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＜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154回運営委員会：産業界運営委員選出
開催期間：平成24年3月28日〜4月27日
討議内容：三菱化学の杉尾成俊運営委員が退会したため、運
営委員会から総会へ推薦する運営委員候補者について審議
した。
決定事項：第一三共株式会社の清水洋成委員が推薦され、本
人の承諾も得られた。
メールに依る総会で承認され、平成24
年4月27日付けで清水洋成氏の運営委員就任が決定された。
・第155回運営委員会：第39回研究会について
開催期間：平成24年3月29日〜4月27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39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．高精度解析技術開発小委
員会報告、
２．
タンパク質の凝集にルールはあるか？ ３．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、
４．
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。
決定事項：プログラムの内容は原案通り承認された。
尚、研究
会出席者数は43名、
内学界24名、産業界19名であった。

＜第169委員会

第42回研究会プログラム＞

１．
日
時：平成25年2月21日(木)
２．場
所：ゆうぽうと 7階 重陽(東)の間
東京都品川区西五反田８−４−１３
電話：03-3490-5111
東急池上線「大崎広小路駅」徒歩約1分
都営地下鉄・JR「五反田駅」西口徒歩約5分
JR「大崎駅」西口徒歩約7分
３．研 究 会
１）13:00−13:45
司会 曽我部 智
『時分割蛋白質結晶学によるDNAポリメラーゼηのヌクレオ
チド転移反応過程
熊本大学大学院 生命科学研究部（薬学系） 中村 照也
２）13:45−14:45
司会 清水 洋成
『オートファジーを制御するAtg結合系の構造生物学』
微生物化学研究所 分子構造解析部
野田 展生
３）休憩 14:45−15:00
４）15:00−16:00
司会 新村 信雄
『新学術領域研究、
ミュオン顕微鏡の概要（仮題）』
山梨大学 工学部
鳥養 映子
５）16:00−17:00
司会 新村 信雄
『ミュオン粒子の生命科学への応用
（仮題）』
高エネ研 名誉教授
永嶺 謙忠
４．懇親会 17:15-19:15
ゆうぽうと 8階 サロン・ド・ジョア

＜平成24年度第2回生物構造学研究会＞
開催日時：平成25年3月21日(木) 13:00-17:00
場所：研究社英語センター大会議室
〒162-0825 新宿区神楽坂1-2 TEL 03-3269-4331
http://www.kenkyusha.co.jp/modules/11̲meetingr
oom/index.php?content̲id=1
開催趣旨：J-PARC/MLFの茨城県生命物質構造解析装置
(iBIX)は2012年度に高性能検出器を30台導入しました．
ま
た，JAEAでも生命科学専用中性子回折計ビームラインの建
設を計画しています．今回は，
これら2台の装置の利用促進を
図ることを目的として，両装置の現状を紹介するとともに，生
物構造学におけるＸ線(放射光)と中性子の相補性などについ
ての情報交換を行います．
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開会挨拶
研究会主査 佐藤 衛
J-PARCの現状と中性子の産業利用
林 眞琴
膜タンパク質複合体（チトクロム酸化酵素）
における
プロトン移動と中性子結晶構造解析 - その展望と
問題点 -(仮題)」
月原冨武
立体反転型糖質加水分解酵素の活性(仮題)
五十嵐圭日子
放射光によるタンパク質の超高分解能結晶構造解
析ならびに中性子回折法との相補利用
三木邦夫
iBIXの現状
田中伊知朗
大型単位胞結晶をターゲットとした新しいJ-PARC
タンパク質専用中性子回折装置
栗原和男
ﾋﾄﾞﾛｹﾞﾅｰｾﾞﾓﾃﾞﾙ錯体の構造解析(仮題)
小江誠司
分子性ナノ多孔質結晶に閉じ込められた構造水の
科学
田所 誠
Ｘ線と中性子 -Ｘ線でも見えるものと中性子でしか
見れないもの佐藤 衛
閉会挨拶
大橋 裕二

<参加申込み>
申込み先：
桐原由美子
E-mail: info@j-neutron.com
( 1 ) 名 前 ，( 2 ) 所 属 先 ，( 3 ) 連 絡 先 ( 電 話 番 号 ，E - m a i l
address）
をメールにてお申込みください．
・執筆者紹介 （文責 坂部知平）
神谷信夫教授は本委員会の設立当初（2000）
からの委員で
ある。1976年名古屋大学卒業、1984年理学博士（名古屋
大学）、1984年KEK,PF客員研究員、1985年理化学研究所
研究員、1995年同副主任研究員、1998年理化学研究所播
磨研究所（SPrin-8）研究技術開発室長、2005年大阪市立
大学大学院理学研究科（化学科）教授、2010年同複合先端
研究機構／理学研究科教授。1996年日本結晶学会賞,
2012年朝日賞等を沈氏と共同受賞された。神谷・沈氏の共
著論文は米国国際科学雑誌サイエンスの2011年10大成果
「breakthrough of the year」
の一つに選ばれた。

光合成における水分解・酸素発生の分子機構の解
明

神 谷 信 夫（ 大 阪 市 大・複 合 先 端 研 ／ 院 理 ）

植物やらん藻の葉緑体・チラコイド膜に存在する光化学系II
（PSII）
は、太陽の光エネルギーを利用して水を分解し酸素分
子を放出するとともに、炭酸同化反応に必要な電子とプロトン
を光合成系に供給している。PSIIの水分解・酸素発生機構の
解明は、水を電子源とする人工光合成で新規触媒を開発する
際に必要不可欠な情報を提供すると期待される。
好熱性らん藻に由来するPSIIは、20種類のサブユニットか
らなり多数の補欠分子族を含む
（図１）。光反応中心のクロロ
フィルダイマー（図中のChl、P680とも呼ばれる）
は太陽光を
とらえて電荷分離し、生じた電子はプラストキノン
（QA、QB）
を還元する。またP680に残された正孔は、酸素発生中心
（Mn4Caクラスター）
の上で水から電子を引き抜く。全体とし
ては１個の電子が水からQBへ移動することとなるが、PSIIで
はKokサイクル1)に従ってMn4Caクラスターの酸化状態（Si,
i=0-4）
を順次変えながら、
２個の水から合計４個の電子が引
き抜かれ１個の酸素分子が生じる
（図４参照）。

図１ 光化学系IIの模式図。D1,D2,CP47,CP43:膜貫通コアサブユ
ニット、PsbI,cyt b-559:膜貫通小サブユニット、12kDa,cyt
c-550,33kDa:膜表在性サブユニット、Phe:フェオフィチン。矢印は
電子移動経路。

PSIIを結晶化して、
その水分解・酸素発生反応機構をX線結
晶構造解析により解明しようとする試みはこれまで多くの研
究者によってなされて来た2)。
まずベルリンの研究グループ3)
は好 熱 性シアノバクテリアT h e r m o s y n e c h o c o c c u s
elongatusを用いて、
４Å分解能を上回るPSIIの結晶化に世
界で初めて成功した。その後我々のグループ4)は近縁のT.
vulcanusから3.7 Å分解能のPSII構造を報告し、
さらにロン
ドン5)やベルリンのグループ6)は3.5 - 2.9 Å分解能の構造を
報告してきた。
しかしこれらの結晶構造では、多くのサブユニッ
トや補欠分子族の立体構造を確定させるには分解能が不足し
ており、特にMn4Caクラスターとそれを支える配位子群の構
造は不確かであった。
我々は一 昨 年 P S I Iの結 晶の質を飛 躍 的に向 上させ、
SPring-8を利用してS1状態に対応するX線回折強度データ
を収集し、1.9 Å分解能の結晶構造解析（PDB-ID: 3ARC）
に
成功した7)。
その結果Mn4Caクラスター（図２）
は、
４個のMn
（ M n 1 - M n 4 ）と１個 の C a が５個 のオキソ結 合 の 酸 素
（O1-O5）
により結びつけられて
「歪んだ椅子」
の形をしている
こと、
４個のMnの内の１個（Mn4）
とCaにはそれぞれ２個の
水分子（W1, W2とW3, W4）
が配位していることが明らかに

また５個のオキソ酸素の内のひとつであるO5は、S1状態で
は水酸化物イオンであること、W2とW3はO5の近くにあり、
これら３個の酸素原子の内の２個の間で新たな酸素̶酸素
結合が形成される可能性が示唆された。

図２ 光化学系IIのMn4CaO5クラスター（結合距離はÅ単位）。

PSIIの結晶構造解析の歴史の中で、Mn4Caクラスターを
取り巻いて酸素発生に関与する水や、酸素と同時に発生した
プロトンをPSII外部に運び出す経路を構成する水の構造はこ
れまでまったく不明であった。図３はこのような水の一部を示
したものでMn4Caクラスターから外部の水領域へつながる
水素結合ネットワークのひとつを表している。

図３ Mn4CaO5クラスターからPSII外部につながる水のネット
ワーク。

さて3ARCの結晶構造は、X線の吸収線量を7 x 105 Gy
まで低減させて収集した回折強度データに基づいて決定さ
れたが、Yanoらによる報告8)では、
それでもなお25%程度の
Mn4CaクラスターはMn(II)のアクア錯体まで破壊されている
とされており、3ARCのMn4Caクラスターの構造を、PSIIの
水分解・酸素発生機構を議論する際のフレームワークとして
採用できるかどうかが問題とされた。我々はその後、PSIIと５
種類の除草剤との複合体を調製し、
それぞれ3ARCと同等の
分解能で結晶構造解析を行った。
これらは各除草剤の結合
様式を明らかにするとともに、3ARCより９倍高いX線吸収線
量でもMn4Caクラスターの
「X線損傷」は確認されないこと
を示し、3ARCの座標データに基づいて水分解・酸素発生機
構を議論することの正当性が保障された。
また最近の量子化
学計算から上記のO5が水酸化物イオンであることの妥当性
が確認され9)、酸素発生反応の基質となる２個の水分子のひ
とつがO5サイトに挿入される可能性が高くなった。
図４は現状で可能と思われる酸素発生機構の推定であり、
(A)はMn4CaO5クラスターのS1状態を表しO5は水酸化物

＜ISDAB2013の進捗状況
（その６）
＞

ISDSB2013実行委員長

図４ Mn4CaO5クラスターにける酸素発生機構の推定。
４個の
Mnは図2と対応する番号を付けた黒丸で，
５個のオキソ結合酸素と
金属に配位した４個の水は白抜の小さな丸で表した。下半分はKok
サイクルモデル。

図４は現状で可能と思われる酸素発生機構の推定であり、
(A)はMn4CaO5クラスターのS1状態を表しO5は水酸化物
イオンとした。
これに対して(C)はS0状態を想定したもので，
S0→S1の変化に合わせて１個のプロトンが放出されることか
らO5を水分子とした。図４(B)は基質となる水分子がMn4に
配位した結果、
その水がO5と近いサイトを占めることを想定
している。最後に(B)から(C)すなわちS3→S4→S0の過程こ
そPSIIの水分解・酸素発生反応のクライマックスであり、
S2→
S3の過程で導入された水とO5またはW3の間に新たな酸素酸素結合が形成されると考えている。
この間にさらに２個のプ
ロトンと生成した酸素分子が放出され、
基質となる２個目の水
分子がMn4Caクラスターに導入されるが、S4状態は極めて
不安定な過渡的状態であり、
S3→S4→S0の過程を推定する
には今後の研究を待たなければならない。
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山根隆

4th International Symposium on Diffraction
Structural Biology 2013(ISDSB2013)に開催まであと3
か月となりました。ISDSB2013への参加申し込みおよび講
演申し込み（アブストラクト提出）の締切期日、2013年2月
28日、
が迫ってきました。多数の皆様に参加と講演（ポスター
発表）
を申し込んでいただきますようお願い申し会上げます。
参加登録はISDSB2013のホームページの登録・講演申し込
み(Registration/poster sunscription))
http://www.sbsp.jp/ISDSB2013/homepage/registra
tion.html から、登録用紙(Registration form、pdfファイ
ル ) を ダ ウ ン ロ ー ド し 、必 要 事 項 を 記 入 し て
ISDSB2013@sbsp.jpにお送り願います。講演申し込みは
Scientific contribution(pdfファイル) を参照してA4紙1
枚にまとめたabstractをISDSB2013@sbsp.jp にお送り
願います。registration brochure(pdfファイル)もご参考願
います。
ISDSB2013でも、
これまでのシンポジウムと同じく研究成
果や議論を論文の形で記録に留めるために、国際結晶学連
合
(IUCr)
が発行する学術論文誌、 Journal
of
Synchrotron
Radiation
(JSR)、
の特別号として
ISDSB2013のプロシーディングを出版します。招待講演者
は勿論ですがポスター発表の参加者の方々にも、
なにとぞプ
ロシーディングをご投稿いただきますようお願い申し上げま
す。投稿規定などは JSR ISDSB2013のウェブサイト
（http://journals.iucr.org/s/services/specialissues.ht
ml）
のNotes for Authorsをご参照ください。
プロシーディ
ングの投稿締切は、ISDSB2013の最終日2013年5月29日
です。特別号の発行は2014年(the International Year of
Crystallography)の第1号の予定です。
第19回ISDSB2013実行委員会 (2012年48月31日〜
9月26日)でポスター会場のレイアウトが承認されました。
コーヒーブレイクや企業展示も同じ会場で行われます。ポス
ター100件、展示8件を目標にしています。ISDSB2013を成
功に導くためには、国内からの参加者が200名を超えること
が必 要です。うれしいことに、1月2 9日にはポーランドの
International Institute of Molecular and Cell Biology
の研究者から参加申し込みがありました。
どうか、
周りの方に
ISDSB2013のご紹介とポスター発表の勧誘を行っていただ
きますよう、皆様のご協力よろしくお願い申し上げます。
プログラムの詳細や準備状況などはISDSB2013のホーム
ページ、
http://www.sbsp.jp/ISDSB2013/homepage/index̲j.
html、
で公開しています。
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