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＜研究会のお知らせ＞

蛋白研セミナー「結晶学でみるタンパク質の化学と物理」
を，
日
本学術振興会第169委員会高精度解析技術開発小委員会と
の共催で開催しますので是非御参加ください．

大阪大学蛋白質研究所セミナー

共催：日本学術振興会第169委員会
高精度解析技術開発小委員会

「結晶学でみるタンパク質の化学と物理」

3月6日(火)
13:30-13:45
所長挨拶
開会の辞

日時：2012年3月6日
（火）
・7日
（水）
開催地：大阪大学蛋白質研究所1階講堂
長谷 俊治（阪大・蛋白研）
竹田 一旗（京大・院理）

13:45-15:15 （座長：竹田 一旗）
ダイヤモンドアンビルセルを使った高圧下蛋白質結晶構造解
析
渡邉 信久（名大・SRセンター）
放射光を用いて物質構造のサブナノ秒ダイナミクスを観る
足立 伸一（KEK・物構研）
シトクロムb5還元酵素反応中間体の構造解析
山田 貢（原子力機構）
15:45-17:15 （座長：中川 敦史）
イカロドプシン光反応中間体の結晶構造解析
村上 緑（名大・院理）
ADPRase結晶相反応における活性部位まわりの構造変化と
プロトン移動のダイナミクス
古池 美彦（阪市大・院理）
化学反応の足場としての蛋白質結晶の利用
田中 勲（北大・院理）
17:30-19:30

懇親会

3月7日(水)
10:00-12:00 （座長：三木 邦夫）
中性子構造生物学の現状と今後の展開
黒木 良太（原子力機構）
大型格子結晶の測定を可能にするJ-PARCタンパク質専用中
性子回折装置の設計
栗原 和男
（原子力機構）
ヒトヘモグロビンの中性子結晶構造解析
−パルス中性子の利用・測定と解析の現状−
森本 幸生（京大・原子炉）

高電位鉄イオウタンパク質の超高分解能X線構造解析
平野 優（京大・院理）
13:00-15:00 （座長：栗栖 源嗣）
高分解能構造解析によって明らかになったウシチトク酸化酵
素の特異な構造
月原 冨武（兵庫県立大・院生命）
チトクロム酸化酵素の酸素還元機構と高分解能データ収集
村本 和優（兵庫県立大・院生命）
光合成水分解を可能にする光化学系IIの構造
沈 建仁、梅名泰史、
川上恵典、神谷信夫
（岡大・院自然科学，阪市大・複合先端研，
阪市大・院理）
酸素耐性[NiFe]ヒドロゲナーゼのX線結晶構造解析
庄村 康人（兵庫県立大・院生命）
15:00-15:30 総合討論
喜田 昭子（京大・原子炉），栗栖 源嗣（阪大・蛋白研），城 宜
嗣(理研・播磨研)，鈴木 守（阪大・蛋白研），館野 賢（兵庫県
立大・院生命），田之倉 優（東大・院農），玉田 太郎（原子力
機構），藤間 祥子（東大・院薬），久野 玉雄（理研・播磨研），
福山 恵一（阪大・院理），藤橋 雅宏（京大・院理），
山縣 ゆり
子（熊本大・院薬），
山下 栄樹（阪大・蛋白研）
閉会の辞

三木

邦夫（京大・院理）

【世話人】
竹田一旗，三木邦夫
〒606-8502 京都市左京区北白川追分町
京都大学大学院理学研究科
Tel: 075-753-4031 Fax: 075-753-4032
中川敦史
(秘書:河合未奈子m-kawai@protein.osaka-u.ac.jp)
〒565-0871 吹田市山田丘3-2
大阪大学 蛋白質研究所
Tel: 06-6879-8635 Fax: 06-6879-4313
参加費無料（懇親会は有料）、事前登録不要

＜運営委員会報告＞

第169委員会委員長 坂部知平
運営委員会はメールで行っているため、開催期間は最初の提
案から決定までの期間である。
なお、議長を委員長以外の委
員が務めたときのみ議長名を記載する。

・第141回運営委員会：H22年度活動状況報告書
開催期間：平成23年６月９日〜７月６日
討議内容：6月3日付けで平成22年度産学協力研究委員会
活動報告書作成依頼があり、早速関係者の助力をえて作成
した報告書（案）
が提案された。
決定事項：誤字や分かり易い文章にする等の修正後承認さ
れた。
その後直ちにメールに依り総会に報告した。

イェロープロテインの中性子結晶構造解析
奈良先端科学技術大学院大学・物質創成科学研究科
片岡幹雄
多くの場合、
タンパク質の機能にはプロトン移動が関与して
いる。
したがって、
タンパク質機能の分子機構を理解するため
には、
プロトン
（水素原子）の位置の同定は不可欠である。高
分解能中性子結晶構造解析は、
タンパク質内の水素原子の位
置同定のために、最も有効な手段である。
イェロープロテインは、走光性の光受容体として見出された
水溶性の光受容蛋白質であり、p-クマル酸（ｐCA）
を発色団
に有している。光反応の際にN端のへリックスがほどけるなど
大きな構造変化が生じる1)。pCAからN端への情報伝達は水
素結合ネットワークを介して起きる。特に、pCAのフェノール
酸素はY42のフェノール酸素及びE46のカルボキシル酸素と
直接水素結合しており、酸素間の距離が2.6Å以下という短距
離水素結合であることが知られている。我々は、光情報伝達に
関係する二つの短距離水素結合を含めた水素結合ネットワ
ークの詳細を明らかにするため、
イェロープロテインの高分解
能中性子結晶構造解析を行った。
我々は、中性子結晶構造解析に必要な巨大結晶を安定に
作製する結晶化条件を見出した2)。
この結晶は、室温でX線は
1.25Å、中性子線は1.5Åまで回折斑点を与える良好な結晶
である。
また、我々はこれまでの中性子精密化法の欠点を克服
するため、同条件で得た巨大結晶をX線と中性子線で回折実
験を行い、同時に精密化する新しいX線・中性子線併用解析
法を開発した
（図1）。

図1．
これまでの中性子線精密化法（右）
と開発した併用法（左）
の比
較。A. Ile11、B. Phe28の例。
四角で囲んだ部分の水素原子が、併
用法では明確に見えているが、従来の方法では見えていない。

新たに開発した方法により、
イェロープロテインの1.5Å分
解能中性子構造を得た3)（図2）。
この時点で世界最高分解能
の中性子構造の一つであった。期待される942個の水素原子
のうち、
タンパク質表面に位置しているもの以外の819個の
水素原子の位置を同定することができた。
これより、発色団周
辺の水素結合ネットワークを水素原子を含めて詳細に記述で
き
（図2）、pCAとE46の間に低障壁水素結合（LBHB）
と呼ば
れる特殊な水素結合が形成されていることを解明した。図３
に、二つの短距離水素結合の詳細を示す。pCAとY42の間で
は、水素原子はY42のフェノール酸素に共有結合しているこ
とが明確である。一方、pCAとE46の間では、水素原子は二つ
の酸素原子のほぼ中間に位置し、
どちらとも共有結合してい
ない。
これが LBHBの直接的証明である。LBHBは高圧下
の有機低分子等で存在が知られていた。
また、LBHBは酵素
反応途上で過渡的に形成されるという説があったが、
タンパ
ク質中で実際に観測されたのは世界で初めてである。
これま

図2．
イェロープロテインの中性子構造（左）
とpCA周囲の水素結
合ネットワーク
（右）。水素結合を形成する水素原子が全て見えて
いる。

図3．
イェロープロテインの二つの短距離水素結合。
（左）低障壁水
素結合。水素原子がpCAの酸素原子とE46のカルボキシル酸素原
子のどちらとも共有結合せず、
ほぼ中間に存在してる。
また、核密度
分布が等方的に広がっている。
これらはLBHBの特徴である。
（右）
通常の水素結合。水素原子はY42のフェノール酸素に共有結合
し、核密度分布が共有結合している酸素原子に向かって楕円状に
広がっている。水素原子とアクセプター間の距離が通常より短い水
素結合である。

では、pCAが脱プロトン化し、E46がプロトン化していると考
えられ、
その説に基づいて全ての実験データが解釈されてい
たが、LBHBの発見は、
これまでの光反応にかかわる実験
データの再解釈を要求するほどの重大な発見である。我々
は、LBHBから通常の水素結合の緩和により、発色団からタ
ンパク質部分に光情報が伝えられるという新しい機構を提
唱している。
また、我々は、LBHBと通常の水素結合の変換は
タンパク質機能制御機構の一つと考えている。現在、変異体
を用いて光反応中間体等の中性子構造解析を進めている。

参考文献
1) H. Kamikubo et al. Biophys. J. 92, 3633 (2007).
2) S. Yamaguchi et al. Photochem. Photobiol. 83,
336 (2007).
3) S. Yamaguchi et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.
106, 440 (2009).

平成２３年度生物構造学研究会報告
中性子回折小委員会

新村信雄

「蛋白質中の水素・水分子の役割 〜中性子構造生物学の展
望〜」
をテーマに、
主催、
中性子産業利用推進協議会 生物構
造学研究会、
共催、
第169委員会 中性子回折小委員会で、
平
成23年12月19日(月)13:00〜20日(火)に東海村リコッティ大
ホールで開催されました。参加者57名で成功裡に終了いたし
ました。
研究会後に希望者は 復旧間近のJ-PARC見学をしま
した。
（写真添付）
大強度陽子加速器実験施設(J-PARC)に建設された茨城県
生命物質構造解析装置(iBIX)は，加速器の出力に合わせなが
ら調整運転を行い，2008年12月より供用を開始しました．興
味深い成果も出始めていましたが，
3.11大震災によりJ-PARC
全体が被害を受け，運転を停止しました．幸い、関係者の驚異
的な努力の御陰で、予定通り2011年12月22日にJ-PARCが
再稼働いたしました。
iBIXの復旧作業も予定通りに進み、
12月
24日に中性子実験再開されました。
当該研究会はその直前に、
J-PARCの復旧も間近になり，
iBIXを用いての中性子構造生物
学について関係者の議論の場を設ける研究会を開催しようと
いうことで 開 催されました 。
蛋白質にとって水和水が必要不可欠であるだけでなく，
多く
の蛋白質の機能・反応には水素原子が関与しています．
中性子
結晶構造解析は，
Ｘ線結晶構造解析で同定することが難しい
水素原子を可視化する最も強力な手段ですが，蛋白質の場合
には，
非常に大きな結晶を必要とするという難点があります．
こ
の研究会では，
中性子結晶構造解析の研究成果に併せて，
中
性子結晶構造解析のための結晶成長や，
近い将来に中性子結
晶構造解析のターゲットとなり得る研究，
あるいは水素原子の
同定の重要性について議論されました。
研究会は４つのセッションから成り、次のような講演がなさ
れました。
セッション１
上村みどり
（帝人ファーム）
：医薬品の副作用軽減のためには
非ステロイド骨格化合物は魅力的である。
そのための課題は高
活性化であり、基質結合に関与する水分子ネットワークの寄
与、
特に水分子のドナー、
アクセプターの確定が鍵であり、
その
ためには中性子回折実験が大きな寄与をすることを実例で紹
介された。
伊中浩治（丸和栄養食品）
：酵素反応に水分子は重要な役
割を担う。
そのような水分子の同定には、高品質結晶によるX
線や中性子構造解析が力を発揮するが、
高品質結晶育成には
高純度タンパク質調整が必須である実例を紹介された。
杉尾成俊
（三菱化学）
：フラグメントスクリーニングで開発さ
れた重水素化タンパク質の調整法は中性子結晶構造解析で用
いる重水素化試料調整へ応用できる。
大腸菌発現系及び小麦
胚芽無細胞蛋白質合成系を用いた重水素化蛋白質調整のそ
れぞれの特徴が実例を基に紹介された。
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セッション２
菅原洋子（北里大学）
：核酸構成物質水和物の温度湿度変
化相転移の構造変化を、X線・中性子回折に加え、分子動力学
計算も利用し、生体物質特有の柔軟性による水和水の移動の
様子とそのメカニズムについて、大変興味深い議論を展開して
いただいた。
熊田高之
（日本原子力研究開発機構）
：試料中の水素原子の
核スピンを偏極させる究極的な中性子利用法を中心に、
タイヤ
の構造評価などの多成分系の構造情報の抽出やタンパク質の
水素位置をより高感度で検出する中性子回折への応用の可能
性を議論してもらった。
小野高明（茨城大学）
：光合成における光の受容体タンパク
質がシグナルを伝達する際に、
水素結合のネットワーク変化が
赤外分光により観測され、
重水による同位体効果、
pHによる差
も大きく観測されたことから、水和水さらには中性子解析の重
要性について言及していただいた。
セッション３
玉田太郎、栗原和男
（日本原子力研究開発機構）
：研究用原
子炉に設置された回折計（BIX-3/4）
の現状とともに新装置の
詳細を紹介された。
井上豪
（大阪大学）
：大阪大学創晶プロジェクトにおいて実施さ
れた革新的な良質および大型結晶育成法の実例について紹介
された。
庄村康人（兵庫県立大学）
：水素の分解・合成の双方を触媒
するヒドロゲナーゼの構造・機能相関について最近報告された
酸素耐性型の解析結果を中心に紹介いただいた。
セッション４
清中茂樹（京都大学）
：酸素をセンシングする非常に重要な
膜蛋白質のお話を頂いた。今後、構造を明らかにすることが重
要になっていくテーマである。
荘司長三 （名古屋大学）
：ヘム蛋白質シトクロムP450の構造
から、基質類似物質を用いて、恣意的に機能を変換させる事を
行っている興味深い研究の報告があった。
化学の場にも蛋白質
の構造解析が非常に重要になっている。
古谷祐詞
（自然科学研究機構，
JSTさきがけ）
：赤外分光法を
用いて水素結合の有無や強弱を明らかにする方法などを御講
演いただいた。分子内・分子間の水素結合構造の変化を、
比較
的少量の試料で明らかにすることができるなど、
中性子構造解
析と相補的に使えば、
非常に有用なものになる。
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