
核酸・蛋白質の中性子構造生物学による展開 

京都大学 原子炉実験所 

茶竹 俊行 

 

1. はじめに 

 生体分子は基本的には炭素, 窒素, 酸素などの軽原子と, ほぼ同数の水素原子で構成されている. 

水素原子は電子供不体として働き, アミノ基, 水酸基, カルボキシル基などの極性官能基を形成する. 

また容易に電子を受け渡してプロトン(H+)にもなり易い. この化学反応性は生体反応において中心的な

役割を果たすと同時に, 水素結合を通して立体構造形成にも深く関わっている. また, 生体分子を取

り囲んでいる水分子は, プロトンの受容体と供不体の両方の性質を持ち, 生体分子と相互作用してよ

り精巧な機構を組上げている. 我々は, 構造生物学に新たな知見を得るために, 生体分子及び水分子

の水素原子の決定を進めている. 今回は, 核酸分子 Z-DNAの水和構造研究と, 蛋白質分子 Proteinase K

の高精度解析を報告する.  

 

2. Z-DNAの水和構造の解明 

 DNA は遺伝情報の記録媒体であり, 遺伝情報を精度よく記録⇒保存⇒再生(もしくは複製)するために, 

非常に巧妙な仕組みをとっている. つまり, DNA の基本的な立体構造である二重らせんは, データを高

密度かつ規則的に保存すると同時に, データを効率よく記録・再生できる二面性を持っている. これは

DNA塩基対を見てみると良く分かる. 図 1の主溝(DNAらせんにできる幅広い溝)と下側の副溝(幅が狭く

て深い溝)では水素結合に対する性質が異なっている. 副溝では, グアニンのアミノ基を除き, どの塩

基も一つの H+受容体を持ち, その配置もほぼ同じである(塩基対を反転させても同じ矢印方向になる). 

これに対して, 主溝側では DNAに含まれる 4つの塩基の全てが違う水素結合様式を持っている. これは, 

副溝が二重らせん構造に関わる規則的かつ周期的な領域であり, 主溝側が遺伝情報を伝える領域であ

ることを物語っている. 特に, 副溝側は水和状態の変化に対応して二重らせんの形状が大きく変化す

ることが知られている.  

ところで, DNA は, 多様なフォールディング様式を持つ蛋白質と違い, 一つの基本構造だけで様々な

役割を果たすために二重らせんの形状を周りの環境に応じて変化させている. 例えば, 通常の右巻き B

型らせんは, 高塩濃度で左巻きの Z型らせん, 脱水状態では A型らせんに転移する. この構造変化を原

子レベルで解明することは, DNA 薬剤などのバイオエンジニアリングにおいて DNA をパーツの１つとし

て扱う上での重要な情報となることが期待される. 今回は, JAEAで行った世界最初の核酸オリゴマーの

中性子結晶解析である, Z-DNA d(CGCGCG)の水和構造について報告する.  

 

図 1. DNAの塩基対におけるプロトン受容体(赤矢印)と供不体(青矢印).  



図 2.溶媒領域の中性子フーリエ図.  

(上から, 副溝. 主溝, リン酸基付近) 

二重らせん表面は, 副溝側, 主溝側, そして側面のリン酸基

付近に大別される(図 2). 中性子回折では重水(D2O)溶媒を使用

するため, H2O ではなく D2O が観察される. リン酸基付近(図 2

下)では, リン酸基の間をつなぐように三角型のD2Oが水素結合

を形成している. また外側の部分には, ボール型の D2O がリン

酸基を取り囲んでいる. このボール型の D2O は水分子が結晶内

で自由回転している運動性の高い分子であると考えられる. 

今回の解析では DNA 表面の場所に応じて水のダイナミクスに

大きな変化が見られた. 副溝は前述のように DNA の背骨の部分

であり, 水分子が周期的に配置されている. 副溝では 12 個の

水分子が見つかり, その中の 11 個までが三角型の形状を取っ

て多数の水素結合ネットワークを形成していた. これに対して、

主溝では三角型とボール型が同じ位の割合になっている. 主溝

は塩基対により変化して遺伝情報の伝達に対応している部分で

あり,副溝よりも柔軟な水和構造をとるとことは合理的である.

また, リン酸基付近の水和構造はさらに丌安定で、三角型の占

める比率は 3分の 1 程度に過ぎない. これは、リン酸基の付近

が遺伝情報にあまり関係なく, 水分子は単にリン酸基の負電荷

を中和しているに過ぎないことを示唆している. このダイナミ

クスの差異は, DNAの機能に対応した興味深い結果である. 

 Z-DNA の解析で判明したもう一つの興味深い結果は, 規則的

な水和構造をとると考えられていた副溝側において, 水和構造

に部分的な揺らぎが生じていたことである. 具体例として, 

副溝のグアニンとリン酸基をつなぐ水素結合ネットワークを

挙げる. このネットワークの理想的な形は, Gua4から始まる水素結合である. N2原子(Gua)から水素結

合が二又で二回分岐して最終的に 4つの H+受容体に連結している. しかしながら,これ以外の箇所では, 

ネットワークが水分子の配向の乱れにより失われてしまった. これは, Z-DNA の水和構造が周期性 (水

分子の位置) と揺らぎ (水分子の配向) の二面性を持つことを示唆している. 今回の観測結果は, DNA

の持つ柔軟性に対応する水和構造の揺らぎであると結論できる. 我々は, この揺らぎが DNAの二重らせ

ん構造の変化のドラビングフォースではないかと期待している. 
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図 3. Z-DNAの副溝側 Guaのアミノ基からの水素結合ネットワーク 



3. Proteinase Kの高精度解析 

プロテアーゼはペプチド結合を加水分解する酵素であり, 様々な種類のものが栄養吸収, タンパク

質の廃棄, 生体防御など, 多様な生体内反応に関わっている. セリンプロテアーゼの一つである

Proteinase Kは, トリプシンの3倍の活性を持つ非常に強力なプロテアーゼであり, 幅広いpH域(4-11), 

高温(65℃), 変性剤(SDS, Urea)でも活性を維持する. また, 阻害剤も PMSFや DFP等の非逆阻害剤以外

は殆ど効果が無い. 特に, 蛋白質の表面のプロトン状態が異なる高アルカリ性・高酸性の両方で活性を

持つことは, 水素構造の観点から見て興味深い. また, この蛋白質は, 非常に高品質の結晶が得られ

ることが報告されている (0.98Å). 我々は, 放射光による高分解能 X 線解析と中性子解析を組み合わ

せることにより, 高精度の Proteinase Kの水素・水和構造解析を進めている. 

現時点では, 高品質の結晶が得られる条件を新たに発見し, 放射光による高分解能解析と, 重水溶

媒の結晶化に不える影響について考察している. 一般的に, 中性子結晶解析では非干渉性散乱を減ら

すために, 溶媒を軽水から重水に切り替えて結晶化を行う. これまで, 軽水と重水は物理化学的な性

質が似通っているため, 蛋白質の水和構造に影響を不えないと考えられてきた. しかしながら、最近で

は重水が生体分子の立体構造に影響を不えているとの報告もある. この問題を解決することは今後の

中性子による構造研究においても福音となることが期待される. 今回は, 溶媒の重水化による水和構

造への影響について明確な考察を行うために, 軽水結晶, 25%重水化結晶(75%軽水:25%重水), 50%重水

化結晶(50%軽水:50%重水), 重水化結晶の 4 種類について, 放射光での X 線実験を行った. 結晶化条件

の違いによる影響を防ぐために, 全ての結晶は溶媒以外同一条件下(20mg/ml Proteinase K, 100mM CaAc2, 

9% PEG8000, 100mM Na cacodylate (pH6.7))で行った. Ca2+イオンは Proteinase Kにとって重要な金属

イオンであり, それ以外は濃縮用のPEGとpH調整用のcacodylateしか含んでいない. 放射光(Spring-8 

BL38B1, KEK BL6A)での測定実験の結果, 1.1Åデータを収集することに成功した. 

どの結晶も同じ空間群(P43212)に属し, 格子定数の差も全体の 1%未満である. ただし, 重水置換率の

上昇とともに僅かながら結晶の品質が务化した. Wilson プロットから計算した全体温度因子は 3.69, 

3.99, 4.04, 4.86Å2 と重水素化により増大した. Rmerge も同様に 4.3, 6.3, 7.0, 8.7%と増大した. 次

に結晶間での Rcrystalを計算した. 重水結晶以外の 3 つの結晶間では Rcrystalは 10%前後だが, 重水結晶と

の間では 20%程度になる. これは, 重水結晶で何らかの構造変化が起こっていることを示している. 
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図 4. 放射光測定の結果の統計値. (左)結晶の全体温度因子と Rmergeの比較. (右)結晶間の Rcrystal. 

PK000, PK025, PK050, PK100 はそれぞれ軽水結晶, 25%重水化結晶, 50%重水化結晶, 重水結晶. 

  



図 5. 2|Fo|-|Fc|フーリエ図.  

 中央の水分子がマルチコンフォメーション. 

 現在, 構造精密化の途中であるが, R 値, Rfree 値と

もに 15%を以下であり, 非常に明瞭な電子密度図が

得られている. 以前の結晶解析で混入していた硝酸

イオンが取り除かれ, Proteinase K の一部で起こっ

ていた構造の歪みが解決している. さらに, 図 5 に

示すような水分子のマルチコンフォメーションなど

も観察され, 中性子回折との組合せにより, 非常に

高精度の解析が達成できるものと期待している. 

 中性子解析については, 昨年度に予備実験を行っ

たが, 結晶が小さかったために(0.03mm3)低角反射し

かえられなかった. 現在, Proteinase K の精製と自

己切断の抑制を組み合わせることにより, 大型結晶

の作成を進めている. 
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