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まりました。
　2012年になり、第12回から17回までの実行委員会を開
催しました。実行委員会の審議の結果は以下の通りです。
１．登録及びアブストラクトの締め切りを2013年2月28日と
しました。
２．ISDSB2013実行委員会に半沢宏之氏（第一三共㈱）に
加わっていただきました。また、委員1名の追加を行うことにし
ました。
３．プログラムについて
(1) X線分野のプレナリー講演者はまだ検討中です。決まり次
第、ホームページでお知らせします。
(2) 各セッションの招待講演者を検討し依頼しています。
ドラッグデザイン、中性子、シンクロトロン光と自由電子レーザ
ーのセッションの招待講演者はほぼ決まりました。
　ISDSB2013の開催まで1年となりました。皆様の今後の
一層のご協力・ご支援をお願いいたします。

＜予告＞
第169委員会　第39回研究会プログラム

１．日　　時：平成　24年　6月　18日(月)
  
２．場　　所：ゆうぽうと　6階　菖蒲の間　
東京都品川区西五反田８－４－１３　
            電話：03-3490-5111

３．研　究　会　

１）13:30-13:50　　　　　　　    
　 司会　三木　邦夫
『高精度解析技術開発小委員会報告』
大阪大学蛋白質研究所附属蛋白質解析先端研究ｾﾝﾀ-　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中川　敦史
２）13:50-14:50
　 司会　曽我部　智
『タンパク質の凝集にルールはあるか？』
京都大学　白眉センター・再生医科学研究所  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎　正幸
３）休憩   14:50-15:05 

４）15:05-16:05            
　 司会　中川　敦史
『生体エネルギー変換に関連する生体超分子のＸ線構造解
析』
大阪大学蛋白質研究所蛋白質構造生物学研究部門 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栗栖　源嗣
５）16:05-17:05                  
    司会　山根　隆
『細胞防御因子 APOBEC3 を活用する抗HIV治療に向けた
構造学的研究』
（独）国立病院機構　名古屋医療センター  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩谷　靖雅
４．懇親会　 17:15-19:15
　　ゆうぽうと　6階　花梨の間　
講師以外の懇親会出席者からは当日懇親会費１,０００円を
徴収させて頂きます。

＜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142回運営委員会：第36回研究会
開催期間：平成23年6月9日～8月31日
討議内容：曽我部智研究会担当委員会委員長から第36回研
究会プログラム案が提示された。
講演タイトルは１．分子認識などの生命現象における水の並
進エントロピーの重要性、２．J-PARC設置のiBIXによる中性
子構造生物学研究の現状、３．中性子回折法で観測されたタ
ンパク質の水和構造とその意義。
決定事項：2名の学界委員から良いプログラムだが産業界委
員にも興味があるか等のコメントが出された。十分議論をした
結果、原案通り承認された。研究会出席者数45名、内学界28
名、産業界17名であった。

・第143回運営委員会：運営委員会委員選出
開催期間：平成23年7月12日～8月7日
討議内容：産業界運営委員小田垣良彦氏の後任を選出。
決定事項：選挙の結果協和発酵キリン㈱の齋藤純一委員が
選ばれたので運営委員会推薦として総会の承認をえた。平成
23年8月7日付けで齋藤純一氏の運営委員就任が決定され
た。

・第144回運営委員会：小委員会新分野開発情報交換
開催期間：平成23年７月13日～８月28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「本委員会の現状は研究会活動が中心であ
り、小委員会での新規分野開拓について、委員会内の情報交  
換がないようですから改善が必要と感じます。研究会だけで
会費を取っていると印象を与えかねない現状です。」と言うご
意見が出され、此をより明確にし、具体化するための討議を
行った。
決定事項：詳細は委員長に一任するが、「研究会プログラムに
小委員会報告欄を設け年一回は全ての小委員会が報告を行
い、此の講演要旨も研究会資料に綴じ込む。またNews 
Letterへの寄稿も行う様小委員長に伝える。

＜ISDSB2013の進捗状況（その3）＞
　　　　　　　　　　ISDSB2013実行委員長　山根  隆

　遅れておりましたが、2012年3月にISDSB2013のホーム
ページを公開しました http://www.sbsp.jp/ISDSB2013/
homepage/index.html）。当委員会のホームページ （ http:
//www.sbsp.jp/sbdt/）からリンクされています。プログラム
など決まり次第更新しますので、ご覧いただきますようお願い
します。
　News letter Vol. 5-3で、開催するセッションのタイトルと
オーガナイザーを紹介しました。プレナリー講演は4件を予定
していますが、電子線分野の藤吉好則教授に続き、中性子分
野でDr. Paul Langan　(Oak Ridge National 
Laboratory, USA)、ドラッグデザイン分野でProf. Ian 
Wilson (Scripps Research Institute, USA)の講演が決

　　
　



 

高分解能蛋白質結晶作成のためのサンプル調製

　　　　　　　株式会社丸和栄養食品 古林直樹 伊中浩治
　
　タンパク質の結晶構造解析の過去10 年を振り返れば、必
要な技術の進歩には驚かされるばかりで、各方面の専門家の
努力やいかばかりかと脱帽の思いである。特にシンクロトロン
放射光を用いた回折データ取得に関連する技術や、構造解析
に必要なアプリケーションの進歩により、良質の結晶さえ入手
できれば、一部の例外を除いて構造解析はほぼ間違いなく成
功すると言ってもよい状況である。しかし、結晶構造解析でタ
ンパク質の構造を得ようとするのであれば、当然のことながら
良質の単結晶を手に入れることが必須であるにもかかわらず、
確実に結晶を得るための手法の開発は、未解決のまま残され
ている問題である。スクリーニングキットや結晶化ロボットは、
効率よく条件探索を実施するための手段であって、結晶化の
根本の問題を解決する技術ではない。
　筆者は、結晶化条件決定の難しさの原因は、条件パラメー
タの複雑さや多様性の他にも、結晶化用サンプルが示す様々
な多様性に起因すると考えている。ここ数年、結晶の質を向上
させるために、結晶化条件の検討だけではなく、結晶化用のサ
ンプルの「質」をいろいろな手法で向上させ、結晶の質を向上
させる試みを行ってきたが、これらの操作を通じて確認できて
きた事は、単に蛋白質の純度を向上させるだけでは結晶化に
は十分ではない場合が多いという事実である。
　一般に結晶化を目指すタンパク質の純度指標として、
「SDS-PAGE でシングルバンド」と言う基準をよく耳にする。
結論からいえば、この基準は結晶化の際の純度基準としては
不十分である。ご存知の通り、SDS-PAGE は「分子量の異な
る不純物」が存在しているか否かを示す指標でしかない。他の
基準、たとえば電荷で考えた場合、分子は均一なのか否か
SDS-PAGEの結果だけでは判断がつかないのである。

図 1：カビ由来アルファアミラーゼの精製事例 SDS-PAGE でシングルバンド
を示すサンプルが、高分離能カラムで3 本のピーク（Fr.1,Fr.2,Fr.3）に分離さ
れ、それぞれのピークのNative-PAGE の泳動像が異なっている事が確認で
きる。

具体的な事例として、SDS-PAGE では完全にシングルバンド
を示す蛋白質が、Native-PAGE では数本のバンドとして、あ
るいはブロードなバンドとして観察される事例がある。図1 に
は、SDS-PAGE でシングルバンドを示すこのようなサンプル
が、高分解能カラムを用いたクロマトグラフィーで、溶出条件
を最適化する事により3 本のピーク（Fr.1, Fr.2, Fr.3）に分離
され、しかも、各ピークはNative-PAGE でそれぞれ異なる移

動度を持つ事を示している（参考文献1）。各ピークは同一の
蛋白質で、その活性もほぼ同一であったにもかかわらず、それ
ぞれのピークを分取し結晶化を実施したところ、それぞれの
結果は大きく異なっていた。
  図2 に示すように、Fr.1 由来のサンプルからは極めて大型
の単結晶（分解能1.2Å）が得られたのに対し、Fr.2 由来サン
プルは外形も異なる小型のクラスター結晶が得られ、さらに
はFr.3 由来サンプルからは結晶が得られなかったのである。
高純度化する前、すなわちFr.1,2,3 の混合物からは、Fr.1 か
ら得られた結晶と同じ外形の結晶（分解能は1.8Å）が得られ
た。この実験事実は、サンプルの高均一化が、結晶の出方だけ
ではなく高品質化にも多大の影響を与えている事を示す例で
ある。

図2：高均一化したサンプルを用いた結晶化実験の結果 写真左がFr.1、右が
Fr.2 から得られた結晶。各写真の横1 辺の長さは2.7 mm に相当する。Fr.1 
サンプルから得られた結晶が巨大であることが分かる。

　実はこのような現象は、特定のタンパク質にだけ起きてい
る稀な現象ではなく、RecombinantであれNative由来であ
れ、程度の差こそあるもののほぼすべてのタンパク質において
起きているのである。学生実験でおなじみのニワトリ卵白由
来リゾチームでも、最低10 種程度のフラクションに分離可能
である事を確認した。そして、このように高均一化したサンプ
ルを用いて、微小重力下での結晶化実験を実施すると、分解
能をはじめとする様々な結晶の質が極めて高い確率で向上す
る事が見出されている（参考文献2,3）。
　このようにして得られた結晶を用いての構造解析の結果、
通常では見えてこない構造、例えばタンパク質分子表面上の
糖鎖分子のほぼ完全な構造や、側鎖等のマルチコンフォー
メーション、水分子やイオン性化合物の認識までもが可能に
なってきている。すなわち、タンパク質分子の生体内における
多様性が、その結晶化をより困難なものにしているものの、丁
寧なサンプル調製が、これまで見た事のないタンパク質構造
を明らかにする道を開いていると言える。

参考文献
1) K.Onuma, et al. Recent Res. Devel. Physical 
Chem. 2007, 9, 173-191
2) H. Tanaka, et al. J. Synchrotron Rad. 2011, 18, 
88-91.
3) K. Inaka, et al. Crystal Growth Des. 2011, 11, 
2107-2111.
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＜小委員会報告＞
蛋白質研究所セミナー「結晶学でみるタンパク質の
化学と物理」

高精度解析技術開発小委員会　中川敦史

  大阪大学蛋白質研究所セミナー「結晶学でみるタンパク質の
化学と物理」が、高精度解析技術開発小委員会との共催で、平
成２４年３月６日～７日に大阪大学蛋白質研究所講堂において
開催されました。169委員会からの参加者は足立伸一、安達宏
昭、田中勲、玉田太郎、月原冨武、中川敦史、福山恵一、三木邦
夫、安岡則武、山根隆、渡邉信久でした(本セミナー参加者の集
合写真を表紙に掲げた)。
  本セミナーは、単に蛋白質の立体構造情報を得るだけでなく，
化学反応機構や物理的諸性質の解明について成功した先進的
事例を集めて、化学や物理学を論じられる高精度構造解析を
通して、蛋白質研究における結晶学的手法の将来性や発展性
について議論することを目的に開催されました。
本セミナーで取り上げられた主なテーマは、「反応追跡や物性
測定」、「高分解能解析」、「中性子線構造解析」で、これらのテー
マに沿った最新の研究が紹介されました。以下にその概略をま
とめます。
  渡邉信久（名大）：ダイアモンドアンビルセルを使った高圧下
での蛋白質（IPMDH）の分子挙動を紹介し、高圧条件下で分子
内に入り込む水分子を安定化する１残基を置換する事で圧力
耐性が大きく変化する事を示された。
足立伸一（ＰＦ）：放射光を利用したサブナノ秒オーダーの時間
分割実験の実験手法の紹介と実際の解析例をみごとに示され
た。
  山田貢（原子力機構）：シトクロムb5還元酵素の反応中間体
を低温トラップ法で捕え、その反応機構を詳細な原子構造に基
づいて明らかにされた。
  村上緑（名大）：イカロドプシンの様々な光反応中間体の高分
解能構造を捕え、光活性化機構を示された。
  古池美彦（阪市大）：１Åを超える原子分解能での構造解析を
通して、APPRaseの詳細な反応機構を詳細に示された。特に
束縛条件を外したFull-matrix refinementを行うことによりグ
ルタミン酸とアスパラギン酸のプロトンの解離状態を明らかに
示された。
　田中勲（北大）：Fragment-based drug designにおいて、
それぞれのフラグメントだけでは結合が十分に強くない場合が
多い。In-crystal chemical ligation法と呼ばれる結晶場を利
用した新しい創薬リード化合物探索法を紹介された。この方法
の成功事例を紹介するとともに、溶液内の化学反応では起こり
得ないと考えられる反応が結晶場で起こる事を、原子分解能の
構造解析により示された。
  黒木良太（原子力機構）：生物有機反応機構や分子認識機構
の理解に重要な鍵となる触媒残基のプロトンの解離状態や水
和構造を知るための重要なツールとなる中性子回折の紹介と
Ｘ線回折の違いを分かりやすく説明された。さらにこれまで多く

の成果をあげてきた原子力機構の研究用原子炉（JRR-3）に設
置されたBIX3, BIX4での成果を紹介された。また、次世代の中
性子実験施設である大強度陽子加速器施設（JPARC）の紹介
が行われた。
  栗原和男（原子力機構）：パルス中性子源を使ったJ-PARCタ
ンパク質専用中性子回折装置の設計について紹介された。本装
置は、特に格子定数の大きな試料に適した設計となっている。
　森本幸生（京大）：LANSCE PCSおよびJ-PARC iBIXでの
実験に基づいて、パルス中性子を利用したヒトヘモグロビンの
中性子結晶構造解析について紹介された。
  沈建仁（岡山大）：人工光合成（H2O+光→O2の生成）の可能
性を持つ巨大な膜蛋白質複合体である光化学系IIの構造を紹
介し、特に活性中心の詳細な構造に基づいた反応機構の理解
に、高分解能の構造はもちろんのこと、酸化還元状態の制御や
プロトンの可視化が重要である事を話された。
  月原冨武（兵庫県立大）：チトクロム酸化酵素を例として蛋白
質場における化学を理解していく事が今後の蛋白質結晶学に
とって重要である事を話された。特にチトクロム酸化酵素に見
られる異常な構造が機能に重要である。また、構造研究（静的
構造）と理論計算の融合が、今後の蛋白質研究の鍵となるとの
考えを示された。
  村本和優（兵庫県立大）：チトクロム酸化酵素の酸化還元機
構の解明を目指した高分解能データ収集法の紹介と、高分解
能の原子構造に基づく成果を紹介された。
　平野優（京大）：高電位鉄イオウ蛋白質の0.5Åを超える超高
分解能Ｘ線構造解析を紹介し、結晶学が化学反応の鍵となる
結合長、水素原子、外殻電子を理解するためのツールとなりう
る事を示された。
  庄村康人（兵庫県立大）：標準型（硫酸還元菌由来）[NiFe]ヒ
ドロゲナーゼおよび水素酸化細菌由来膜結合[NiFe]ヒドロゲ
ナーゼの活性中心の詳細な構造とそこから理解される反応機
構について紹介された。活性中心は複雑な構造で、詳細な反応
機構を理解するには、中性子構造解析などＸ線回折以外の手
法と組み合わせていくことが重要であると考えられる。

＜受賞のお知らせ＞
１．本委員会学界委員の片岡幹雄教授がH23年度日本中性子
科学会から第9回学会賞を授与されました。その研究報告を前
回のNews letter Vol. 5-4 に掲載致しました。
２．本委員会産業界委員の安達宏昭（株式会社創晶）代表取締
役社長が第44回市村学術賞「功績賞」を受賞されました。開発
テーマは「高精度立体構造解析のためのタンパク質結晶化技
術」です。

追記：此まで169委員会会員で多くの賞を戴いておられます。
今後本会員で受賞された方は、坂部知平までお知らせ下さると
有り難いです。　坂部知平
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