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１．はじめに 

 近年のクライオ測定技術の向上、第三世代放射光施設の登場、検出器の高度化等によって、生

体高分子の X 線結晶解析は「より巨大」な分子を「より高速」に解析することが可能になりまし

た。100 万ダルトンを超える巨大分子の結晶構造が報告され、放射光施設では通常の結晶であれ

ば 10 数分でデータセット一式を測定することが可能になってきています。X 線結晶構造解析の

現場はこの 10 年で大きく様変わりしました。一方、1.0Å分解能を超えるようなサブアトミック

分解能での解析も数多く報告されるようになりました。私も昨年 Photon Factory NW-12A と

BL-5A ビームラインで、それぞれ 0.72Å、0.66Å分解能でのデータ測定に成功しました。しかし、

近年の X 線解析におけるハード面の進歩に比べると、サブアトミック分解能のデータを解析する

ためのソフト面での技術開発はまだ十分に整備されていないように思えます。 

 本発表では近年のサブアトミック分解能 X 線結晶構造解析の動向とその技術的な問題点・課題

を概観し、私たちが現在解析を行っている好アルカリ性 Bacillus 由来サチライシンのサブアト

ミック分解能 X 線結晶構造解析の現状を報告します。 

 

2. サブアトミック分解能 X 線解析は「労多くして功少なし」か？ 

 サブアトミック分解能結晶構造解析には、良質な結晶、注意深いデータ測定・データプロセス、

煩雑な精密化とモデル構築が必要であり、膨大な労力と時間が必要です。Cachau & Podjarny は

2005 年の総説の中で、超高分解能結晶構造解析を「ひとりの子供を育てるには村中みんなの力

が必要」という意味のアフリカの諺になぞらえて、”It takes a village to grow a good crystal and 

solve a structure at ultra-high resolution”と表しています。では、「村中みんなの力が必要」な

サブアトミック分解能解析には、その労力に見合った価値があるのでしょうか？それとも、「労

多くして功少なし」なのでしょうか？ここではまず、最近の crambin と aldose reductase の解

析例からサブアトミック分解能解析の意義とその可能性について考えたいと思います。 

 

３．Crambin と Aldose Reductase のサブアトミック分解能解析 

 Jelsch らは 2000 年に abyssinian cabbage という植物の種子貯蔵タンパク質である crambin

の 0.54Å分解能結晶構造解析を報告しました。Crambin は古くから X 線結晶構造解析されてい

るタンパク質で、1979 年に既に Hendrickson らが 0.88Åという驚異的な分解能の回折を報告し

ています。また、MIR による解析が困難であったため、SAD 法によって構造決定がなされた最

 



初のタンパク質となり、その後の MAD 法開発の基礎となったことからも、X 線解析の歴史におい

て重要なタンパク質といえます。 

Jelsch らはこの「歴史的」なタンパク質について、EMBL の BW7A ビームラインにおいて短い

波長の X 線(λ=0.54Å)を用いて 0.54Å分解能のデータセットを収集し、さらに低分子の高分解能

X 線解析でしか用いられていなかった non-spherical な multi-polar atom model に基づいた精密

化(Charge density refinement)を行いました。得られた valence electron の分布を示す電子密度

マップ(deformation map)を、モノペプチドの量子化学計算の結果と比較することで、タンパク質

のような生体高分子においても実験的に得られた（サブアトミック分解能Ｘ解回折）データから、

charge density の解析が可能であることを示しました。従来の spherical model を用いた

refinement では、タンパク質の構造について「geometric な情報」しか得ることが出来ませんで

したが、Jelsch らの研究はサブアトミック分解能構造解析によって、タンパク質の「chemical 

reactivity の情報」が得られることを示しました。 

また Podjarny のグループは 2004 年に Aldose Reductase の 0.66Å分解能解析を報告していま

す。Crambin がわずか 46 アミノ酸残基の小さなタンパク質であるのに対し、Aldose Reductase

は 315 アミノ酸残基の酵素であり、阻害剤との複合体の形で構造解析がなされました。315 アミ

ノ酸残基中、実に三分の一近い 99 アミノ酸残基が multiple conformation を示し、613 水分子の

うち、こちらも三分の一近い 198 の水分子が１より小さい occupancy を示していました。サブア

トミック分解能解析では、このような multiple conformation の情報と anisotropic B-factor の情

報から、タンパク質の flexibility に関する詳細な情報が得られます。 

さらに、Podjarny らは主鎖のペプチド結合の C=O 結合長と C-N 結合長をプロットする解析を

行いました。サブアトミック分解能の非常に高精度な(constraints の無い)解析によって、原子間

の精密な距離情報が得られます。彼らは、それぞれのペプチド結合が置かれているタンパク質分

子内の micro-environment の違いによって、ペプチド結合が二重結合に近い状態から一重結合の

状態と様々な状態をとることを示しました。この解析結果は、精密な距離情報から化学的特性が

推測できることを示唆しています。また一方で、この結果は 36kDa もの大きさの酵素では、タン

パク質内部は局所的に化学的性質が異なっている、つまりタンパク質は低分子化合物では考えら

れないような化学的に異方性に富んだ「場」を作り出していることを物語っています。 

 

４．サブアトミック分解能 X 線解析と Computer-aided drug design 

サブアトミック分解能 X 線解析は、上述のとおりタンパク質の chemical reactivity やその

flexibility という従来の解析では得られなかった蛋白質の機能を理解する上で重要な情報を与え

ます。特に今後 computer-aided drug design の分野で重要な役割を演じることが期待されます。 

多くのタンパク質は薬物と結合する前後で、induced-fit のような構造変化を示します。サブア

トミック分解能解析によって得られるmultiple-conformationの情報は分子表面の flexibilityを予

測するのに役立ち、分子動力学シミレーション等と組み合わせることによって、リード化合物の

探索に役立つことが期待されます。またタンパク質に結合した薬物の多くは水を介した相互作用

によって安定化されていることからも、サブアトミック分解能解析で得られる膨大な水分子に関

する情報は、computer-aided drug design の大きな助けになると考えられます。 

 

５．今後の課題 

もし、「タンパク質が低分子化合物をただ大きくしただけの性質」を持ち、「サブアトミック分

解能 X 線解析が、通常の X 線解析の単なる誤差の少ない版」であるとすれば、サブアトミック分

解能解析は「労多くして功少なし」といえます。しかし、近年のサブアトミック分解能 X 線解析



の結果は、多大な労力が（computer-aided drug design 等の分野において）報われるであろうこ

と、「労多くして功少なし」ではないことを示しています。しかし、現時点では解析例が非常に少

なく、実際にデータ測定ができても、データ処理は非常に複雑で、また multiple conformation に

対応した精密化のソフト、モデリングソフトも限られており、解析には非常に時間がかかります。

今後はソフト面での整備と、サブアトミック分解能 X 線解析の例を増やす地道な努力が必要であ

るといえます。現在のサブアトミック分解能 X 線解析は、｢ローマは一日にして成らず｣もしくは

「石の上にも三年」という諺で例えることができるのではないでしょうか？ 

 

６ . サチライシン ALP I のサブアトミック分解能解析の現状  

 私たちのグループは昨年、アルカリ耐性枯草菌 NKS-21 由来の ALP I と呼

ばれるサチライシンについてサブアトミック分解能のデータ測定に成功しま

した。ALP I は、中性サチライシンファミリー、アルカリ性サチライシンファ

ミリーとは異なるファミリーに属していて、アルカリ条件下  での活性や、基

質特異性も、サチライシン BPN’、Carlsberg、Savinase と異なることが知ら

れています。  

静置法により結晶化を行なったところ、まず空間群 I4 、格子定数  a = b = 

103.6 Å ,  c = 47.5 Åの結晶が得られました。この結晶を用いて実験室系で 2.0

Å分解能のデータを測定し、枯草菌 KSM-K16 由来サチライシンの座標 (PDB

コード 1MPT)をサーチモデルとして、分子置換法により初期構造を得ること

に成功しました。その後、同じ結晶化条件で空間群 P21  、格子定数 a = 45.6 Å ,  

b = 52.2 Å ,  c  = 90.1Å ,  β  = 115.2°の結晶が得られました。この P21 結晶

を用いて、約 1 年半前に Photon Factory のビームライン NW-12A で 0.87Å分

解能のサブアトミック分解能のデータ測定を行いました。I4 結晶のデータを用

いて精密化した ALP I の座標を用いて分子置換を行い、P21 結晶の初期構造を

得ました。I4 結晶では非対称単位当たりの分子数は１分子（ 272 アミノ酸残基）

でしたが、P21 結晶では非対称単位当たりの分子数は 2 分子（ 544 アミノ酸残

基）でした。その後、測定条件を最適化して Photon Factory BL-5A にて 0.66

Å分解能のデータを測定し、Shelxl を用いた精密化とモデルの修正が現在進行

中です。Fo-Fc difference map (Fig. 1)を基に水素を順次加え、また、 Fig. 2

に示したように multiple conformation と思われる部分も順次モデリングを行

っています。  

Fig.2 . Electron density map around Glu194 

was contoured at 3.0  
Fig.1 Fo – Fc difference map around Ala 223 before any 

hydrogen atoms were included in the model contoured at 

3.0 . 


