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はじめに: 

ヒトをはじめとする様々な生物のゲノム解析が進行し、完了したものも少な

からずある。そして医療や製薬などを中心に大きな応用の可能性が期待されて

います。一方、個々の生物の全ゲノム情報は基礎研究の進展にとっても計り知

れない影響を与えます。お金もうけを企んでいる人が沢山いる様ですが、人類

全体のためにその成果を使って欲しいものです。というようなことを感じてい

るこの頃ですが、この分野で我国は米国に大きく遅れをとってしまいました。

ゲノム情報を上手に利用すると、最低限の労力で仲々の論文が書けます。そこ

に研究者の創造性を生かす余地があります。そのような、ゲノム情報をうまく

利用した論文が散見されるようになりました。このような例からも明らかなよ

うに、ゲノム情報の公開は科学技術の進歩に大きく貢献します。ポストゲノム

研究の有力分野としてタンパク質科学や構造生物学が脚光を浴びるようになり

ました。我々の出番です。プロテオーム解析などという目(耳)新しい分野も既

に始まっているのでしょうか。ゲノム情報の構造生物学への利用は大いに価値

があります。 

ヒトゲノムの成果とその医療への利用は、生命科学における 20 世紀最後かつ

最大の話題となりました。しかし 21 世紀の人類にとってもっと重要な(と私に

は思える)課題があります。そうです、環境問題です。すべての生命研究者がそ

の深刻さを認識しながら、有効な手立てを見出せないため沈黙しています。我々

は遺伝子の順序や脳の仕組みを知らなくても生きてゆけます。遺伝子治療によ

り多くの命が救われるようになるでしょう。一方、地球環境の悪化とそれに伴

う食糧難は、遥かに多くの人々の生存権を奪います。 

 

環境酵素(エコザイム、ecozyme): 

地球環境の急速な悪化に少なからず心を痛めているのは、私だけではないで

しょう。とくに地球温暖化はもっとも深刻です。生命科学研究が環境問題にど

のように貢献できるでしょうか。私は酵素学の立場から、地球環境問題解決の

ための科学技術の進展を願い、初めはごく僅かでもどのような貢献ができるか

を考えようとしています。 

地球環境には本来自己治癒力が備わっています。環境負荷が軽微なら地球環

境はすぐに元通りになります。無数の生命活動により物質は循環し、地球環境

の恒常性は維持されます。20 世紀の科学技術の急速な発展は人類に生活レベル

の向上や人口増加に見られる繁栄をもたらす一方、地球環境の自然治癒力をは

るかに超える負荷を地球環境に与え続けています。この自然治癒力を支える生
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命活動の分子レベルでの主役は酵素です。筆者は、無数に存在する酵素のうち

環境修復や環境への負荷軽減に重要な働きをする酵素を環境酵素(エコザイム)

と呼び、その卓越した機能を環境に配慮した科学技術創成に積極的に利用する

ことを研究費申請などの機会に提唱しています。 

 

窒素サイクルと温室ガス： 

温室ガスというと炭酸ガス(CO2)が注目されますが、実は他にもあります。メタ

ンガスは CO2の約 20 倍、亜酸化窒素(N2O)は 300 倍、フロンは一万倍以上の強い

温室効果を示します。これら温室ガスの大気中濃度は炭酸ガスと同様、現在恐

ろしい勢いで増加しています。一方窒素サイクルは、炭素の循環とともに地球

上での物質循環として重要であり、窒素固定(nitrogen fixation)、硝化

(nitrification)、および脱窒(denitrification)より構成されます(図 1および

下式)。これまで窒素サイクルに関わる生物は全て原核生物(細菌)であると考え

られていましたが、近年、真核生物である真菌(カビ)に脱窒を行うもののいる

ことが発見されました。研究者の間でもあまり認識されていませんが、実は窒

素サイクルは温室ガス増加と密接に結びついています。 

(1) N2    ⇒ NH4
+                                                             (窒素固定) 

(2) NH4
+ ⇒ NO2

- ⇒ NO3
-                                                  (硝化) 

(3) NO3
- ⇒ NO2

- ⇒ NO⇒ N2O ⇒ N2                   (脱窒) 

窒素固定を行う酵素はニトロゲナーゼ(nitrogenase)で、炭酸固定酵素

Rubisco とともに極めて重要なエコザイムです。酵素反応の実際では質の高い

(酸化還元電位の低い)還元力と多量の ATP を必要とします。この反応を化学合

成で行うハーバー法の発明は食料(農産物)の大幅な増収をもたらし、20 世紀の

人口爆発を可能にした要因です。この事実も一般にはあまり認識されていませ

ん。従って現在の人口を養うために多量の化学合成窒素肥料が作られています

が、必要なエネルギーは石油の消費でまかなわれています。この大量の窒素肥

料合成に使われる石油消費も CO2増加の要因の一つです(図 1)。 

硝化は硝化細菌、脱窒は脱窒細菌および脱窒真菌と呼ばれる微生物が行いま

す。硝化は好気的(O2 を必要とする)、脱窒は嫌気的(O2 で阻害される)という通

気に関して正反対の性質をもちます。硝化では O2が十分に供給されないと、ま

た脱窒では O2が十分に除かれないと、完全な硝化・脱窒が行われず、副産物と

して N2O を生じます。現在とくに先進国の農地では大量の合成窒素肥料が施肥

されていますが、まかれた窒素肥料は微生物の硝化・脱窒作用を受け、大量の

N2O となって脱窒されています。温室ガス増加の一要因です。大気中の N2O の絶

対濃度は CO2の千分の一程度ですが、300 倍という温室効果を考えると無視でき

ません。また現在廃水処理において窒素除去の必要性が生じていますが、廃水

処理場の脱窒プロセスからも大量の N2O が発生しています。筆者の研究室では、

O2が存在しても N2O を発生しない脱窒菌の研究を行っています。脱窒が O2で阻

害され、N2O を発生する理由は、(3)式の最後のステップがとくに酸素に弱いた

めです。この過程を触媒する亜酸化窒素還元酵素が酸素耐性であれば、N2O 発

生の抑止効果が期待できます(図 1)。 
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図 1:窒素サイクルと温室ガス 

1．食料確保のための化学的窒素固定(ハーバー法)や微生物による硝化、脱窒

作用により大量の温室ガスが排出されている。 

2．温室ガス(N2O)発生抑止のための好気的脱窒系の構築 
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ニトロゲナーゼを植物に!: 

上記のように、世界の人口を養うための食料確保の必要性から大量の窒素が

ハーバー法で固定され、農地にまかれています。もし農作物が自ら窒素固定の

能力をもてば窒素肥料は不要になります。そのためにはたった一種類の酵素ニ

トロゲナーゼが植物で発現すればよいのです。実はこのような課題は古くから

の人類の夢でした。しかし以前は、高価な合成窒素肥料が不要になるという点

が主な理由でしたが、現在ではこの課題の価値は遥かに上昇しています。ハー

バー法による CO2発生と農地からの N2O 発生の両方を防げるのです。これまで、

ニトロゲナーゼは酸素(O2)に弱く、植物への導入・発現は無理だと思われてい

ました。しかし最近、O2に弱いどころか、スーパーオキサイド(O2
-)から電子を

受け取れるニトロゲナーゼが発見されました。この発見は従来の常識を覆し、

ニトロゲナーゼの植物での発現が不可能ではないことを示してくれました。さ

らに、微生物の多様性を改めて見せてくれました。この計画の実現は温室ガス

増加抑止に大きく貢献し、人類を救います。ニトロゲナーゼは環境酵素のチャ

ンピオンです。 

 

エコザイムとしての P450: 

シトクロム P450(以下、P450)については既に本誌で紹介しました

(Vol.6,No.1)が、環境酵素・エコザイムとしての面を紹介します。P450 の典型

的な機能はモノオキシゲナーゼ(一原子酸素添加酵素)反応です(下式;水酸化反

応)が、地にも様々な反応を触媒します。このモノオキシゲナーゼ反応の生理的 

SH + O2 + NAD(P)H ⇒ SOH + H2O + NAD(P)
+ 

意義は解毒(分解)反応と合成反応に大別されます。肝臓の解毒機能の主役は

P450 です。ヒトなど哺乳動物が P450 を何種類持っているかは興味の対象でし

たが、ゲノム解析の結果、予想より少ない(ヒトで 60 種類程度)ことが判明しま

した。従ってヒト肝臓ではこの内の一部を使って様々な毒物、薬物の代謝を行

っていることになります。一方、植物ではこれより多数の P450 分子種が存在す

るようです。シロイヌナズナでは約 300 種で、ゲノム中全遺伝子の 1%を占めま

す。植物がこのように多数の P450 分子種を持っている理由は、多彩な二次代謝

に P450 を用いているためと予想されます。植物二次代謝の主要目的の一つはフ

ァイトアレキシンなど毒の合成です。動物の命は突詰めれば植物に養われてい

ます。しかし植物自身は動物を養うために生きているつもりはありません。植

物は敵(動物)に襲われても動けませんが、その代りに自身の体内に毒を蓄え、

動物に食べられないようにしてきました。そしてその毒の合成に P450 を使って

きました。すなわち植物は毒の合成に、動物はその解毒に、P450 を進化させて

用いてきました。つまり両者の長い生存競争の歴史において P450 を共通の武器

として戦ってきたことになります(植物と動物の戦争)。 

P450 の解毒酵素としての機能は、ダイオキシンや PCB などの様々な環境汚染

物質の分解に利用可能です。一方、合成酵素としての機能は様々な有用物質の

酵素合成、すなわち環境に優しい物質生産(グリーンケミストリー)への応用が

考えられます。従って P450 は環境浄化とグリーンケミストリーの両面で重要な

エコザイムです。P450 の環境浄化への応用については既に多くの研究がありま
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すので、ここでは後者についての当研究室の提案について紹介します。 

石油等の炭化水素を原料とする化学合成では酸化反応が極めて重要です。不

活性な炭化水素は酸化されることにより様々な機能が付与され、有用物質とな

ります。しかし酸化反応では一般に重金属の使用など、環境に負荷を与える物

質を用いたり生じたりする場合が少なくありません。従って化学的酸化反応を

環境に優しい酵素反応で置き換えられれば、グリーンケミストリーの理想に叶

います。このような意味から酸化酵素の応用へのポテンシャルは高いものがあ

ります。とくに不活性な炭化水素に酸素原子を立体特異的に導入することは、

実は化学的には大変に困難な反応です。それを温和でクリーンな条件で成し遂

げる P450 などのモノオキシゲナーゼは、エコザイムとしての利用価値に高いも

のがあります。 

 

P450 は天然のオーダーメイド触媒である: 

構造生物学の究極目標は何だろうか。様々な機能をもつタンパク質を自由に

設計できることは一つの実現可能な目標でしょう。このオーダーメイド酵素の

作成技術開発においても P450 はよい研究材料です。P450 は高等生物から細菌

に至るほとんどすべての生物に存在し、様々な反応を触媒しています。P450 に

よる反応は上記のモノオキシゲナーゼ以外にも還元反応、脱アルキル、脱ハロ

ゲン、脱水、異性化、C-C 結合切断など、20 種以上が知られています。このよ

うな機能と分子の多様性を獲得したにも関わらず、すべての P450 分子はよく似

た立体構造をとっていると予想されています。すなわち、共通構造を保存する

一方、一次構造上 6ケ所存在する基質認識部位(substrate recognition site, 

SRS)を激しく変化させることで、著しい機能分化とそれに伴う分子多様性を獲

得してきました。この P450 に見られる共通構造の保存と可変領域の激しい変化

は、あたかも免疫抗体が無数の分子種を生産する様に似ています。このように

P450 は認識(結合)する分子(基質)で抗体のような多様性を示し、なおかつ無数

の基質に対応した多様な触媒活性をもつ唯一のスーパー酵素です。植物と動物

の戦争の例からも明らかなように、P450 は各生物個体の様々な注文に応じてそ

の機能、分子種を発展させてきた、天然のオーダーメイド酵素であると言えま

す。 

遺伝子がクローン化された P450 の種類は現在約 1000 にのぼり、近年の様々

な生物におけるゲノム解析の結果などにより急速にその数を増やしています。

ある生物のゲノム解析が完了しても、読まれた全遺伝子中機能不明のものが大

半を占め、それらの機能解明がポストゲノムの大きな課題です。P450 遺伝子の

場合はその特徴的な共通構造により、機能不明でも P450 であることの判別は通

常容易です。近年の膨大な P450 遺伝子情報の蓄積と、結晶構造解析をはじめと

するタンパク質化学の成果は、P450 の応用研究の新たな展開を可能にしました。

長いタイムスケールの生命進化の歴史において、個々の生命体の要求にすぐさ

ま対応できる P450 の特質は、実験室内進化(分子進化工学)も容易であることを

意味します。事実、基質特異性など触媒活性の劇的変化をもたらすポイント変

異は、P450 で数多く観察されています。天然に存在する膨大な数の遺伝子に加

え、この人工変異の容易さは正に、P450 がオーダーメイド酵素として利用する
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ために最適のタンパク質であると言えます。 

 

P450 反応の欠点の克服: 

以上、P450 の優れた面のみをいろいろ紹介しましたが、一方応用に際して障

害となる欠点が P450 には存在します。それは P450 モノオキシゲナーゼ系が複

合酵素系であることです。つまり、P450 反応には他のタンパク質(P450 還元酵

素など)の助けが必要です。また真核生物の P450 は膜タンパク質であるためリ

ン脂質を加える必要があることなど、活性の再現(再構成)はかなり厄介です。

そのためか再構成では非常に低い活性(10 min-1 前後)しか得られません。従っ

て P450 反応を合成に利用するためにはこの欠点を克服する必要があります。 

 

融合酵素: 

P450 複合酵素系は 2 種(ミクロソーム型)ないし 3 種(ミトコンドリアおよび

細菌型)のタンパク質から構成されますが、ミクロソーム型酵素系の 2 成分

(P450 と P450 還元酵素)の融合したタンパク質が天然に発見されています。カ

ビ(Fusarium oxysporum)の P450foxy と細菌(Bacillus megaterium)の P450BM3

です。これら 2種の P450 は触媒する反応(脂肪酸亜末端水酸化)、触媒活性、タ

ンパク質のアミノ酸配列など、諸性質が互いに酷似します。このようによく似

た P450 が真核生物と原核生物に存在することは、生命進化の観点からも大変興

味深いのですが、それはさておき、このような融合タンパク質が天然に存在す

ることは、P450 の応用を考える上で大きなヒントを与えてくれます。P450foxy

と P450BM3 では P450 とその還元酵素が融合しているため、他のタンパク質の助

けを必要としません(se1f-sufficient)。また他の P450 と同じく脂溶性物質(脂

肪酸)が基質であるにも関わらず、非常に高い活性(数千 min-1)を示します。 

実はこれら融合タンパク質が発見される以前に、遺伝子工学の手法により

P450 と還元酵素の遺伝子を融合し、酵母宿主で発現する方法が開発されていま

した(大川秀郎・神戸大教授)。その結果活性は飛躍的に上昇し、また応用の障

害となっていた複雑な再構成系の構築も不要になりました。これら天然および

人工の融合P450が従来の再構成系の活性より2オーダーも高い活性を示す事実

は、再構成系では in vivo の活性よりかなり低い活性しか得られていない可能

性を示します。生物一個体には通常、P450 還元酵素は一種類のみ存在します(シ

ロイヌナズナは 2種類)。従って多数の P450 分子種が存在しても、還元酵素は

すべての P450 とペアーになれる筈です。これらの事実は、P450 の応用を考慮

する場合、融合タンパク質を利用する方法が一つのブレイクスルーであること

を意味します。即ち、目的に応じて還元酵素と融合させる P450 を選択すれば、

その結果造られる融合タンパク質は目的の合成反応を高速で行うことが可能で

す。そして用いる還元酵素は本来融合タンパク質由来である P450foxy や

P450BM3 のものを使った方がよい結果を得られるかも知れません(図 2)。つまり、 
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図 2:オーダーメイド酵素 P450 

無数の物質を基質にできる P450 とその還元酵素(P450 還元酵素)を融合させる

ことにより、高活性モノオキシゲナーゼ系を構築する。その系は化学合成(ファ

インケミカル)、遺伝子治療、環境浄化などへの応用が期待される。 
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図 3 :理想の酸化酵素・ペルオキシゲテーゼの構築 

過酸化水素を酸素ドナーとし、P450 反応におけるオキソフェリル・πカチオン

ラジカル中間体(Fe5+=O と表してあるが、実体の説明は本文)を酸化剤とする理

想的なペルオキシゲテーゼ反応。その実現のために、P450 とペルオキシダーゼ

の優れた機能を融合させる。 
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これら天然の融合酵素の P450 ドメインを、目的に応じて部品を付け替えるよう

に他の P450 と取り替えるのです。 

 

シャントの利用: 

P450 反応を化学合成に利用するための手段として、上記融合酵素は実現可能

なものです。実はこれよりもさらに理想的な手段があります。その実現はさら

に困難を伴いますが。P450 反応では古くより、クメンパーオキサイド等の過酸

化物が P450 への酸素原子供与体となり、電子の受取りや酸素分子(O2)の還元な

どの煩雑な過程を省略する反応経路(シャント)の存在が知られています(図 3)。

P450 反応で基質を直接酸化する酸化剤は、オキソフェリル・πカチオンラジカ

ル中間体(図 3 では Fe5+=O としてありますが、実際は、鉄は+4 価で、残りの+1

当量はヘムポルフィリン骨格のπ電子雲にある)であると考えられています。

P450 の本来の反応サイクル(図 3)では、NAD(P)H からの電子を還元酵素などの

助けを借りて二度に分けて P450 に渡し、酸素(O2)を還元して O-O 結合を切断し

ます。この煩雑な過程は全てこの中間体を造るためです。一方このシャント系

では P450 と過酸化物を混ぜるだけでこの中間体ができます。他のタンパク質の

助けも不要です。そして酸素供与体としてはクメンパーオキサイドのような有

機物よりも過酸化水素を使えれば理想的です。 

 

ペルオキシゲテーゼ反応:理想の酸化反応 

実は過酸化水素の酸素を基質に添加して酸化する、モノオキシゲナーゼに似

た反応はペルオキシゲテーゼ反応として知られています(図 3;山崎勇夫・元北

大教授の発見)。ある種のリポキシゲテーゼ、ペルオキシダーゼ、P450 など、

鉄を持つ酵素に見られます。過酸化水素を酸化剤とする化学変換は、環境に負

荷を与えない化学技術創出を目的とするグリーンケミストリーの理想です。ペ

ルオキシゲテーゼ反応の生成物は目的の生産物と水だけですから、まさにこの

理想的酸化反応そのものです。 

ペルオキシダーゼという酵素は反応過程で、P450 反応と同様のオキソフェリ

ル・πカチオンラジカル中問体と同一の中間体(Compound I)を生じます。過酸

化水素は天然の基質ですので、この Compound I はペルオキシダーゼと過酸化

水素を混ぜるだけで容易に生成します。この反応中問体に有機物が接近すれば、

P450 に類似の酵素反応が起きる可能性があります。またミオグロビンは分子量

1 万 8 千程度のヘムタンパク質で、酵素ではなく酸素の貯蔵タンパク質です。

近年の結晶構造解析や反応機構解明の成果は、ミオグロビンを改変してペルオ

キシダーゼ活性を付与することを可能にしました(渡辺芳人・国立岡崎共同研究

機構教授)。ミオグロビンのような低分子ヘムタンパク質で P450(分子量は 5万

前後)と同じ活性が得られれば、それもグリーンケミストリーの理想に適うもの

です。 

結論として、本来の酵素反応の過程として過酸化水素からオキソフェリル・

πカチオンラジカル中間体を容易に生じるペルオキシダーゼの特質と、様々な

基質に対応できる P450 のオーダーメイド能力と、両者の長所を併せもつタンパ

ク質が創成できれば、上記究極目標は達成されます(図 3)。 
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流行を追うな: 

我国の生化学の偉大な先達、野村真康先生の言葉です。分かり易く例えるな

ら、米国の後はつかり追いかけていても抜くことはできないし、創造的な研究

も生まれない、と言っています。とはいっても、この教えを実行することはな

かなか骨が折れます。ポストゲノムの競争は実用的にも大変重要であるので、

米国の後を追うなとは言っていられませんが。一方他分野に目を向ければ、我

国の酵素科学分野における偉大な業績として、酸素添加酵素(オキシゲナー

ゼ)(早石修;1955 年)および P450(大村恒雄・佐藤了;1964 年)の発見が挙げられ

ます。酵素科学、とくにオキシゲナーゼなど酸化酵素の分野ではこれらの発見

以来我国の研究レベルは高く、米国に比べて遜色ありません。上述の創造的な

研究がそれを証明しています。これら我国オリジナルの研究の伝統を大切にし、

最先端のバイオ技術と融合させることで、流行を追わない基盤技術の開発にお

いて欧米に先行することが可能であります。 
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