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 活動報告  

 
 

平成１３年度後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．ＳＢＳＰ用第１実験ステーションＢＬ６Ｂ 
１．利用状況 
 平成１３年度後期のビームタイムは平成１４年１月２３日（水）午前９時に開始され、３

月１８日（月）午前９時に終了した。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。 
  
２．ビームラインアシスタント 
 今期は１人の応募が有った。 
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氏に感謝する。 
 
                                                                                 
   氏  名    所   属     期    間  
  内田 達也  大阪大学・楠木研  1月 24日～ 2月15日  

 
 
３．装置の状況 
１）可動状態 
 今期station checking sheetに書かれた故障やコメントを表２に示す。今期はＩＰ排出エラー

が４回生じ、その内の３回がＩＰ５，残りがＩＰ６であった。その他、Heの流量は充分有る

のにアラームが同じ日に2回鳴ったこと、及びオックスフォード社製のクライオクーラーの

調子が悪く１４０Kまでしか下がらなかったという記載があった。これまでで最も故障の少

ない期間であった。    
 
２）自動化について 
 BL6Bを自動化するためにR-AXIS-Ⅳ++を設置する。試料結晶からＩＰ面までの距離は１３

４ｃｍ～３３４ｃｍの範囲内で任意の位置に副尺（0.1mm）を頼りに固定できる。但しこの

場合は、固定する人の注意力により多少の変動が予想される。また、５０ｍｍ間隔で定位置

を儲けてあり、これらの定位置に固定すれば、個人差無く設置出来る。設定予定日は連休明

けの平成１４年５月７－９日である。１０日にテスト運転を行い、１１日よりR-AXIS-Ⅳ++
を使用した利用を開始する。しかし此れまで通りの利用法も出来るので、格子定数の大きい

試料など要求があれば適当な期間を設け大型ＩＰ利用も出来るよう運用面で工夫する予定

である。 
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      表１．平成１３年度後期ＢＬ６Ｂビームタイム使用状況  
 
  d a y :  am : 9 . 0 0 - pm : 9 . 0 0 night: pm:9.00-am:9.00(the next day) 

1/18 FRI A Camera_maintenance (day) - (night) 
1/19 SAT A Camera_maintenance (day) - (night) 
1/20 SUN A Camera_maintenance (day) - (night) 
1/21 MON A machine_study (day) machine_study (night) 
1/22 TUE A bonus_time (day) bonus_time (night) 
1/23 WED B Kyowa_Hakko_Kogyo_c (day) - (night) 
1/24 THU B Kyowa_Hakko_Kogyo_c (day) - (night) 
1/25 FRI B setting_test (day) setting_test (night) 
1/26 SAT B Matsuura_Yoshiki_d (day) Matsuura_Yoshiki_d (night) 
1/27 SUN B - (day) - (night) 
1/28 MON B machine_study (day) machine_study (night) 
1/29 TUE A - (day) - (night) 
1/30 WED A - (day) - (night) 
1/31 THU A Yamanouchi_Pharm._c (day) - (night) 
2/1 FRI A Daiichi_Pharm._c (day) - (night) 
2/2 SAT A - (day) - (night) 
2/3 SUN A Konno_Michiko_d (day) - (night) 
2/4 MON A machine_study (day) machine_study (night) 
2/5 TUE A 3GeV_single-bunch (day) 3GeV_single-bunch (night) 
2/6 WED A 3GeV_single-bunch (day) 3GeV_single-bunch (night) 
2/7 THU A 3GeV_single-bunch (day) 3GeV_single-bunch (night) 
2/8 FRI A 3GeV_single-bunch (day) 3GeV_single-bunch (night) 
2/9 SAT A 3GeV_single-bunch (day) 3GeV_single-bunch (night) 

2/10 SUN A 3GeV_single-bunch (day) 3GeV_single-bunch (night) 
2/11 MON A machine_study (day) machine_study (night) 
2/12 TUE B - (day) - (night) 
2/13 WED B setting_test (day) setting_test (night) 
2/14 THU B setting_test (day) setting_test (night) 
2/15 FRI B - (day) setting_test (night) 
2/16 SAT B - (day) - (night) 
2/17 SUN B - (day) - (night) 
2/18 MON B machine_study (day) machine_study (night) 
2/19 TUE A bonus_time (day) bonus_time (night) 
2/20 WED A Ajinomoto_Co._Inc_c (day) Ajinomoto_Co._Inc_c (night) 
2/21 THU A Fujisawa_Pharm._c (day) - (night) 
2/22 FRI A Kirin_Brewery_c (day) - (night) 
2/23 SAT A - (day) - (night) 
2/24 SUN A - (day) - (night) 
2/25 MON A machine_study (day) machine_study (night) 
2/26 TUE B setting_test (day) - (night) 
2/27 WED B Yamanouchi_Pharm._c (day) - (night) 
2/28 THU B Eisai_Co._Ltd_c (day) - (night) 
3/1 FRI B setting_test (day) - (night) 
3/2 SAT B - (day) - (night) 
3/3 SUN B - (day) - (night) 
3/4 MON B machine_study (day) machine_study (night) 
3/5 TUE A setting_test (day) - (night) 
3/6 WED A Fujisawa_Pharm._c (day) - (night) 
3/7 THU A Kyowa_Hakko_Kogyo_c (day) - (night) 
3/8 FRI A Daiichi_Pharm._c (day) - (night) 
3/9 SAT A Tsuge_Hideaki_d (day) Tsuge_Hideaki_d (night) 

3/10 SUN A - (day) - (night) 
3/11 MON A machine_study (day) machine_study (night) 
3/12 TUE B setting_test (day) - (night) 
3/13 WED B - (day) - (night) 
3/14 THU B - (day) - (night) 
3/15 FRI B BERI_c (day) BERI_c (night) 
3/16 SAT B - (day) BERI_c (night) 
3/17 SUN B - (day) - (night) 

 
 
     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  
   １月１８日 ビームライン He流量警告アラームが2回鳴った。 
   １月２５日 ＩＰ５    IP排出エラー  
   ２月 １日 ＩＰ５      IP排出エラー 
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   ２月１３日 ＩＰ５      IP排出エラー    
      ２月１６日 クライオ    最低温度１４０K 
    ３月 ７日 ＩＰ６    IP排出エラー 
    
 
Ⅱ．ＳＢＳＰ第２実験ステーションＢＬ６Ｃ 
１．モノクロメーター 
 本誌Vol.5,No.2（69-77頁）に紹介されている回転傾斜集光分光器の調整を３月１１日～１

４日に行った。Ｓｉ（１１１）面を正確に立てφ軸の回転に対し出射方向が殆ど変わらない

ようになるまで調整を行う必要がある。そのために出射方向の遮蔽物、シャッター、４象限

スリットや位置敏感型イオンチェンバーなど取り外す必要があり、大変な作業であったが、

最終的には使用に充分耐え得るところまで合わせる事が出来た。 
 現在モノクロソフトの立ち上げ中である。これには単にθ/２θ駆動のみならず、第二２θ

アームのなど搬送系の駆動も行う必要がある。またＭＡＤのためのＸＡＦＳ測定やそれに従

って波長を指定する必要がある、その他自動光軸合わせなどの動きも制御する必要がある。 
 
２．耐久テスト結果  
１）サイドベアリングタイヤ 
 昨年の１０月に読取時のＩＰカセット回転速度を毎秒２回転から３回点に上げた。半年経

った現時点で、ＩＰカセット１は順調であるが、ＩＰカセット２は回転音が次第に増加して

いる。横揺れ防止用のサイドベアリングタイヤが磨耗していた。未だ精度に対する影響は現

れていないが、このベアリングは消耗品と考えるべきだと判断し４個予備を整えた。四月中

に磨耗したタイヤを交換し調整を行う予定である。 
 
２）半導体体レーザー 
 これまで１９９８年製作の半導体レーザーを使用していた｡従って数字の上からは３年以

上使用した事になる。しかし、最初のうちはあまり点燈していなかったので、常時使用とし

ては１年半ほどと考えた方が良い。この間に光量は２割ほど減じ、読取中に発光強度が変動

するようになった。この変動は再現性があるため、位置強度むら補正により実用上差し支え

ない程度に補正されている。しかし発光強度が減じたこと、及び古くなったレーザーは何時

変動が大きくなったり、発信停止が起きても不思議ではないので、これも消耗品と考え５本

の全てを交換した。 
 
３）その他 
 消去用ナトリウムランプを１本交換した。この他、カセット１とカセット２を区別する事

が出来なくなり、センサーの感度調整を行った結果解決した。これはセンサー系感度の経年

変化によるものか或いは初めからギリギリのところに調整されていたためか判断がつかな

い。 
 
３．フォトマル高圧電源の改良 
 立ち上げ実験として参加して頂いた中には低分子のデーター収集を希望される方がおら

れた。低分子の場合、反射強度変化が大きいのでダイナミックレンジが大きいことが要求さ

れ、２θ角も大きく取る必要がある。Galaxyの場合２θ角は１２０°まで可能であるから、

低分子の測定にも適している。現在グレーレベルは100万レベルあるが蛋白質結晶に対して

は少しでも感度を高めたいので、3.5ﾚﾍﾞﾙ / x-ray photonにしてある。このため低分子データ
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ー収集に対してはダイナミックレンジが不足である。一方、読取ヘッドが5個ついているた

めフォトマルの印加電圧を切り替えて調整するのも大変である。そこで利用者が一個のボル

ームを操作するだけで感度を自由に選べれるうよう改良を施した（4月以降は1.0ﾚﾍﾞﾙ/x-ray p
hotonに調整した）。詳細が後日未来開拓欄に記載する予定である。  
 
４．Galaxy制御コンピューターのOSのバージョンアップ 
これまでOSはLinux6.2、８ビット仕様でGalaxy制御プログラムを走らせていたが、SBSPハウ

ス内の大型データーサーバーとの間の転送速度が遅く、高速データー収集の際これがボトル

ネックになっていたこと、動作中スクリーンの色が頻繁に変わること、XAFSと光軸合わせ

のための制御ソフトを Galaxy制御コンピューター上に載せることができないこと等多くの

問題点を解決するためにOSをRed Hat Linux 7.2にかえ１６ビット仕様とした。４月５日ま

でにこれらのプログラムの移植を完了した。現在までのところ全ての問題は解決したように

見える｡            
 
５．立ち上げのための利用実験 
１）我々による立ち上げ実験  
 名大佐々木研究室の星川直輝氏が調整したヒトInsulinの高分解能データーを収集した。X
線の波長は金の吸収端1.04Å、露光角Ea＝120°、S-setting、常温でΔω＝63度までデータ

ー収集を行い、分解能1.0Åまでのデーターを処理した結果、completenessは0.83、average
 redundancyは1.42、R-mergeは4.79％であった。測定範囲を63度にしたのは、常温でデー

ターを収集したため、X線の損傷の少ないところまでのデーターを集めた結果による。insul
in結晶と言えども、流石に1Å領域の反射は弱い。そのデーターを加えてR-merge＝4.79は大

変良い結果だといえる。 
 この他、低分子の例としてcitidine結晶のデーターを測定した。Ea=180°、S-setting、W
eisennbergモードで80°/フレーム、計4フレームにΔω＝320°のデーターを記録した。分

解能0.7Åまでのデーターを処理したところcompleteness＝0.58、redundancy＝4.49でR-m
erge＝3.23%をえた。Completenessが低いのは円筒軸方向の分解能がX線の波長1.04Åに対

し分解能2.12Å までのデーターしか記録できないためである。従ってcompletenessを上げ

るためには短波長のX線を用いるか或いは90°程異なった軸に立てたデーターを収集する必

要がある。 
 
２）出資企業利用者による立ち上げ実験 
14年3月にはエーザイ㈱、㈱生物分子工学研究所、協和発酵工業㈱、キリンビール㈱、万有

製薬㈱の人たちが立ち上げ実験に参加して下さった。今回は本装置の性能の限界を検証する

のに相応しい試料結晶を持って来て頂く事が出来た。例えば、低分子の場合は直径数μmの

針状結晶、亦蛋白質結晶では初めて出来た、たった一粒の結晶で、未だクライオのための条

件を決めるテストが行われていないので、常温で測定し格子定数、晶系、空間群、そしてF
データーを集めたいとか、或いはクライオを用いる蛋白質結晶では外見は単結晶風であるが、

実は数個の単結晶が一緒になったと思われる結晶で、そのうえ方位により反射の形状が大き

く変化し、しかもそれに加えて、方位によっては氷の結晶と思われる反射が共存している場

合もあった。また、すでに分解能１.３Aまでの反射は収集されているが、さらに高分解のデ

ーター収集を行いたいとか、早く構造が欲しいとの要望で行った実験や偶然新しい結晶が見

付かった場合などもあった。従って毎回が真剣勝負であった。幸い、GUIプログラムを利用

してデーター収集と平行して処理を行うことによりその場で格子定数も決まり、データー処

理を完了する事が出来た。その結果、空間群なども決まり、Fデーターとして持って帰って
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頂くことが出来た。全ての試料に対して構造解析に繋がるデーターが得られ、要求をクリア

ーできたのでホッとしている。また、解析を進めた時点でコマンドモードを併用して細かい

条件を検討しながら再処理を行われた方もある。既に構造が決まったとか、精密化の段階ま

で到達したという嬉しい知らせも受けている。 
 
Ⅲ．コンピュータ関係 
１．ネットワークとデータサーバの利用状況 
 ネットワークとサーバはトラブルもなく順調に稼働している。ビームタイムの始まる前に

サーバの /homeおよび /save領域の整理を行った。/homeについては１ヶ月以前に作られたフ

ァイルは全て消去した。/save領域については多量に使用しているユーザーにemailを送り移動

/消去を依頼した。ほとんどのユーザは自主的に不要なファイルを消去しておられるが、一部

に多量の測定データを/saveに入れたままで消去せずに帰られる場合が見受けられるので注

意していただきたい。１月から３月の間にサーバに書き込まれた測定データの総量を図１に

示す。 
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        図１．１月～３月期におけるデータサーバ利用状況  
 
２．持ち込みハードディスクの接続ができるパソコンの設置 
 SBSPプレハブにおいて、ユーザが持参されたハードディスクをWindows PC(sbpc03) に接

続し、データの保存ができるようにした。PC設置場所はSBSPプレハブ２階のトレーニング

ホールである。PCの仕様は次の通りである。OS：Windows2000 Professional、interface： US
B port(USBシリーズＡ) , IEEE1394 port(S400 4pin x 1[前面], S400 6pin x 1[背面])。また、

USB->SCSI(D-subハーフピッチ50pinオス)の変換ケーブルがあるので、SCSIのHDも接続可能

である。なお、接続するハードディスクは、あらかじめ Windowsでフォーマットしたものを

ご持参してください。また、Windows PCとハードディスク間のケーブルはご自身でご用意



 
構造生物 Vol.８ No.１ 

2002 年 5 月発行 

ください。詳細についてはSBSPホームページ  
（http://www.met.nagoya-u.ac.jp/TARA/M/hd/sbpc03.html）をご覧下さい。  
 
３．process_ auto 並びにGUIプログラムはBL6CにあるDECの２台のコンピューターおよびs
bspハウス内の2階トレーニングホールにあるDECのコンピューターから利用できる。 
BL6CのDEC２台のうち１台(sbsp6c2)には軸立用のソフトがのっているため原則としてデー

ター収集を行うグループが使用することになっている。 
 
４．マニュアル 
 プログラムのマニュアルはオンラインマニュアルとして完備しており、ネットスケープに

よりこれらを計算機上でみる見ることができる。ただし、process_ autoについてはプログラ

ム名  ？により英語の使用法を知ることが出来る｡ 
 
Ⅳ．各種委員会報告                                        
１．編集委員会 
 第２０回編集委員会が２００２年４月５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、曽我部智（五十音順）の５名であった。構造生物Vol.８, No.１の原

稿最終チェックなら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.8, No.
２）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。 
 
 
Ⅴ．業績紹介 
１．山縣ゆり子（阪大・薬学､ 現熊大・薬学）、油谷克英（阪大・蛋白研） 
  Role of Non-Glycine Residues in Left-Handed Helical Conformation for the Confo
rmational Stability of Human Lysozyme 
Proteins：Structure, Function, and Genetics 44, 233-243 (2001) 
Kazufumi Takano,１ Yuriko Yamagata,２ and Katsuhide Yutani１＊ 
１Institute for Protein Research, Osaka University, Yamadaoka, Suita, Osaka, Japa
n 
２Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Osaka University, Yamadaoka, Suita,
 Osaka, Japan 
 
Summary 
  To understand the role of non-Gly residues in the left-handed helical conformati
on for the conformational stability of a protein, the non-Gly to Gly and Ala mutat
ions at six left-handed residues (R21, Y38, R50, Q58, H78, and N118) of the hum
an lysozyme were examined. The thermodynamic parameters for denaturation were
 determined using a differential scanning calorimeter, and the crystal structures w
ere analyzed by X-ray crystallography. If a left-handed non-Gly had an unfavorabl
e steric interaction between the sidechain Cβ and backbone, the Gly mutation wo
uld be expected to stabilize more than the Ala mutation at the same position. For
 the mutant human lysozymes, however, there were few differences in the denatur
ation Gibbs energy (ΔG) between the Gly and Ala mutants, except for the substit
ution at position 58. Analysis of the changes in stability (ΔΔG) based on the stru
ctures of the wild-type and mutant proteins showed that the experimental ΔΔG v
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alue of Q58G was ~7 kJ/mol higher than the estimated value without consideratio
n of any local steric interaction. These results indicate that only Q58G increased t
he stability by elimination of local constraints. The residue 58 is located at the m
ost rigid position in the left-handed non-Gly residues and is involved in its enzym
atic function. It can be concluded that the left-handed non-Gly residues do not al
ways have unfavorable strain energies as compared with Gly at the same position.
  
 
Key words: differential scanning calorimetry; X-ray crystallography; mutant protei
n; Gibbs energy; Ramachandran map; local constraints 
 
 
２．Se Won Suh（College of Natural Sciences, Seoul National University ） 
Crystal structure and functional analysis of the SurE protein identify a novel phos
phatase family 
Nature structural biology 8, 789-794 (2001) 
Jae Young Lee１，２, Jae Eun Kwak１，２, Jinho Moon２, Soo Hyun Eom３, Elaine C. Lio
ng４, Jean-Denis Pedelacq４, Joel Berendzen４ and Se Won Suh２ 
１These authors contributed equally to this work.  
２School of Chemistry and Molecular Engineering, College of Natural Sciences, Seo
ul National University, Seoul 151-742, Korea.  
３Department of Life Science, Kwangju Institute of Science and Technology, Kwangj
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Summary 
Homologs of the Esctterichia coli surE gene are present in many eubacteria and a
rchaea. Despite the evolutionary conservation, little information is available on the
 structure and function of their gene products. We have determined the crystal str
ucture of the SurE protein from Thermotoga maritima. The structure reveals the 
dimeric arrangement of the subunits and an active site around a bound metal ion.
 We also demonstrate that the SurE protein exhibits a divalent metal ion-depende
nt phosphatase activity that is inhibited by vanadate or tungstate. In the vanadat
e- and tungstate-complexed structures, the inhibitors bind adjacent to the divalent
 metal ion. Our structural and functional analyses identify the SurE proteins as a
 novel family of metal ion-dependent phosphatases. 
 
 


