにイオンポンプ型のATPアーゼは細胞機能を維持するた
めのもっとも基本的な働きをしているものです。中でもNa/K-ATPアーゼは最も普遍的で重要なものです。
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＊Na/K-ATPアーゼは細胞の基本的なイオンポンプ
NaとKは生体中にある基本的なイオンですが、Kは細胞内に、Naは細胞外に分布しています。この不均一分布
が静止状態にある細胞でも細胞膜を介した一定の膜電位（静止電位）が形成される原因です。Kが細胞内外の大
きな濃度差（細胞内に98%分布）により細胞膜にあるKチャンネルという穴を通って細胞外に流れ出ることで形
成されますが、膜電位の変動により細胞の興奮や、他のイオンの輸送などの細胞の機能が制御されます。また、細
胞外液濃度の高いNaは細胞内への拡散力がありますので、その力を利用して共輸送体と呼ばれるトランスポー
ター（膜輸送蛋白）を動かしグルコースやアミノ酸などの栄養をNaと一緒に細胞内に輸送します。

図

ATPアーゼによるATPの加水分解と生じるエネルギーの利用
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このように基 本的な細胞機能に重要なKとNaの細胞内外の大きな濃 度差を維持するために働いているのが
Na/K-ATPアーゼです。ATPを分解すると同時に細胞内に３等量のKイオンを、内から外に２当量のNaを運ぶイ
オンポンプです。ポンプとして働く反 応の途中でAT Pによりリン酸化された中間体が生じるこのタイプのAT P
アーゼはP型ATPアーゼと呼ばれています。
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図

Na/K-ATPアーゼの構造
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また、ATPアーゼ活性を持つイオンポンプとして良く研究されているものにCa-ATPアーゼがあります。細胞膜
やミトコンドリアで細胞シグナルとなるCaの濃度を調節したり、筋小胞体で筋肉の収縮を制御する重要な役割を
持つATPアーゼです。その他、胃酸の分泌に関わるH +-ATPアーゼ、腎臓でのNa再吸収に関わるNa/H-ATPアー
ゼなどATPの持つエネルギーを利用する数々のイオンポンプと膜に存在する各種のトランスポーターやチャンネ
ル蛋白が生体の機能維持に働いています。
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＊マグネシウムはATPを利用するには欠かせないミネラル
これらのATPアーゼの反応にはMgとCaが必須要素として関わっています。ATPアーゼは膜を貫通するイオンチャン
ネルとイオンの流れを調整する弁を構成するサブユニットとATPと相互作用する触媒部位となるサブユニットから組み
立てられている複合タンパクですが、ATPがこの酵素の触媒部位と相互作用するためにはMgと錯体を形成しているこ
とが必要です。また、Ma, Caには酵素に直接結合して反応の方向を決めることなどの作用が知られており、Mgはエネ
ルギー代謝を正常に保つために必須なミネラルです。

＊ミトコンドリアはATPの生産工場
エネルギー代謝の促進に必要なエネルギー通貨であるATPは細胞質でも一部作られますが、殆どはミトコンドリア
という細胞内小器官で作られます。
ミトコンドリアはエネルギー生産工場と言われていますが、最近ミトコンドリアには独自の蛋白製造装置（ミトゾーム）
でエネルギー生産装置の部品蛋白を作っていることも分かってきました。それまでは解糖系で細々としかATPを作れな
かった細胞に、ATPの生産効率を酸素を利用することで大幅に改善したバクテリアが共生してミトコンドリアになった
という説が益々強くなっています。

＊ミトコンドリアでATPを合成するATP合成酵素複合体
ATPを合成する酵素はミトコンドリアの内膜にあるATP合成酵素複合体で、
膜を介したプロトン
（H＋）
の電気化学ポテ
ンシャル
（エネルギー）
を利用してATPを合成します。
プロトンの通り道であるチャンネルを持つFoという膜を貫通する構
造部分とそれに繋がっている膜の表面にあるF1という構造からなる複合タンパクです。
Foはチャンネルを通ってプロトン
が流れ込む力を利用して水車のように回転するモーターで、
膜の表面にあるATP合成をするF１部分にその動力を伝えてF
１部分を回転させます。
F1部分に結合したADPとリン酸がF1の回転に連れて結合、
ATPが形成されるというわけです。
F１は逆にATPの加水分解で回転するモーターでもあり、その力でプロトンを汲み出すこともできます。ATPの加水分
解で生じたエネルギーでプロトンを汲み出すプロトンポンプのH +-ATPアーゼはこのF１モーター型のイオンポンプで
す。従って、ATP合成酵素はH＋̶ATPアーゼの逆反応でATPを合成すると考えて良いでしょう。

図
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(二井らの図を改変)

色々なタンパク質からできている部品をくみ上げて作られたATP合成酵素の形とATPが作られる様子は現在では
Youtubeのアニメでみることができますが、化学的エネルギーと物理的、工学的エネルギーの相互変換装置として働く
様子が機械的であることに驚かされます。まさにマイクロマシンです。
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＊ATP合成酵素を動かす力
このATP合成酵素のFoF1を回転させるプロトン（H＋）の電気化学エネルギーを作っているのが同じミトコンドリアの
内膜にある電子伝達系という酵素複合体です。電子伝達系では細胞質とミトコンドリアにあるTCA回路（クエン酸回路
ともいう）で生成したNADH ＋ H＋やFADH２からプロトンと電子（e-）を分離して、プロトンを内膜の外側に排出するこ
とでプロトンの電気化学ポテンシャルを作り、F1モーターを回し、ATPを合成するのに使います。一方の電子は電線とな
る電子伝達鎖でチトクローム酸化酵素まで運ばれ、酸素と反応してH２Oを作ります。

図
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4種類の酵素と２種の電子伝達分子（UQとCyt C）から
なる電子伝達系はNADHからH+と電子（e -）を分離し、
ATP

ATP合成酵素を動かすためのH+の電気化学ポテンシャルを作
り、一方でe -で酸素を還元して水にする。

電子伝達系の基質となるNADHやFADH２は、細胞質の解糖系やミトコンドリアにおける脂肪酸のβ酸化で作られるア
セチルCoAをクエン酸回路（TCA回路）でCO２に酸化する過程で作られます。
栄養として摂取したグルコースが解糖系→クエン酸回路→電子伝達鎖を経由してCO2とH２Oに酸化分解される異化
過程で生まれるエネルギーをATPに蓄え、種々の生体反応に利用しているという図式になります。
グルコースを燃やして分解してもCO2とH 2Oになりますが、生物系では使い物にならない熱エネルギーしか得られま
せん。生物がより高い内部エネルギーを持つ低エントロピー有機化合物から徐々にエネルギーを取り出し、生物体とい
う系のエントロピーの増大を防ぎつつ、生命活動に利用するエネルギー代謝系という賢い仕組みを生み出したことが、
地球の生態系という活発な生命活動を生み出した背景にあります。

＊システム維持に必要なミネラルや抗酸化食品因子
静かな酸化という過程でエネルギーの効率的な抽出と利用を行うエネルギー代謝系ですが、酸素を使ってエネル
ギー変換効率を上げるという仕組みをとったために、生体毒性のある活性酸素の一定量の発生が不可避です。そのた
めに生体にはSODやカタラーゼなどの抗酸化酵素やグルタチオンや尿素などの生理的抗酸化剤による抗酸化防御系
が働いています。動的平衡という観点から生体系を改めて眺めると健康な活力ある生活を維持する上で直接の代謝基
質となる糖や脂肪の摂取と共にエネルギー代謝システムの正常な稼働と維持のために抗酸化食品因子やミネラルが大
切なことがわかります。
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Energy Metabolism and Life
Introduction
When you put a drop of milk onto a coffee, the milk will gradually diffuse into coffee to make
milk coffee without any artiﬁcial shaking. However, roll back of the ﬁlm will never happen such
that the diffused mild is concentrated back to the initial stage as a milk drop.
The factor determining the direction of changes occurring in the nature is called entropy,
although this quantity is not easily measured and thus is not easy to substantially understand.
The entropy is explained in some case as the degree of randomness or complexity. It is much
easier to imagine. Actually, in the above case, the milk condensed in a spot is highly concentrated
and thus highly ordered, but after became more randomly distributed in the coffee as time
progressed.
Likewise, the reactions occurring in the nature always accompany with the increase of entropy
as deﬁned as the second law of thermodynamics.

An eﬀort is necessary for the existence of the creature.
Creatures living on earth appear not to follow this low. They have highly ordered structure
(body) and system constructed with complex molecules such as nucleic acids, protein, membrane
and polysaccharides and those molecules themselves are in the state of low entropy compared to
their building block atoms like carbon and hydrogen.
Since the process to form such highly ordered large molecules and cell structures is
accompanied with the decrement of entropy, input of energy is necessary to drive such anabolic
reactions against the thermodynamic low. Unless constant energy input, cells have the fate to
decompose and fractionated into small pieces of chemicals and atoms.
Against this trend, creatures living on the earth incorporate low entropy substances as nutrients,
alternatively, creatures uptake negative entropy (negentropy) to keep the system in highly
ordered structure.

Carbon recycling on the earth.
Creatures on the ear th are also called “organisms” because they are made of carbon.
Therefore, the life activity of creatures becomes a part of carbon recycling on the earth. The
carbon-recycling system plays a crucial role for maintaining the structure and activit y of
organisms as low entropic system, and is the backbone of ecosystem on the earth.
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Organisms and Carbon recycling on the earth

Cosmos
Dissipation

Animals

Earth

Low enthropy

Body

Activity
Heat

ATPase

CO2

ATP

High entropy

ATP synthase

=

Nutrients

High enthropy
High enthropy

Entropy decreasing process

CO2

Coral

Low enthropy

CO2

C6H12O6 (Sugar)

CO2＋Ca

CaCO2 (Coral leaf)
Low enthropy

Fossil oil
Entropy increasing process

Dissipation
In the carbon-recycling system, atmospheric carbon dioxide is primary ﬁxed with water
in plants or other photosynthetic creatures by the use of solar energy. In the sea, choral
organisms play a major role in assimilation of carbon dioxide. The photosynthetic synbiotes
of choral forms hard backbone shell made of Ca carbonate as the major component, and
also synthesize glucose using solar energy as well as in plants on the gland. Glucose is the
primary organic molecule produced by photosynthetic creatures and is not only used as
the substrate of energy production but also converted to other complex organic molecules
necessary for sustaining life activity, that is, the structures and functions of creature.
These organisms being able to sustain their life by themselves are called autotrophs.
On the other hand, creatures like animals including human do not have ability to
produce glucose by themselves, and thus have to intake glucose or glucose originated low
entropic organic compounds from outside as nutrients. From the nutrients, they extract
energy and building block substrates necessary for performing living activity and
constructing structure. These creatures are thus called heterotrophs.
The glucose and other complex organic compounds taken as nutrients are processed
by complex metabolic path to extract energy and stored in the battery molecule ATP, and
then used to maintain their structure (body) and energy for the activity. The process
related to the production and usage of energy is called energy metabolism. Therefore, the
global ecosystem is sustained primary by plants that assimilate low entropy organic
compounds from high entropic carbon dioxide and water using solar energy.
Therefore, from the carbon recycling, we can understand the characteristics of global
ecosystem.
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Anabolism and catabolism: metabolic balance
Nutrients (protein, carbohydrate, lipid)
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Metabolism is the biochemical processes occurring in the creatures to maintain their body and
activity. The process is consisted of two processes called anabolic and catabolic metabolisms. The
former is the process converting glucose to more complex organic compounds such as proteins
and nucleic acids, and the latter is the process to extract energy for life activities by decomposing
glucose and other low entropy substrates. Coupled cycling of anabolic and catabolic metabolisms is
essential to keep the entropy of living system in low, and thus the life is in the dynamic equilibrium
between synthesis and degradation.

ATP is the energy currency in living system.
In organisms, a chemical compound named ATP is used as a source of energy for driving
necessary chemical and physical reactions for living. ATP releases energy occasionally as a
battery when is hydrolyzed by the enzyme called ATPase. ATP is often called energy currency of
biological system because it supports economic expenditure of energy in living system.

ATP-Mg as the battery for cellular activity
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The works done using ATP includes many processes such as transport of ion and substrates,
maintaining ionic balance between inside and outside of cell, concentrating ion or substrate in subcellular
organs, synthesis of large molecules such as protein and DNA from smaller building brock molecules,
synthesis of physiological mediator molecules including hormone, cellular signaling, muscle contraction,
and neurotransmission, et al. Therefore, ATP depletion directly relates to the death of living system. The
energy metabolism related to synthesis and hydrolysis of ATP is a basic system to sustain the life.

ATPase is the enzyme necessary for using ATP as energy currency.
There are two types of enzyme using ATP as the substrate. One is kinase and the other is ATPase.
Kinase is the enzyme mediating phosphorylation of speciﬁc protein and other substrate as cellular
signals using ATP as phosphate source. On the other hand, ATPase is the enzyme linked directly to the
production or usage of ATP as battery. There are several types of ATPase differing the functional
mechanism and structure. Almost all ATPase, except acting on muscle proteins actin and myosin, are
membrane bound and the chemical energy stored in ATP is used to drive mechanical works such as
protein conformation change or rotation associated with such as muscle contraction or substrate and
ion transport.

Na/K-ATPase is an essential ion pump for the cell.
Cell functions are basically controlled by the electrochemical potential created by transmembrane
movement of ions. Therefore, the ATPase functioning as ion pump is the basic device for maintaining cell
physiology. Na/K-ATPase is the one that plays basic and essential role in cell physiology.
Cells maintain high K+ and low Na+ concentrations inside so as to create certain membrane potential
called resting membrane potential under physiological condition. This potential is created by K+ outﬂow
through K+ channel presenting in plasma membrane that is driven by the concentration gradient across
the membrane. Change of the membrane potential associates with cellular functions such as cell
excitation and transport of substrates or ions. The high diffusion potential of Na+ also facilitates cellular
uptake of necessary substrate such as glucose through co-transporter protein.

Blood
High Na+
Low

Intestinal trat

Na+,K+ gradient
Low Na+

K+

High

Na＋

K+

K＋
（from Foods）

Glucose transporter
glucose

glucose
Na＋

Na＋

2Na＋

ATP

Na/K-ATPase

glucose

Na/glucose co-transporter

ADP＋Pi
K＋

2Na＋

K＋
Tight junction

Intestinal epitherial cell
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Creation and maintenance of large concentration gradient of K + and Na + is attained by the
Na/K-ATPase that pumps in three K+ equivalent from outside in coupled with pumping out of two Na+
equivalent from inside to outside using energy produced by hydrolyzing ATP. This ATPase forms
phosphorylated intermediate during pumping ion, and thus this type of ATPases are called P-type
ATPase.

This ATPase pumps out Na + from the cell and pumps
K + into the cell to create membrane potential using
the energy produced by ATP hydrolysis.

Extracellular space

2K＋

Cell membrane

Υ

ATP
●Motive force of membrane transport (electrochemical energy)
Membrane potential (electric energy)
Concentration gradient (chemical energy)

β

ADP

3Na＋
Intracellular space

Type

Examples of Channel and transporter

Passive transport

K - channel, Ca- channel, aquaporin

Facilitated transport

GLT2、GLT4

Active transport

α

+

Na/K-ATPase, H/K-ATPase, Ca-ATPase,
Na/glucose co -transpor ter

There are many other types of ATPase functioning in cells. Ca-ATPase is the one that regulates Ca+
concentration as cellular signal molecule, or more directly as a coupled ion of certain substrate transport
or mechanical works at cell membrane, mitochondria, and in muscle endoplasmic reticulum. Other
ATPases such as H+-ATPase functioning in gastric juice excretion, and Na+/H+-ATPase functioning in Na+
reabsorption in kidney, are playing critical roles in maintaining physiological state of cells together with
transporter or channel proteins.

Mg is the essential mineral for ATP related reactions.
Ca2+ and Mg2+ are the essential minerals for ATPase reaction. ATPase is a protein complex having
two domains, that is, channel forming domain and catalytic domain. The former domain has two
structures named channel and valve. The ion or substrate is selected by the valve and transported
through the channel across the membrane. Catalytic domain, on the other hand, has ATP binding site.
ATP bound to the site is subjected to hydrolytic reaction to release energy. For proper binding of ATP to
the site, ATP needs to form a chelate complex with Mg ion. Mg and also Ca have another function such
that regulates the direction of the reactions progressing in the ATPase enzyme. Mg is, thus, the essential
mineral for energy metabolism.
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Mitochondria are the cellular energy plant for ATP production.
ATP is produced in part in the process of anaerobic glycolysis in cytoplasm but is produced mainly at
cell organelle named mitochondrion, and thus mitochondria are called cellular energy plant to provide
necessary energy for living.

ATP is produced by ATP synthase enzyme complex in mitochondria.
ATP synthase is the enzyme to produce ATP in mitochondria. The driving force of ATP synthesis is
the electrochemical potential formed by the function of electron transport chain located in the inner
mitochondrial membrane. ATP synthase has two major subunits named Fo and F1, respectively. Fo is
located in the membrane to form a proton channel and F1 is located on the membrane surface. Fo
functions as a mechanical motor, which rotates when protons ﬂow through the channel. This rolling is
mechanically transferred to F1 subunit as catalytic site to rotate so as to the bound ADP reacts with Pi
to produce ATP. This reaction is reversal. Therefore, F1 can hydrolyse ATP to ADP and Pi to create
proton electrochemical potential, and this process is actually happening in H+-ATPase. This type of
ATPase is called F1-type ATPase.

Structure and function of ATP synthetase

a

β
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ATP

β a β

F1 motor

b

ADP+Pi

H
+

γ
Fo motor

c

a

biomembrane

H
+

Overview of cellular energy metabolism.
Glucose as nutrient is metabolized in the process called anaerobic glycolysis. During the process, the
negative entropy (negentropy) stored in the nutrient is converted to reducing substrates, NADH or
FADH2. Then, proton and electron are extracted from these substrates by the redox enzymes forming
electron transport chain. The electrons extracted are transferred through electron transport chain
components to oxygen to produce H 2 O. On the other hand, the protons are expelled into
intra-mitochondrial membrane space to create electrochemical potential to use for driving ATP synthase
enzyme to produce ATP. Therefore, glucose as nutrient is decomposed back to the original building
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blocks, CO2 and H2O, via glycolysis - TCA cycle - electron transport chain reactions. By these processes,
the energy stored in the nutrients are gradually converted to ATP as fuel battery usable for life activity. It
is easy to understand that this energy metabolism is quite unique and clever system for using energy
included in nutrients, because simple decomposition by burning produces only heat as energy that is
useless to drive reactions in living system.

Cellular glucose metabolism to produce ATP
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G l u c o s e i s m e t a b o l i z e d t o a f fo r d N A D H a n d FA D H 2 a s t h e
substrates for mitochondrial energy production. Electron transport
ATP

chain consisting of 4 enzyme complexes and 2 redox molecule
located in mitochondrial inner membrane extracts electron and H +
from the substrate that are used to create electrochemical potential
to drive ATP synthetase and reduce oxygen to H2O.

Minerals and antioxidant intake are important for maintaining living
system.
Even though the energy metabolism select this silent oxidation mechanism, the l living system still
faces to oxidative stress. During electron transport chain reaction, so called active oxygen species are
exclusively produced, and thus living system developed inherent antioxidant protection system in that
antioxidant enzymes function such as superoxide dismutase and glutathione peroxidase. From the
standpoint of energy metabolism, in addition to intake the substrate nutrients for energy production, we
need to care about proper intake of natural antioxidants and minerals. Those play critical roles in driving
and maintaining the energy metabolism in living system.

(Tetsuya Konishi 2019/01/10)
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