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＜運営委員会報告＞

第169委員会委員長

坂部知平

・第145回運営委員会：役員交代について
開催期間：平成23年7月28日〜10月16日
討議内容：第137回運営委員会「年次会費について」
の審議
中、産業界委員より
「此まで、欠員補充が行われているだけで
あるが、運営委員や幹事の改選が必要、上位委員になること
で活性化と委員会参加意識の向上が見込める」
と言うご意見
が出され、此を具体化するための審議がなされた。
決定事項：選挙の方法や定数、時期など極めて多くのことが
議論された結果下記の4点が決定された。
１）委員長､ 副委員長、顧問は産学同数という枠から外し、
原則として第3期末まで幹事は現状を維持する
２）学振により５年毎に行われる継続審査に先立ち次期幹事
及び次期運営委員の選挙を行う
３）運営委員会が次期幹事及び次期運営委員会の選挙管理
委員会を代行する。
４）選出された時期幹事名簿及び次期運営委員名簿は運営
委員会の承認を得た後、運営委員会提案として、総会の承認
を得る。
・第146回運営委員会：コの字型小委員会終了
開催期間：平成23年9月1日〜9月9日
討議内容：コの字型回転対陰極小委員会委員長より終了届
が提出された。
決定事項：終了届が承認された。
・第147回運営委員会：第37回研究会について
開催期間：平成23年9月23日〜11月2日
討議内容：武田薬品工業の曽我部智研究会担当委員長から
第37回研究会プログラム(案)が提出され、
内容及び日程につ
いて審議された。講演タイトルは１．量子ビーム融合化小委員
会報告、
２．
イオンポンプ作動機構の構造的理解、
３．環状ペ
プチドによるGタンパク質の阻害機構、
４．微結晶を用いた受
容体膜タンパク質の構造解析。
決定事項：プログラムの内容は原案通り承認され、
日程につ
いては原案に幅が示されていたので、審議の結果12月13日
に決定された。尚研究会出席者数は54名、内学界29名、産
業界25名。

＜ISDSB2013の進捗状況（その４）
＞

ISDSB2013実行委員長 山根 隆

第17回ISDSB2013実行委員会（2012/4/28- 5/16）
で、実行委員の追加について検討しました。
その結果、新たに
田辺三菱製薬の加藤良平委員がISDSB2013の実行委員に
就任されました。
第18回ISDSB2013実行委員会は、6月18日
（月）12時―
13時第39回研究会の前に開催しました。主な議題は、1) 当
169委員会参加企業に対する特典、2) early registration
以降の登録費、3) 講演要旨集の広告、企業展示の料金、
など
についてでした。
これらの事項はISDSB2013の予算に密接
に関係しますが、ISDSB2013の予算案については第40回研

究会の前に総会を開催し審議していただく方向で検討が進め
られています。
ISDSB2013は予算的にかなり厳しい状況にありますの
で、第164回運営委員会でISDSB2013募金委員会（委員長
は坂部169委員会委員長）
の設置を審議していただいていま
す。設置が認められましたら、皆様方のご賛同・ご協力をよろし
くお願い申し上げます。
7月1日
（日）、名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール）
に
会場の予約に行き、予定通りの会場（講演会場としてのメイン
ホール、ポスター・企業展示会場としての第2ファッション展
示場、会議室など）が利用できることになりました。詳細は
ISDSB2013会のホームページ、
http://www.sbsp.jp/ISDSB2013/homepage/index̲j.
html の会場情報をご覧ください。
ポスター・企業展示会場
のレイアウトもほぼ出来上がって来ていますので、近々ホーム
ページで公開いたします。

＜予告＞

平成24年度第1回生物構造学研究会

開催日時：10月2日(火) 13:00-19:00
場所：研究社英語センター大会議室
テーマ：生体反応に関与する水分子とプロトン化状態の観測
①J-PARCの現状と中性子の産業利用（林眞琴）、②宇宙空
間での結晶化の実際（田仲広明）、③光化学系II複合体（PSII）
における水分子・水素結合ネットワークの役割と中性子構造
解析への期待（沈建仁）、④DNA修復関連酵素の反応過程解
明における中性子構造解析の展望（山縣ゆり子）、⑤茨城県
生命物質構造解析装置（iBIX）
の高性能化（日下勝弘）、⑥生
体高分子の中性子結晶構造解析の例（山田太郎）等の講演が
ある。詳細は第169委員会のホームページ
http://www.sbsp.jp/sbdt/の
「中性子小委員会」
を参照。

第169委員会

第40回研究会プログラム

１．
日
時：平成 24年 9月 24日(月)
２．場
所：ゆうぽうと 6階 芭蕉の間
東京都品川区西五反田８−４−１３
電話：03-3490-5111
http://www.u-port.jp/
３．研 究 会
１）13:00−14:10
司会 清水 洋成
『自然免疫系受容体TLR4とその関連タンパク質の構造生物
学的研究』
東京大学大学院 薬学系研究科
清水 敏之
２）14:10−15:20
司会 曽我部 智
『チロシンリン酸化によるCrkII, CblBの活性調節機構』
北海道大学大学院 薬学研究院
稲垣 冬彦
３）休憩 15:20−15:40
４）15:40−17:00 司会 齋藤 純一
『創薬ターゲットの構造生物学（キナーゼやエピジェネティク
スを中心に）』
（独）理化学研究所 生命分子システム基盤研究領域
横山 茂之
４．懇親会 17:15-19:15

＜研究紹介＞
高圧蛋白質結晶構造解析法とその応用
名古屋大学シンクロトロン光研究センター

渡邉信久

蛋白質に圧力をかけると大よそ300 MPa以上で可逆的な
変性が始まり、
さらに圧力を増すと不可逆的な変性が起こる。
それに伴い、多くの場合蛋白質の活性は低下し、最終的には
失活する。高圧NMR法を始めとする様々な物理化学的な測
定や、計算機シミュレーションを用いて研究がなされている
が、圧力変性の分子メカニズムを直接観察して議論した例は
無い。ISDSB2010でもお世話になったFourmeらによってダ
イヤモンドアンビルセル(DAC)を用いた高圧下での蛋白質Ｘ
線結晶構造解析が提案されている[1]。最近著者らもDACを
用いて高圧下の蛋白質構造研究を推進することを目指してい
る。
Ｘ線結晶構造解析は水和水を含む分子構造を直接見るこ
とが可能な点で他の測定手法と比較して優れている。好圧生
物の蛋白質構造とその耐圧性の関係の基礎的理解に知見を
得ると共に、耐圧酵素蛋白質の創成等、応用面でも新しい技
術開発の道を拓くことも将来の目的である。
ここではどんな実
験 をやっているの かと最 近 の 成 果 を 簡 単 に 紹 介 する 。

的振動範囲は7０度程度であり、対称性が低い蛋白質結晶で
は一個の結晶では完全な回折データを収集出来ない。
また、
試料室中は水溶液で満たされ、
その中に蛋白質結晶が浮かん
でいる。従って、
（３）DACを回転して振動写真を撮影すると
蛋白質結晶が試料室内で泳ぐ。
また、
（４）DACの圧力設定は
成り行きであり、全く同じ圧力を再現出来ないため、一つの圧
力点を複数回の測定に分けて実施出来ない。試行錯誤の結
果、試料室中に複数の結晶を方位を変えて同時に詰め込み、
それらを繊維で固定する手法を編み出して使用している。
DAC実験ではダイヤモンドを透過した回折X線を測定するた
め、短波長の高輝度X線が必須である。我々はKEK PF-AR
NW12Aに蛋白質結晶の高圧実験可能な環境を構築し、
ビー
ムラインの上限波長0.7Åを使用している。
なお、震災特別枠
でSPring-8のBL41XUの試用もさせてもらった。
深海に棲息する生物の蛋白質の多くは耐圧機構を所持し
ている。例えばマリアナ海 溝で採 取されたS h e w a n e l l a
benthica DB21MT-2由来のIPMDH（SbIPMDH）
は、150
MPaの高圧下でも常圧下の活性の70%程度の活性を保持
している。一方、常圧菌S. oneidensis MR-1由来のIPMDH
（SoIPMDH）は常圧下の活性の20%程度まで低下する。
SbIPMDHとSoIPMDHのアミノ酸配列相同性は85%と非
常に高い。耐圧性を有するSbIPMDHは、極めてわずかなアミ
ノ酸の変異で耐圧性を獲得しており、両者は蛋白質の耐圧機
構を研究する上で非常に良いモデルである。我々はこれら
IPMDHをモデル蛋白質として高圧下蛋白質X線結晶構造解
析を実施し報告した[2]。紙面の都合で詳細は論文に譲るが、
常圧菌SoIPMDHでは 650 MPaまで圧力を増加させて構
造変化を観ると、圧力上昇に伴って活性部位の裏側に相当す
る部分の分子表面の溝内部に水分子が割り込んで侵入する
様子が観測された
（図２）。
この水分子の侵入は圧力変性の初

図１. ダイヤモンドアンビルセル模式図

DACは図１に示すようにダイヤモンド２つでガスケットを挟
み込んで試料室を形成し、
ダイヤモンドを押してガスケットご
と圧縮することで試料室内に高圧を発生させる装置である。
通常は地球内部のような超高圧下での鉱物の構造や物性の
研究に使用されている。
そうした研究では数十GPa以上の超
高圧を発生させるが、我々は圧力変性前の蛋白質の結晶構造
研究が目的で、
かつ水が固体の氷に相転移する圧力が実験の
上限なので数百MPaから1 GPaの比較的低い圧力で十分で
ある。
このためダイヤモンドの端面（キュレット面）
を大きくして
試料室を広くすることが出来、比較的大きい蛋白質結晶を使
用可能にすることが出来ている。我々が製作して用いている
DACはキュレット面の直径が1mm、ガスケットの内径が
0.6mmである。
DACを用いて高圧蛋白質結晶構造解析を実行するには、
い
くつかの問題点がある。
（１）結晶に静水圧を掛けた状態で測
定を行うためには室温での測定となる。
つまり凍結して放射線
損傷を軽減することが出来ない。放射線損傷に注意しないと
何を観察しているのか分からない。
（２）DAC開口角の問題。
特殊な形状のアンビルを用いることで比較的大きな角度にし
ているが、約90度が限度である。現在の我々のDACでは実用

図２. ５８０ＭＰaでIPMDHに侵入した水分子

期状態であることが示唆される．興味深いことに、
これら侵入
した水分子は溝の底面に存在する残基と水素結合を形成す
る。SoIPMDHでは当該アミノ酸残基はSerであるが、好圧菌
SbIPMDHはAlaである。
この違いは、SbIPMDHの深海高圧
環境への適応の1つであることが推測され、実際にS266Aの
一残基置換変異体SoIPMDHはSbIPMDHと同様の圧力耐
性を獲得した。
このように高圧下で蛋白質分子内部に水分子が侵入して
いる様子を原子分解能で実験的に観測して、蛋白質の圧力耐
性との関係を議論したのは、本研究が初めての例である。
参考文献：
[1] Girard, E. et al., Biophysical J., 88, 3562-3571
(2005).
[2] Nagae, T. et al., Acta Cryst., D68, 300-309
(2012).

＜研究紹介＞
ゲルを用いたタンパク質の結晶化技術

株式会社創晶 代表取締役社長 安達宏昭

タンパク質の結晶化は、
これまで溶液中で行うことが一般的
であったが、
当社はゼリーのように完全に固化したゲル
（固相ゲ
ル）
を用いてタンパク質を結晶化し、
育成する新しい技術を開発
した
（特許出願中）。
この方法を固相ゲル結晶化法（GAIN法：
Gel Enhanced Improvement & Nucleation）
と呼び、
結晶
化ドロップの作製方法の違いにより、
On-Gel
（ゲル上に結晶化
ドロップを滴下する）
とIn-Gel（ゲルとタンパク質溶液、
リザー
バー溶液を混合させた後、
結晶化ドロップを作製する）
の 2種
の手法があり、
タンパク質の種類や結晶化条件などにより、
使い
分けている
（図1）
。

図１.

品質が保たれることを、X線回折測定で確認した3)。
つまり、
ゲ
ル中の結晶は、
クライオ操作や薬剤ソーキングにおける浸透圧
ショックに対する耐性が向上し、各種条件決定を迅速、
かつ容
易にする。
さらに、難水溶性や低親和性の化合物をソーキング
できる可能性も生じることから、
医薬品開発に貢献できる技術
である。
また、
ゲル中で得られた結晶は乾燥にも強く、X線測定
時の結晶の取り扱いが容易となる4)。
ここまで、
GAIN法の特長を述べてきたが、
欠点としては、
ゲル
から結晶を取り出す
（切り出す）
ことが難しい。
そのため、
当社で
はゲル専用の結晶取り出しツールとして、
「マイクロナイフ」
（MK-100、
MK-200）
と
「ゲルキャッチャー」
（GT-500）
を開発
した
（図2）。
これらのツールを使うことで、
ゲル中で得られた結
晶を取り出し、
X線装置にマウントできるようになる。

GAIN法
（左：On-Gel、
右：In-Gel）

これまでの研究結果から、GAIN法の利点として、以下の2つ
の効果が確認されており、
結果として高精度なX線結晶構造解
析の実現につながっている。
対象となるタンパク質は、
水溶性だ
けでなく、膜タンパク質でもGAIN法が適応できることを確認し
ている。
尚、溶液中とゲル中で得られた結晶の構造解析をそれ
ぞれ実施して比較したが、
分子構造の差は見られない1)。
①核発生確率の向上
ニワトリ卵白リゾチームなどのモデルタンパク質を用いた実
験では、核発生確率はゲル無し
（従来法）
と比べて10倍以上も
上昇した2)。
また、
ゲルに接触させるだけでも結晶化が促進さ
れることが分ったため、
On-Gelでのシッティングドロップ蒸気拡
散法を用いたスクリーニングにより、結晶化条件を探索すると
結晶化ヒット率が上がる。
ゲルを安定的に微量分注することは
難しいが 、当社の「タンパク質 O n - G e l 結 晶 化プレート」
（GP-100）
を使用すれば、
96ウェルの底部全てにゲルが入れて
あるため、従来通りの結晶化操作で、簡便に結晶化スクリーニ
ング実験ができる。
また、
mosquitoなどの自動結晶化ロボット
を使用することも可能である。
核発生確率が上昇することで、
結
晶化の再現性も向上する。
②結晶の機械的強度の向上
ゲル中で得られたタンパク質結晶は、
結晶中にゲル繊維を取
り込むことで、結晶の機械的な強度が増し、Vickers硬度の値
は、
溶液中で得られた結晶に比べ10倍以上高く、
DMSOなどの
有機溶媒や高濃度の塩溶液に浸しても破壊されず、
長時間結晶

図２. 結晶取り出しツール
当社は2005年の起業からこれまで、
レーザー照射による結
晶化や溶液攪拌などの独自技術により、結晶化受託中心のビ
ジネスを展開してきた。
革新技術であるGAIN法は、
結晶化受託
だけでなく、結晶化プレートなどの関連商品もご提供すること
で、
多くの方にご使用いただける体制を整えたい。
GAIN法が広
く普及し、
タンパク質X線結晶構造解析の一助となることを願
う。
参考文献
1) S. Sugiyama et al. Jpn. J. Appl. Phys., 48, 75502
(2009).
2) K. Tanabe et al. Appl. Phys. Express, 2, 125501
(2009).
3) S. Sugiyama et al. J. Am. Chem. Soc., 134, 57865789 (2012).
4) S. Sugiyama et al. Jpn. J. Appl. Phys., 50, 025502
(2011).
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