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研究成果の概要（和文）：酸素を使わない呼吸において機能する一酸化窒素還元酵素(NOR)につ

いて 2種類 NORの結晶構造を決定した。また、そのうち 1種類の構造に基づいて、理論計算お

よび変異体解析を行った。その結果、結晶構造で見出された細胞質側から活性部位へつながる

チャネルを通り、プロトンが供給される可能性が示唆された。これは酸素呼吸の鍵酵素シトク

ロム酸化酵素におけるプロトン供給・輸送と類似する点があり、呼吸機能の分子進化を考える

上で興味深い成果である。 

 
研究成果の概要（英文）：The structures of quinol and cytochrome c-dependent nitric oxide 
reductases, which catalyze the reduction of NO to produce N2

 

O, has been characterized. 
The structure-based mutagenesis and molecular dynamics simulation studies of qNOR suggest 
that a water channel from the cytoplasm can serve as a proton transfer pathway for the 
catalytic reaction. Further structural comparison of qNOR with cNOR and aerobic and 
microaerobic respiratory oxidases elucidates their evolutionary relationship and 
possible functional conversions.  
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１． 研究開始当初の背景 
ほぼ全ての生物にとって呼吸はエネルギー
獲得のための必須の生命活動である。好気
性生物は、グルコースから取り出した電子
をいくつかの代謝経路を経由して最終的に
酸素に渡し、ミトコンドリア内で生体エネ
ルギーATPの合成を駆動する好気呼吸を行
っている。この好気呼吸で酸素へ電子を渡
しATP合成の駆動力と/c なるプロトン輸送
をおこなう酵素がシトクロムc酸化酵素な

どの呼吸酵素である。1995年にシトクロム
c酸化酵素の構造が報告され、好気呼吸の分
子科学は構造に基づいて議論が可能となっ
た。好気呼吸に対し、ある種の細菌は無機
塩類に電子を渡し、エネルギーを獲得する
嫌気呼吸をおこなうことが知られている。
脱窒菌は硝酸塩を段階的に窒素まで還元し
てエネルギーを獲得する硝酸呼吸をおこな
っている。一酸化窒素還元酵素（NOR）はこ
の一連の反応のなかで一酸化窒素(NO)を亜
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酸化窒素(N2

 

O)へ還元する膜貫通型酵素で
あるが、結晶構造はこれまで決定されてい
なかった。この一酸化窒素還元酵素はシト
クロムc酸化酵素とアミノ酸配列に類似性
があり、重要なアミノ酸残基も両酵素で保
存されている。これらのことなどから一酸
化窒素還元酵素はシトクロムc酸化酵素の
祖先とみなされる酵素であり、好気呼吸は
嫌気呼吸から進化したと考えられている。
すなわちNORとシトクロム酸化酵素の構造
には呼吸機能の進化の履歴が構造として記
録されていると期待できる。 

２． 研究の目的 
NORの高分解能結晶構造を決定し、NORがNO
を還元しN2

 

Oを生産するメカニズムの解明
を目指す。さらにシトクロム酸化酵素との
比較などから呼吸酵素の機能を進化させた
構造基盤を解明することが本研究の目的で
ある。 

３． 研究の方法 
本研究では緑膿菌由来の cNOR および大腸
菌 に 発 現 さ せ た Geobacillus 
stearothermophilus由来の qNOR を用いて、
結晶化と構造解析を行った。qNOR の結晶構
造では細胞質側の分子表面から活性部位へ
つながる親水性のチャネルが存在していた
（図１）。このチャネルを形成する親水性ア
ミノ酸残基のアラニンスキャニングを行い、
変異体の一酸化窒素消費活性を測定した。
また、結晶構造を用いて分子動力学計算を
おこないチャネル内部の水分子とチャネル
入り口付近の水分子の動きについてシミュ
レーションを行った。 

 
４． 研究成果 
(1) 変異体解析 
一酸化窒素を亜酸化窒素に還元する反応で
は、2 当量のプロトンが消費されるが、そ
の供給経路はこれまで不明であった。qNOR
の分子内部の親水性チャネルにはグルタミ
ン酸やリジンなどの残基が多くみられた
（図２）。これらをアラニンに置換した変異
体の活性を測定したところ、チャネルの入
り口に存在し、E281 と塩橋を形成している
K597の変異体の活性はほとんど消失してい
た。この結果は K597 がプロトンの取り込み
口となっている可能性を示唆している。さ
らに、チャネルの奥深く、活性部位近くの
二つのグルタミン酸（E581, E512）をアラ
ニンに置換した場合も活性が失われていた。
これらのグルタミン酸が活性部位の複核中
心にプロトンを直接あるいは水分子を介し
て供給していると考えられる。 

 
 

(2)分子動力学シミュレーション 
分子動力学シミュレーションから親水

性チャネルの入り口付近の水分子は、チャ
ネル内部の水分子と交換が可能であること、
チャネル内部の水は活性部位近傍まで移動
が可能であることが示された 

以上(1)、(2)の結果より、qNORではこれ
までに提唱されていた細胞外側からではな
く、細胞質側からプロトンが供給される可
能性が示された。これは好気呼吸酵素 CcO
のプロトンが供給・輸送される方向と同じ
であることから呼吸酵素の分子進化を議論
するうえで興味深い結果である。 

また、NORが生産するN2Oは二酸化炭素の
300倍もの温室効果を示し、農業・畜産業な
どの廃棄物からNORによって多く発生する
ことが知られている。さらに、ある種の病

図１．qNOR の分子表面から活性部位につながる

チャネル 3 本のチャネルのうち 2 本は膜貫通領

域から伸びているが、1 本は細胞質側（下側）か

らつながっていた。 

図２．qNOR の細胞質側から活性部位につながる

チャネルを構成する親水性アミノ酸  



 

 

原菌は宿主が発生する抗菌ガスNOを、NORを
用いることで無毒化して生存を可能にして
いることから、NORの阻害剤をデザインでき
れば新たな抗菌薬の開発が期待できる。以
上のように本研究は呼吸にかかわる酵素が
機能する仕組みを解明する基礎科学にとど
まらず、地球環境や医学など、社会的にも
大きな影響を与える重要な成果である。 
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