
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。

エネルギー代謝と生命活動　　
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図　炭素循環による生命活動の維持

図　同化と異化：代謝平衡

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

　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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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

＊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。

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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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

＊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。

　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ATPによりリン酸化された中間体が生じるこのタイプのATP
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

　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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図　ATP 合成酵素の構造と機能

＊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 と々しか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。
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　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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図　細胞がグルコースを代謝してATPを作る仕組み

＊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。

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H2O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。

- 7 -

嫌気的解糖系 細胞質

NADH
FADH2

ミトコンドリア

ATP合成酵素

ATPCO2

CO2

H O2

H O2

アセチルCoA

クエン酸
サイクル

グルコース(C6H12O6）

電子伝達系

2

-e
+
O

2

-e
+
O

+H

+H

内膜 H e+ - UQ

NADH＋H＋

ADP+Pi ATP

F1モーター

Foモーター

電子伝達鎖とATP合成酵素

FADH2 FAD

NAD

H＋ H＋ H＋

Cyt C

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。
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