構造生物 Vol.6 No３
2001 年１月発行

平成１２年度中期構造生物学坂部プロジェクトの活動
運営委員会委員長
坂 部 知 平
Ｉ．ＴＡＲＡ用第１実験ステーションＢＬ６Ｂ
１．利用状況
平成１２年度中期のビームタイムは平成１２年１０月６日（金）に開始され１２月２０日
（水）に終了した。予約状況を表１に示す。前回と同様bonus日(入射器のマシンスタディー)
を予備日とし、それ以外の予備日は取らなかった。bonus timeは１週間前迄に急を要する要
求がなければキャンセルを行った。
１１月３０日から１２月３日の４日間のbeam-maintenance時には性能の良い回転式集光型
モノクロメーターを設置した。現在は未だ波長を固定しているが、暫く様子を見た後、波長
可変にする予定である。
２．ビームラインアシスタント
今期も各期間一人でお願いした。
今期のビームラインアシスタント名簿を掲載すると共に諸氏に感謝する。
氏

名

所

属

期

間

日下部吉男

昭和大学・中村研

10月 7日〜 10月29日

尾瀬 農之

北海道大学・田中研

11月 5日〜 11月30日

角南 智子

東京工業大学・竹中研

11月28日〜12月21日

３．装置の状況
今期station checking sheetに書かれたコメントは合計１４件あった（表２）。今期は真空エ
ラー及びClose Doorの記述はなかった。其れに変わって、低温吹き付け装置が３回、カメラ
に関する不調が２回あった。この内１１月９日に記載されている現象は前期にも起こってお
り、今回は理学電機の工場より横沢氏が来て調整を行った。１３年３月のビームタイム後ゴ
ニオメーターを取り替える予定である。
ＢＬ１８Ｂの検出器がＣＣＤになったのに伴い、これまでＢＬ１８Ｂに設置されていた大
型ＩＰ読取装置２台がＢＬ６Ｂ及びＢＬ６Ｃの２階に移設された。現在三浦俊典氏が調整中
である。次期のビームタイム（1月20日）からはＢＬ６Ｂ用として合計5台の大型ＩＰ読取装
置が使用できる予定である。
保守が確実に行えるよう、エラーの症状などをStation Checking Sheetに出来るだけ詳しく
記述して頂きたい。宜しくお願い致します。
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表１．平成１２年度中期ＢＬ６Ｂビームタイム使用状況
LAST UPDATE: 12/19/2000 13:13
USER NAME ̲a:administer ̲c:industry ̲d:non‑industry ‑:free
A:50% area for long works, B:50% area for short works
day: am:9.00‑pm:9.00
night: pm9.00‑am:9.00(the next day)
10/ 6 FRI B
bonus̲time (day)
bonus̲time (night)
10/ 7 SAT B
Eisai̲Co.̲Ltd̲c (day)
‑ (night)
10/ 8 SUN B
‑ (day)
‑ (night)
10/ 9 MON B
‑ (day)
‑ (night)
10/10 TUE B Ajinomoto̲Co.̲Inc̲c (day)
bonus̲time (night)
10/11 WED B
Daiichi̲Pharm.̲c (day) Watanabe̲Nobuhisa̲d (night)
10/12 THU B
‑ (day)
‑ (night)
10/13 FRI B
‑ (day)
‑ (night)
10/14 SAT B
Takenaka̲Akio̲d (day)
‑ (night)
10/15 SUN B
beam̲maintenance (day)
beam̲maintenance (night)
10/16 MON A
machine̲study (day)
machine̲study (night)
10/17 TUE A
‑ (day)
‑ (night)
10/18 WED A Kyowa̲Hakko̲Kogyo̲c (day)
‑ (night)
10/19 THU A Kyowa̲Hakko̲Kogyo̲c (day)
‑ (night)
10/20 FRI A
‑ (day)
‑ (night)
10/21 SAT A
‑ (day)
‑ (night)
10/22 SUN A
‑ (day)
‑ (night)
10/23 MON B
machine̲study (day)
machine̲study (night)
10/24 TUE B
bonus̲time (day)
bonus̲time (night)
10/25 WED B Yamanouchi̲Pharm.̲c (day)
‑ (night)
10/26 THU B
JT̲c (day)
JT̲c (night)
10/27 FRI B
‑ (day)
‑ (night)
10/28 SAT B
Banyu̲Pharm.̲c (day)
‑ (night)
10/29 SUN B
Se̲Won̲Suh̲b (day)
Se̲Won̲Suh̲b (night)
10/30 MON A
machine̲study (day)
machine̲study (night)
10/31 TUE A
bonus̲time (day)
bonus̲time (night)
11/ 1 WED A
3GeV̲single‑bunch (day)
3GeV̲single‑bunch (night)
11/ 2 THU A
3GeV̲single‑bunch (day)
3GeV̲single‑bunch (night)
11/ 3 FRI A
3GeV̲single‑bunch (day)
3GeV̲single‑bunch (night)
11/ 4 SAT A
3GeV̲single‑bunch (day)
3GeV̲single‑bunch (night)
11/ 5 SUN A
3GeV̲single‑bunch (day)
3GeV̲single‑bunch (night)
11/ 6 MON A
machine̲study (day)
machine̲study (night)
11/ 7 TUE A
bonus̲time (day)
bonus̲time (night)
11/ 8 WED A
Fujisawa̲Pharm.̲c (day)
‑ (night)
11/ 9 THU A Yamanouchi̲Pharm.̲c (day)
‑ (night)
11/10 FRI A
‑ (day)
‑ (night)
11/11 SAT A
setting̲test (day)
setting̲test (night)
11/12 SUN A
Liang̲Dong‑cai̲b (day)
Liang̲Dong‑cai̲b (night)
11/13 MON B
machine̲study (day)
machine̲study (night)
11/14 TUE B
bonus̲time (day)
bonus̲time (night)
11/15 WED B
Eisai̲Co.̲Ltd̲c (day)
‑ (night)
11/16 THU B
‑ (day)
‑ (night)
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表１ 平成１２年度中期ＢＬ６Ｂビームタイム使用状況の続き
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Yamanouchi̲Pharm.̲c
‑
Chang̲Wen‑rui̲b
machine̲study
bonus̲time
‑
JT̲c
Banyu̲Pharm.̲c
Liang̲Dong‑cai̲b
overseas̲users̲a
machine̲study
bonus̲time
Fujisawa̲Pharm.̲c
beam̲maintenance
beam̲maintenance
beam̲maintenance
beam̲maintenance
machine̲study
bonus̲time
Kirin̲Brewery̲c
‑
Daiichi̲Pharm.̲c
‑
‑
machine̲study
‑
‑
‑
Mizuno̲Hiroshi̲d
‑
‑
‑
bonus̲time
‑

(day)
‑
(day)
‑
(day)
Chang̲Wen‑rui̲b
(day)
machine̲study
(day)
bonus̲time
(day)
‑
(day)
JT̲c
(day)
‑
(day)
‑
(day)
overseas̲users̲a
(day)
machine̲study
(day)
bonus̲time
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(day)
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(day)
beam̲maintenance
(day)
beam̲maintenance
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machine̲study
(day)
bonus̲time
(day)
Kirin̲Brewery̲c
(day)
overseas̲users̲a
(day)
overseas̲users̲a
(day)
‑
(day)
‑
(day)
machine̲study
(day)
bonus̲time
(day)
3GeV̲multi‑bunch
(day)
‑
(day)
Eom̲Soo̲Hyun̲b
(day)
‑
(day)
‑
(day)
‑
(day)
bonus̲time
(day) Kyowa̲Hakko̲Kogyo̲c

(night)
(night)
(night)
(night)
(night)
(night)
(night)
(night)
(night)
(night)
(night)
(night)
(night)
(night)
(night)
(night)
(night)
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(night)
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(night)
(night)
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表２ 今期発生した装置（主に大型読取装置）の問題点
月

日

装置名

エラーの種類

１０月１０日

ＩＰ５

ＡＣ/ＤＣモーターエラー ３回

１０月１１日

低温吹付

温度制御不調

１０月１２日

ＩＰ５

ＡＣ/ＤＣモーターエラー

１０月２５日

低温吹付

クライオヘッドNo.1が不調のためNo.2を使用
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１０月２７日
１０月３０日

低温吹付

クライオヘッド不調で交換

ＩＰ６

ＩＰ排出エラー

ＩＰ６

Errors are coccured many timesとの記載のみ

１１月 ９日 カメラ

センタリング時ωを１８０度以上回すと、回す方向
により結晶の位置が変動

ＩＰ２，５

データ読取不能、亦はノイズ多し。realtime display
が途中で表示できなくなる。

１１月１２日 ＩＰ

夜中の2時ＩＰ３台とも使用できなくなった８症状
の記載なし）

１１月２４日

ＩＰ５

Indyが止まった。

１１月２６日

ＩＰ６

２回エラーがあったとの記載のみ。

１２月

カメラ

ビームストッパーの調整不良

１日

４．その他
これまで理学製品、特に大型ＩＰ読取装置やゴニオメーター等の保守をしていた理学電機
の中丸幸雄氏が人事異動のためＰＦを去り、新たに三浦俊典氏が着任された（関連記事：本
号

参照）。

Ⅱ．ＴＡＲＡ第２実験ステーションＢＬ６Ｃ
毎回述べているように、ＢＬ６Ｃには日本学術振興会未来開拓推進事業の産学連携研究費
で開発中の全自動データ収集システム（愛称；galaxy）が設置されている。最初に計画した
所期の目的を達成するための機能はほぼ完成しているので、準備が出来次第テスト的に少し
オープンし、様子を見ながら徐々にユーザータイムを増していく予定である。
１．ＧＵＩによる操作
先回ＧＵＩによる操作が可能になったことを述べた。７月１２日に行事委員会主催で行わ
れた講習会で利用者から多くの要求が出され、改良可能な点については改良を行った。詳し
くは行事委員長畠忠氏の記事（本号

頁）を参照されたい。中には試料結晶観測用の望遠

鏡をズームにせよと言う要求もあったが、空間が狭く、小さな空間に収まるズーム付き望遠
鏡が見付からないため、未着手である。
２．搬送系
搬送速度を上げるため搬送系に属する３個のボールベアリングの回転速度を１．５倍速に
上げた、これ以上高速移動を行うと危険性が伴うと考え此の段階で当分の間テストを行うこ
とにした。カメラ部、読取部及び消去部等から搬送部にＩＰカセットを移動させるのには圧
搾空気を用いている。現在は必要に応じ、ポンプを作動し圧搾空気の圧力を上げている。此
に約１０秒ほどかかる。常時一定値にしておけばそれだけ搬送時間は短縮できるが、常時ポ
ンプの甲高い音が出ることになるので、現状維持を決定した。ソフト面での改良も行った。
此まで１動作づつ順次行っていた操作を、マルチ操作が出来るようにした。例えば、移動搬
送台が２θアーム上を移動しながら高さの調節を行ったり、ＩＰカセットを移動搬送台から
読取部に移動させながら同時にもう一方のＩＰカセットを消去部から消去部前方の搬送台
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に引き出す等である。マルチ操作は搬送時間の短縮に効果的であるが、危険性も増すので念
入りなバグ出しが必要である。このことを肝に銘じながら実験していたにも拘わらず、１２
月２１日、保守用の特殊なルーチンを操作中ＩＰカセットが消去装置の前方にある搬送台か
ら移動搬送台用２θアーム上に飛び出して落ちるという肝を冷やす事故が起こった。偶然が
重なり、３個の関門をクリヤーして生じた事故であった。幸い、大事には至らず、メーカー
と運送会社の協力で復旧した。１月中にメカ的な再発防止策を施行する。
通常の操作では殆ど止まらず連続７回の測定迄は作動するようになった。８回目で止まる
原因を検討中である。長期の連続運転の結果、搬送台のジャッキ用datum機構を改良する必
要のあることが判明したので、平成１３年１月に改良を行う。

２．カメラ部
ヘリウムチェンバーの窓材を厚さ0.3mmのＢｅを用いることに決定し発注した。この場合、
１．５５ÅのＸ線に対する透過度は約９２％、１．０Åに対しては約９７％である。これに
よりヘリウムに対する密閉性が格段に改良される。ヘリウムチェンバー内の光は外へ漏れな
くなるため試料結晶を観測しながらデーター収集が出来る。特にフローセルを用いた時分割
実験に際しては、試料観測用の望遠鏡にカラーＣＣＤを付ければ、ＰＨジャンプや基質の添
加などフローする溶液の性質に従って溶液を着色することにより結晶の環境が変化した時
刻を記録できる。亦、トリガー用のフラッシュランプなどを測定中に用いることも可能にな
る。
先回も述べた、予想外に強烈なバックスキャッタリングを減少させるため、鉛板を用い径
４ｍｍ、長さ１０ｍｍのビームトンネルをテスト的に造り、スクリーンのＸ線入射口の上流
側に取り付けた。その結果Ｘ線の通路から約半径５ｍｍ以内にバックスキャッタリングが観
測される程度に激減した。４象限スリットが完成すると入射ビーム自身が成型されるためビ
ームトンネルの径を更に細くできるので、バックスキャッタリングの問題はこの方法で解決
できるものと考えている。早急に仕様を完成しメーカーにビームトンネルの製作を依頼する。
通常の使用に関してはほぼ解決の見通しが出来たが、位相差測定実験では３度以内ではある
がμ回転角を振るため、ビームトンネルの横幅は２０ｍｍほど必要になる。このため上記の
方法では横方向のバックスキャッタリングが問題になる。その場合、ビームトンネルをヘリ
ウム置換する必要が出てくる可能性が大きいが、これについては４象限スリットの完成後検
討する。
３．読取部
ＩＰカセットの側面タイヤの形状を変えた結果、横揺れの結果生じる強度変化は誤差範囲
になった。未だ耐久性は未知であるが、１０月から１２月までのテストでは合格ラインにい
る。そこで、ＩＰカセットの仕様は固まったものとし、位置高分解能用ＩＰカセットの製作
開始にＧＯサインを出した。
横揺れの問題が解決したので、位置感度斑補正を平成１３年１月下旬より行えるようにす
る計画である。
４．消去部
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消去は３０秒以内でイメージは十分消去され、性能は十分である。
事実上無害なほどであるがシャッターを閉じ、ＩＰカセットが消去部にいない場合、シャ
ッターの隙間から少量の光が漏れている。近日中にシャッターの形状を検討し改良する予定
である。
５．試料結晶の軸立て機構
１２月にDECワークステーション(tarade3)をＳＢＳＰハウスからＢＬ６Ｃに移設し、新た
に導入したデーターサーバーAlphaServer DS20Eに送られた画像データを使用して軸立てに
必要な計算が出来るようになった。即ち、未だ一部マニュアルな部分を残しているが、リゾ
チーム結晶を用い、１回の操作で誤差０.１度以下の精度で軸立てができた。ワイセンベルグ
データー収集では軸立ての誤差は１度まで許されるので、今回の結果は十分な精度と言える。
１月にはオートマティックな状態で作動させる予定である。詳細は東常行氏の記事（本号
頁）を参照されたい。

Ⅲ．コンピュータ関係
１．ネットワーク・データサーバの更新
１１月１〜２日にAlphaServer DS20Eをホストとする新しいデータサーバを中心にしてＢ
Ｌ６Ａ／Ｂ／ＣとＢＬ１８Ｂの間を結ぶネットワークを作り直した。データサーバはAlpha2
1264プロセッサ２個、５１２MBメモリ、４２５GB RAIDディスク、DLTによるバックアッ
プ装置を中心に構成されている。RAIDディスクの増強に伴って、ＩＰデータ保存領域は３
１９GBに増やし、ユーザが各自のデータを保存できる領域を１０６GB新たに用意した。
コンピュータネットワークについては、KEKネットワークへの接続を１００Mbpsに増強し、
SBSPネットワーク内からの同時接続セッション数をほとんど制限無しにした。ＳＢＳＰハウ
スとホールの実験ステーションＢＬ６Ａ／Ｂ／Ｃの回線速度を１０倍に増強し１０００Mbp
sにして、今後データ量が急激に増えると予測される自動データ収集システムの運用に備えた。
またＢＬ１８Ｂとの回線は従来通りであるがルーター及びスイッチ類は新しい機器と交換
した。
尚、ネットワーク及びデータサーバの主な変更点に付いてはＳＢＳＰのホームページ、
http://sbsp.kek.jp/sbsp/のコンピューター使用上の注意点及び佐々木教祐氏の記事（本号
頁）を参照されたい。
２．データサーバのダウン
１０月１８〜１９日AlphaServer400がダウンした。原因はCPUマザーボードとPCIボードと
を繋ぐブリッジモジュールの障害で一部のPCIボードが動作しなくなった。コンパックが修
理に来てモジュールを交換して復旧した。その間実験ステーションのデータはＩＰリーダに
接続しているローカルディスクに保存することにより対処した。
３．ネットワークとデータサーバの利用状況
サーバを更新してからデータの消去プログラムは実行していないが、１２月末現在の使用
率は50%である。RAIDディスクの領域が以前に比べて約２倍量になったこととCCDユーザが
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多くなりデータサーバの利用が比較的少なくなったこと、及びＢＬ６Ｃの本格的な利用が未
だスタートしていないことなどの理由により、今のところ余裕がある。
今期の１日当たりのバックアップ量を図１に示す。今期の最高は３７GB/dayであった。

Ⅳ．各種委員会報告
１．運営委員会
第７回運営委員会が平成１２年１２月５日（火）にＳＢＳＰハウス２階セミナーホールで
開催された。詳細は本号１頁を参照。

図１

平成１２年度中期に於けるデーターのバックアップ状況

２．編集委員会
第１６回編集委員会が平成１２年１１月９日開催された。
出席者は、石川弘紀、栗原宏之、坂部貴和子、坂部知平、祥雲弘文、曽我部智、田仲可昌（五
十音順）の７名であった。構造生物Vol.6,No.3の原稿最終チェック並びに印刷等のスケジュ
ール確認が行われた。続いて、次号(Vol.7, No.1)の内容についての検討が行われ、執筆をお
願いする方々を決定した。
３．行事委員会報告
下記のプログラムにより講演会が行われた。講演者の都合により急遽開催が決まったこと
及び当日が日本結晶学会年会と重なったにも拘わらず１０名の参加者があった。中国から共
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同利用に来ていたLiang Dong-Cai教授のグループも加わり活発な討論が行われた。ＭＳＩ講
演の詳細は本号

頁を参照されたい。

参加者：香川正行（農水省生物研）、鈴木喜大（農水省生物研）、杉尾成俊（三菱化学）、
尾瀬農之（北大理）、坂部知平（ＦＡＩＳ），坂部貴和子（ＦＡＩＳ），宮本康弘（ＦＡＩ
Ｓ），Liang Don-Cai (Inst. Biophysics Chinese Academy of Science)、Wenrui Chang (IB CA
S), Yun Caihong(IB CAS)、
日

時：

平成12年11月21日

１３：３０〜１５：００

場

所：

SBSPハウス

講

師：

Roderick E. Hubbard 教授(Department of Chemistry, University of York)

演

題：

MSI社Ｘ線コンソーアムに付いて

Hubbard 教授は、MSI社 X-RAY コンソーシアムのディレクターをしており、本年６月よ
りスタートしたコンソーシアムについて、ご説明くださいます。データー収集から構造解析
に至るまで全自動化することが叫ばれている今日、このコンソーシアムは自動解析プログラ
ムに取り組んでおり、その現状を拝聴できることは誠に有意義だと感じ、急遽研究会を企画
致しました。
１２月５日、第７回運営委員会終了後、今回は実際に参加者がGaluxyを操作しLysozyme結
晶の軸立てから、画像データー収集までを習得するのを目的として、第２回Galaxy講習会を
行った。参加者はBERIの土屋大輔氏と日本ロシュの深海隆明の２名であった。操作は土屋大
輔氏が行った。

Ｖ．ＫＥＫの一般公開に協力
高エネルギー加速器研究機構（ＫＥＫ）は毎年敬老の日に機構の一般公開を行っている。
ＫＥＫ・物質構造科学研究所・放射光施設（ＰＦ）よりＳＢＳＰビームライン（ＢＬ６Ｂ及
びＢＬ６Ｃ）を一般公開するようにとの要請があった。実験ステーションの公開だけでは物
足りないので、急なことではあったがＳＢＳＰメンバーに協力を仰ぎ多くの解析結果の図を
頂いて掲示した、中には未公開の構造も含まれていたので、構造の写真撮影は遠慮願った。
感謝の意を表し、公開に掲示した構造のうち許可が得られた構造のみ図２に掲載。
した。亦、ＳＢＳＰの経緯（試料１）と成果として論文のタイトルと著者名のリストも掲示
した。此のリストは現在もそのまま掲示されている。説明には名古屋大学佐々木教祐研究室
の大学院生・西野泰暢及び森宏威両名の援助をえた。

試料１ 構造生物学坂部プロジェクト(SBSP)の経緯と研究成果
プロジェクトの経緯
平成6年度 設立準備期間 筑波大学応用生物化学系
平成７年度 機関誌 構造生物の発行開始（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ画面参照）
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ画面参照）
筑波大学先端学際領域研究センター（TARA)の研究プロジェクトの一つとして承認
され生命機能制御研究アスペクトの基に3年計画でスタートした。
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研究題目；放射光X線による生命機能維持物質の結晶構造解析と利用基盤に関する研究
プロジェクト代表；坂部知平（ 筑波大学応用生物化学系教授）
目 的；固体維持と存続を機能的側面から理解するために、その基礎として最も重要と考
えられる関連物質の3次元構造をX線結晶構造解析法により決定すること、ならび
れに関する最先端の技術開発を行うことである。さらに得られた構造を基礎に生
制御機構を研究すること、またコンピューターグラフィックスによる分子設計

にそ
命体の

などを利

用して農業、医療、工業への利用研究の基礎作りも合わせて行うことである。
研究の遂行；９つのサブプロジェクトによる。
構成員；出資企業、大学、研究機関、外国の大学及び研究機関のメンバー
財政基盤；企業からの出資金
運

営；運営委員会、総会

主な事業；高エネルギー加速器研究機構（ＫＥＫ）と筑波大学間に５年間の覚え書きを交
わしPFにプロジェクト用のビームラインBL6Bを建設、インターネットを導入した
自の予約システム（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ画面参照）
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ画面参照）の導入を行った。

独

平成8年度；主な事業；TARAプレハブの建設
平成9年度；坂部知平教授の退官に伴ってプロジェクト代表に祥雲弘文教授（筑波大学応
生）が就任され坂部知平は運営委員会委員長として活動を続ける。
平成10年度；主な事業：プロジェクト用の第２ハッチBL6Cの建設。
日本学術振興会未来開拓事業（代表；坂部知平）により開発された自動回折データー
収集システムをＢＬ６Ｃ内に設置した。
平成11年度；筑波大学とＫＥＫ間の覚え書き有効期限終了後、（財）国際科学振興財団に
主体を移し名称をStructural Biology Sakabe Project（ＳＢＳＰ）と改め、新たにＫＥＫ
との間に民間等との共同研究契約を結び再出発し、現在に至っている。
研究成果
１．論文等 １１６編
平成７，８年は数編のみ、殆どの論文は平成９−１１年の３年間（展示参照）。
２．最近完成した蛋白質結晶構造解析の成果（展示及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ
（展示及びｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ画面参照）
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ画面参照）。
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関連プロジェクト
１．文部省科学研究費補助金（重点領域研究）動的蛋白結晶解析（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ画面参
ﾀｰ画面参

照）。平成５−８年度

代表者 坂部知平

２．日本学術振興会・回折構造生物第１６９委員会（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ画面参照）。
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ画面参照）。
平成１２年−

委員長

坂部知平
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図２

ＫＥＫ一般公開に掲示したBL6Bを使用して最近得られた蛋白質の構造
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図２

ＫＥＫ一般公開に掲示したBL6Bを使用して最近得られた蛋白質の構造の続き
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Ⅵ．業績紹介
１．祥雲弘文（筑波大）、城宜嗣（理研）
→ Val, Thr) in the fe
Crystal structures of cytochrome P450nor and its mutants (Ser286→
rric resting state at cryogenic temperature: a comparative analysis with monooxygenase
cytochrome P450s
Journal of Inorganic Biochemistry 81, 191-205 (2000)
Hideaki Shimizu１, Sam-Yong Park２, Dong-Sun Lee２, Hirofumi Shoun３, Yoshitsugu Shiro２
１

The Faculty of Sceince, Gakushiuin University, Mejiro, Toshima-ku, Tokyo 170-0031, Japan

２

RIKEN Harima Institute / Spring-8, Mikazuki-cho, Sayo, Hyogo 679-5148, Japan

３

The Institute of Applied Biochemistry, Tsukuba University, Tsukuba, Ibaraki 305-8572, Japan

Summary
Cytochrome P450nor (P450nor) is a heme enzyme isolated from the denitrifying fungus Fusa
rium oxysporum and catalyzes the NO reduction to N２O. Crystal structures of the wild type
and two Ser286 mutants (Ser286→ Val, Ser286→ Thr) of P450nor have been determined for
the ferric resting forms at a 1.7 Å resolution at cryogenic temperature (100K). We carried
out three comparative analyses:(1)between the structures of P450nor at room temperature and
cryogenic temperature, (2)between the structures of P450nor and four monooxygenase P450s,
and (3) between the structures of the WT and the Ser286 mutant enzymes of P450nor. Com
parison of the charge distribution on the protein surface suggests that proton and electron flo
w to the heme site is quite different in P450nor than in monooxygenase P450s. On the basis
of the mutant structures, it was found that a special hydrogen-bonding network, Wat99-Ser2
86-Wat39-Asp393-solvent, acts as a proton delivery pathway in NO reduction by P450nor. In
addition, the positively charged cluster located beneath the B'-helix is suggested as possible
NADH binding site in P450nor, from which the direct two-electron transfer to the hem site a
llows to generate the characteristic intermediate in the NO reduction. These structural characte
ristics were not observed in structures of monooxygenase P450s, implying that these are facto
rs determining the unique NO reduction activity of P450nor.

２．祥雲弘文（筑波大）、城宜嗣（理研）、足立伸一（理研）
Proton Delivery in NO Reduction by Fungal Nitric-oxide Reductase
---Cryogenic Crystallography, Spectroscopy, and Kinetics of Ferric-NO complexes of Wild-Typ
e and Mutant Enzymes--The Journal of Biological Chemistry 275, 7, 4816-4826 (2000)
Hideaki Shimizu, Eiji Obayashi１, Yuki Gomi１, Hiroshi Arakawa１, Sam-Yong Park２, Hiro Na
kamura２, Shin-ichi Adachi２, Hirofumi Shounn３, and Yoshitsugu Shiro２
The Faculty of Science, Gakushuin University, Mejiro, Toshima-Ku, Tokyo 170-0031, Jap
an
１

Department of Applied Chemistry, Chuo University, Bunkyo-ku, Tok.yo 112-8551, Japan

２

RIKEN Harima InstitutelSPring-8, Mikazuki-cho, Sayo, Hyogo 679-5148, Japan
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３

Institute of Applied Biochemistry, Tsukuba University, Tsukuba, Ibaraki 305-8572, Japan

Summary
Fungal nitric-oxide reductase (NOR) is a heme enzyme that catalyzes the reduction of NO to
N２O through its ferric-NO complex, the first intermediate of the catalysis. Crystal structures
of the ferric-NO forms of wild type (WT) fungal NOR, and of the Ser２８６ → Val and Ser２
８６

→ Thr mutant enzymes were determined to 1.7Å resolution at cryogenic temperature (10

0 K). This shows a slightly tilted and bent NO binding to the heme iron, in sharp contrast t
o the highly bent NO coordination found in ferrous hemoproteins. In the WT structure, a spe
cific hydrogen-bonding network that connects the active site to. the solvent was identified, H
７４
)-Ser２８６-H２0(Wat３３) -Asp３９３-solvent. Wat７４ is located 3.10 Åfrom the iron-bound
２0(Wat
NO. Replacement of Ser２８６ with Val or Thr scarcely alters the NO coordination structure bu
t expels the water molecules, Wat７４ from the active site. The Asp３９３ mutation does not infl
uence the position of Wat７４, but disrupts the hydrogen-bonding network at Wat３３, as evidenc
ed by enzymatic, kinetic, and spectroscopic (resonance Raman and IR) results. The structural
changes observed upon the Ser２８６ or the Asp３９３ mutation are consistent with the dramatic l
oss of the enzymatic activity for the NO reduction of fungal NOR. We have conclusively ide
ntified the water molecule, Wat７４, adjacent to the iron-bound NO as a proton donor to the F
e-NO moiety. In addition, we find the hydrogen-bonding network, H２0(Wat７４)-Se２８６-H２0(Wat
３３

)-Asp３９３, as a proton delivery pathway in the NO reduction reaction by fungal NOR.

３．祥雲弘文（筑波大）
Nitric oxide reduction, the last step in denitrification by Fusarium oxysporum, is obligato
rily mediated by cytochrome P450nor
Mol Gen Genet 263, 342-348 (2000)
N.Takaya and H.Shoun
Institute of Applied Biochemistry and TARA (Tsukuba Advanced Research Alliance) Center,
University of Tsukuba, Ibaraki 305-8572, Japan.
Summary
The involvement of cytochrome P450nor (P450nor) is the most striking feature of the fung
al denitrifying system, and has never been shown in bacterial systems. To establish the physi
ological significance of the P450nor, we constructed and investigated mutants of Fusarium ox
ysporum that lacked the gene for P450nor. We mutated the gene by targeted integration of a
disrupted gene into the chromosome of F. oxysporum. The mutants were shown to contain
neither P450nor protein nor nitric oxide (NO) reductase (Nor) activity, implying that they are
indeed deficient in P450nor. These mutants had apparently lost the denitrifying activity and
failed to evolve nitrous oxide (N２O) upon incubation under oxygen-limiting conditions in the
presence of nitrate. Their mycelia exhibited normal levels of dissimilatory nitrite reductase
(Nir) activity and were able to evolve NO under these conditions. The promoter region of th
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e P450nor gene was fused to lacZ and introduced into the wild-type strain of F. oxysporum.
The transformed strain producedβ- galactosidase under denitrifying conditions as efficiently
as the wild type does P450nor. These results represent unequivocal genetic evidence that P45
0nor is essential for the reduction of NO to N２O, the last step in denitrification by F. oxys
porum.

４.田仲可昌（筑波大）
The mitochondrial DNA of Dictyostelium discoideum: complete sequence, gene co
ntent and genome organization
Mel Gen Gcnet (2000) 263: 514-519
S. Ogawa, R. Yoshino, K. Angata, M. Iwamoto, M. Pi, K. Kuroe, K. Matsuo, T. Morio,
H. Urushihara, K. Yanagisawa and Y. Tanaka
Summary
We present an overview of the gene content and organization of the mitochondrial genome
of Dictyostelium discoideum. The mitochondria genome consists of 55,564 bp with an A + T
content of 72.6%. The identified genes include those for two ribosomal RNAs (rnl and rns).
18 tRNAs, ten subunits of the NADH dehydrogenase complex (nadl, 2. 3. 4. 4L, 3. 6. 7. 9
and 11), apocytochrome b (cytb). three subunits of the cytochrome oxidase (cox1/2 and 3). f
our subunits of the ATP synthase complex (atp1, 6, 8 and 9), 15 ribosomal proteins, and fi
ve other ORFs, excluding intronic ORFs. Notable features of D. discoideum mtDNA include t
he following. (1) All genes are encoded on the same strand of the DNA and a universal gen
etic code is used. (2) The cox1 gene has no termination codon and is fused to the downstre
am cox2 gene. The 13 genes for ribosomal proteins and four ORF genes form a cluster 15.4
kb long with several gene overlaps. (3) The number of tRNAs encoded in the genome is no
t sufficient to support the synthesis of mitochondrial protein. (4) In total, five group I introns
reside in rnl and cox1/2, and three of those in cox1/2 contain four free-standing ORFs. We
compare the genome to other sequenced mitochondrial genomes. particularly that of Acantha
moeba castellanii.

５.畠忠（三共）、伊藤秀一郎（三共）
Crystallization and preliminary analysis of cytochrome P450ｓｃａ−２ from Streptomyces carb
ophilus involved in production of pravastatin sodium, a tissue-selective inhibitor of HMG-C
oA reductase
Acta Cryst. D55, 1209-1211 (1999)
Shuichiro Ito１, Tatsuji Matsuoka２, Ichiro Watanabe２, Takeshi Kagasaki２, Nobufusa Serizawa２
and Tadashi Hata１
１

Analytical and Metabolic Research Laboratories, Sankyo Co. Ltd., 1-2-58, Hiromachi, Shinag

awa-ku, Tokyo, 140-8710, Japan
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２

Biomedical Research Laboratories Sankyo Co. Ldt., 1-2-58, Hiromach, Shinagawa-ku, Tokyo,
140-8710, Japan

Summary
Cytochrome P450ｓｃａ−２ from Streptomyces carbophilus catalyzes the hydroxylation of ML-236
B sodium salt to pravastatin sodium, a tissue-selective inhibitor of 3-hydroxy-3-methylglutarylcoenzymeA (HMG-CoA) reductase. HMG-CoA reductase is a key enzyme in cholesterol bios
ynthesis. Crystals of the protein were obtained by the vapour-diffusion method. using ammoni
um sulfate as a precipitant. The crystals belong to the trigonal space group P3１21 (or its ena
ntiomorph, P3２21) with unit-cell dimensions a = 103.5. c = 79.8 Å. Assuming the presence
of one molecule in the asymmetric unit, the calculated value of Vｍ is 2.68 Å３ Da−１. A nat
ive data set was collected to a resolution of 2.2 Å.

６．鈴木榮一郎（味の素）、石川弘紀（味の素）、権藤慶子（味の素）
X-ray structures of a novel acid phosphatase from Escherichia blattae and its complex wi
th the transition-state analog molybdate
The EMBO Journal 19 ,11, 2412-2423 (2000)
Kohki Ishikawa, Yasuhiro Mihara１, Keiko Gondoh, Ei-ichiro Suzuki and Yasuhisa Asano２
Central Research Laboratories. Ajinomoto Co.. Inc.. l-l Suzuki-cho. Kawasaki-ku. Kawasaki 21
0-8681.
１

Fermentation and Biotechnology Laboratories. Ajinomoto Co.. Inc.. 1-1 Suzuki-cho. Kawasa

ki-ku, Kawasaki 210-8681
２

Biotechnology Research Center. Faculty of Engineering. Toyama Prefectural University. 518

0 Kurokawa. Kosugi. Toyama 939-0398. Japan
Summary
The structure of Escherichia blattae non-specific acid phosphatase (EB-NSAP) has been det
ermined at 1.9 Å resolution with a bound sulfate marking the phosphate-binding site. The e
nzyme is a 150 kDa homohexamer. EB-NSAP shares a conserved sequence motif not only wit
h several lipid phosphatases and the mammalian glucose-6-phosphatases, but also with the va
nadium-containing chloroperoxidase (CPO) of Curvularia inaequalis. Comparison of the crysta
l structures of EB-NSAP and CPO reveals striking similarity in the active site structures. In
addition, the topology of the EB-NSAP core shows considerable similarity to the fold of the
active site containing part of the monomeric 67 kDa CPO, despite the lack of further sequen
ce identity. These two enzymes are apparently related by divergent evolution. We have also d
etermined the crystal structure of EB-NSAP complexed with the transition-state analog molybd
ate. Structural comparison of the native enzyme and the enzyme-molybdate complex reveals th
at the side-chain of His150, a putative catalytic residue, moves toward the molybdate so that
it forms a hydrogen bond with the metal oxyanion when the molybdenum forms a covalent
bond with NE2 of His189.
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７．森川耿右(BERI)、有富正治(BERI)、国島直樹(BERI)、岡本智之(BERI現在ｷﾘﾝﾋﾞｰﾙ）、黒
木良太(ｷﾘﾝﾋﾞｰﾙ)
Atomic structure of the GCSF-receptor complex showing a new cytokine-receptor recogni
tion scheme
Nature 401, 6754, 713-717 (1999)
Masaharu Aritomi１，３, Naoki Kunishima１, Tomoyuki Okamoto１，２, Ryota Kuroki２, Yoshimi Ot
a１，４ & Kosuke Morikawa１
１

Biomolecular Engineering Research Institute, 6-2-3 Furuedai, Suita-city, Osaka 565-0874, Jap

an
２

Central Laboratories for Key Technology, Kirin Brewery Co. Ltd, 13-5 Fukuura, Kanazawa-k

u, Yokohama-city, Kanagawa 236-0004, Japan
３

Present address: Asahi Chemical Industry Co. Ltd, 2-1 Samejima, Fuji-city, Shizuoka 416-85

01, Japan (M.A.);
４

Present address: Toray Industrial, Inc., 1111 Tebiro, Kamakura-city, Kanagawa 248-0036, Jap

an.
Summary
Granulocyte colony-stimulating factor (GCSF) is the principal growth factor regulating the
maturation, proliferation and differentiation of the precursor cells of neutrophilic granulocytes
and is used to treat neutropenia. GCSF is a member of the long-chain subtype of the class 1
cytokine superfamily, which includes growth hormone, erythropoietin, interleukin 6 and onco
statin M. Here we have determined the crystal structure of GCSF complexed to the BN-BC
domains, the principal ligand-binding region of the GCSF receptor (GCSFR). The two recepto
r domains form a complex in a 2:2 ratio with the ligand, with a non-crystallographic pseudotwofold axis through primarily the inter-domain region and secondarily the BC domain. This
structural view of a gp130-type receptor-ligand complex presents a new molecular basis for c
ytokine-receptor recognition.

８．Se Won Suh (Seoul National University)
Crystal Structures of Thermostable Xylose Isomerases from Thermus caldophilus and Ter
mus thermophilus: Possible Structural Determinants of Thermostability
J. Mol. Biol., 288, 623-634 (1999)
Changsoo Chang１, Byung Chul Park２, Dae-Sil Lee２ and Se Won Suh１
１

Department of Chemistry, College of Natural Sciences, Seoul National University, Seoul, 151

-742, Korea
２

Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology, Korea Institute of Science and Te

chnology, Daejon 305-333, Korea
Summary
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The crystal structures of highly thermostable xylose isomerases from Thermus thermophilus
(TthXI) and Thermus caldophilus (TcaXI), both with the optimum reaction temperature of 9
0℃, have been determined by X-ray crystallography. The model of TcaXI has been refined t
o an R-factor of 17.8 % for data extending to 2.3Å and that of TthXI to 17.1% for data e
xtending to 2.2 Å. The tetrameric arrangement of subunits characterized by the 222-symmetr
y and the tertiary fold of each subunit in both TcaXI and TthXI are basically the same as i
n other xylose isomerases. Each monomer is composed of two domains. Domain I (residues
1 to 321) folds into the (β/α)８- barrel. Domain II (residues 322 to 387), lacking β-strand
s, makes extensive contacts with domain I of an adjacent subunit. Each monomer of TcaXI c
ontains ten β-strands, 15 α-helices, and six 3１０-helices, while that of TthXI contains ten β
-strands, 16 α-helices, and five 3１０- helices. Although the electron density does not indicate
the presence of bound metal ions in the present models of both TcaXI and TthXI, the activ
e site residues show the conserved structural features. In order to understand the structural ba
sis for thermostability of these enzymes, their structures have been compared with less therm
ostable XIs from Arthrobacter B3728 and Actinoplanes missouriensis (AX1 and AmiXI), with
the optimum reaction temperatures of 80℃ and 75 ℃, respectively. Analyses of various fact
ors that may affect protein thermostability indicate that the possible structural determinants of
the enhanced thermostability of TcaXI/TthXI over AXI/AmiXI are (i) an increase in ion pair
s and ion-pair networks, (ii) a decrease in the large inter-subunit cavities, (iii) a removal of
potential deamidation/isoaspartate formation sites, and (iv) a shortened loop.

９．Se Won Suh (Seoul National University)
Crystal Structure of a 16 kDa Double-headed Bowman-Birk Trypsin Inhibitor from Barl
ey Seeds at 1.9 Å Resolution
J. Mol. Biol., 293, 1133-1144 (1999)
Hyun Kyu Song, Young Sil Kim, Jin Kuk Yang, Jinho Moon and Jae Young Lee and Se W
on Suh
Department of Chemistry, College of Natural Sciences, Seoul National University, Seoul, 151742, Korea
Summary
The Bowman-Birk trypsin inhibitor from barley seeds (BBBI) consists of 125 amino acid r
esidues with two inhibitory loops. Its crystal structure in the free state has been determined b
y the multiwavelength anomalous diffraction (MAD) method and has been refined to a crysta
llographic R-value of 19.1% for 8.0-1.9 Å data. This is the first report on the structure of a
16 kDa double-headed Bowman-Birk inhibitor (BBI) from monocotyledonous plants and prov
ides the highest resolution picture of a BBI to date. The BBBI structure consists of 11 β-str
ands and the loops connecting these β-strands but it lacks α-helices. BBBI folds into two c
ompact domains of similar tertiary structure. Each domain shares the same overall fold with
8 kDa dicotyledonous BBIs. The five disulfide bridges in each domain are a subset of the se
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ven disulfide bridges in 8 kDa dicotyledonous BBIs. Two buried water molecules form hydro
gen bonds to backbone atoms in the core of each domain. One interesting feature of this tw
o-domain inhibitor structure is that the two P1 residues (Arg17 and Arg76) are approximately
40 Å apart, allowing the two reactive-site loops to bind to and to inhibit two trypsin mole
cules simultaneously and independently. The conformations of the reactive-site loops of BBBI
are highly similar to those of other substrate-like inhibitors. This structure provides the fram
ework for modeling of the 1:2 complex between BBBI and trypsin.

１０．Se Won Suh (Seoul National University)
Insights into Eukaryotic Multistep Phosphorelay Signal Transduction Revealed by the Cr
ystal Structure of Ypd1p from Saccharomyces cerevisiae
J. Mol. Bol., 293, 753-761 (1999)
Hyun Kyu Song, Jae Young Lee, Myong Gyong Lee, Jinho Moon Kyeongsik Min, Jin Kuk
Yang and Se Won Suh
Department of Chemistry, College of Natural Sciences, Seoul National University, Seoul, 151742, Korea
Summary
"Two-component" phosphorelay signal transduction systems constitute a potential target for
antibacterial and antifungal agents, since they are found exclusively in prokaryotes and lower
eukaryotes (yeast, fungi, slime mold, and plants) but not in mammalian organisms. Saccharo
myces cerevisiae Ypd1p, a key intermediate in the osmosensing multistep phosphorelay signal
transduction, catalyzes the phosphoryl group transfer between response regulators. Its 1.8 Å
structure, representing the first example of a eukaryotic phosphorelay protein, contains a fourhelix bundle as in the HPt domain of Escherichia coli ArcB sensor kinase. However, Ypdlp
has a 44-residue insertion between the last two helices of the helix bundle. The side-chain of
His64, the site of phosphorylation, protrudes into the solvent. The structural resemblance bet
ween Ypdlp and ArcB HPt domain suggests that both prokaryotes and lower eukaryotes utiliz
e the same basic protein fold for phosphorelay signal transduction. This study sheds light on
the best characterized eukaryotic phosphorelay system.

１１．Se Won Suh (Seoul National University)
Preliminary X-ray crystallographic analysis of Bowman-Birk trypsin inhibitor from barle
y seeds
Acta Cryst. D54, 441-443 (1998).
Hyun Kyu Song and Se Won Suh
Department of Chemistry and Center for Molecular Catalysis, College of Natural Sciences, Se
oul National University, Seoul 151-742, Korea.
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Summary
Bowman-Birk trypsin inhibitor from barley seeds has been crystallized at room temperature us
ing polyethylene glycol as precipitant. The crystal is tetragonal, belonging to the space group
P4１2１2 (or P4３2１2), with unit-cell parameters of a = b = 62.48 and c = 94.63 Å. The asy
mmetric unit contains one molecule of Bowman-Birk trypsin inhibitor with corresponding crys
tal volume per protein mass (Vｍ) of 2.89 ÅDa−ｌ and the solvent content of 57% by volum
e. The crystals diffract to at least 1.9 Å Bragg spacing upon exposure to synchrotron X-rays.
X-ray data to 1.9 Å have been collected from a native crystal.

１２．Se Won Suh (Seoul National University)
A Thermostable Xylose Isomerase from Thermus thermophilus:
Biochemical Characterization, Crystallization, and Preliminary X-ray Analyses
Journal of Biochemistry and Molecular Biology, 31, 6, 600-603 (1998)
Changsoo Chang, Byung Chul Park１, Dae-Sil Lee１ and Se Won Suh
Department of Chemistry, College of Natural Sciences, Seoul National University, Seoul 151742, Korea
１

Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology, KIST, Daejon 305-333. Korea

Summary
A highly thermostable xylose isomerase from Thermus thermophilus has been expressed in
Escherichia coli and crystallized. The purified enzyme shows its optimum temperature at 9
0℃. It has been crystallized at room temperature using polyethylene glycol 4000 as the preci
pitant. The crystal belongs to the orthorhomhic space group P2１2１2１, with unit cell parameter
s of a = 73.34 Å, b = 144.05 Å, c = 155.07 Å. The presence of one molecule of tetrame
ric xylose isomerase in the asymmetric unit gives a crystal volume per protein mass (Vｍ) of
2.32 Å３/Da and the solvent content of 47.0% by volume. The diffraction pattern extends to
1.9 Å Bragg spacing with synchrotron radiation and a set of native data has been collected
to 2.3 Å.

１３．Se Won Suh (Seoul National University)
Crystallization and preliminary X-ray analysis of a complex between the Bowman-Birk t
rypsin inhibitor from barley and porcine pancreatic trypsin
Acta Cryst. D55, 1244-1246 (1999)
Young Sil Kim, Hyun Kyu Song and Se Won Suh
Department of Chemistry, College of Natural Sciences, Seoul National University, Seoul 151742, South Korea
Summary
A 1:2 complex between the Bowman-Birk trypsin inhibitor from barley seeds and porcine pa

構造生物 Vol.6 No３
2001 年１月発行

ncreatic trypsin has been crystallized at 291 K using polyethylene glycol as precipitant. The
crystals belong to the orthorhombic space group P2１2１2１,with unit-cell parameters a = 67.10.
b = 88.38 and c = 203.65Å. The asymmetric unit contains two monomers of the complex,
with a corresponding Vｍ of 2.41 Å３Da−１ and a solvent content of 49%. Native data to 2.2
Å resolution have been collected at 100 K using synchrotron X-rays.

