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研究成果の概要（和文）：高圧環境下では、タンパク質の生理活性発現に重要な立体構造をもっ

た異性体（高エネルギー構造）の存在比率が飛躍的に上昇することが明らかになってきていま

す。本研究では、高圧環境を利用してタンパク質を高エネルギー状態のまま結晶化させ、X線
構造解析を行うことによって、これまで分かっていなかったタンパク質の高エネルギー状態の

立体構造を高い精度で決定する手法のための基礎技術の開発を行いました。 
 
研究成果の概要（英文）： 
Under high pressure, population of physiologically important conformers (high-energy 
state conformer) of proteins drastically increases. In this work, we successfully developed 
techniques to form high-energy state-rich crystal phase of proteins by crystallizing proteins 
under high pressures.  
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１．研究開始当初の背景 
タンパク質は常圧下において様々な異性体
構造をとりますが、これまでのタンパク質の
立体構造の決定は、基底構造（天然構造）を
決定したに過ぎません。本来生体内で活動す
るタンパク質は、その最安定構造である基底
構造から不安定な変性構造までの広い構造
空間の中で構造変化しているため、タンパク
質の機能メカニズムを理解しようとする場
合、基底構造から逸脱した励起構造（マイナ
ー構造）の存在が重要になります。生理活性
の発現に重要な異性体はこのマイナーな構

造であることが多く、このためタンパク質の
生理活性発現の理解に重要な構造は十分に
解明されてきませんでした。 
 
２．研究の目的 
近年、高圧下ではマイナー構造の割合が増
加することが高圧NMRの結果から明らかに
なってきました。ユビキチンタンパクを例に
とると、機能上重要な異性体である N2構造
は１気圧下で１５％しか存在せず、ほとんど
が天然構造 N1として存在しますが、３００
０気圧下ではその存在比率は７７％まで上
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昇します。高圧力条件下はマイナー構造の解
析に有利な環境なのです。 
 このことは、タンパク質を高圧環境下で結
晶化させることができれば、1 気圧下ではほ
とんど存在しないマイナー構造を豊富に含
んだ結晶相を作り出すことができ、X戦結晶
構造解析を行うことで、マイナー構造を精密
に決定できる可能性を示しています。 
本研究では、高圧 NMR実験によって高圧
環境下でマイナー構造の存在比が上昇する
ことが確認されている、ユビキチンとジヒド
ロ葉酸還元酵素（DHFR）を対象として以下
の実験を行い、高エネルギー状態（マイナー
構造）のタンパク質分子の立体構造決定のた
めの手法を確立することを目的とします。 
 
３．研究の方法 
 （１）超高圧環境下でのタンパク質結晶の
生成・育成技術の確立 
 3000-4000気圧の高圧力下でタンパク質
の結晶化を行うことにより、高エネルギー状
態のタンパク質分子を多く含んだ“エキゾチ
ックな”結晶の育成をおこないます。下記の
（２）項で記載するように、結晶成長過程を
リアルタイムで可視化・監視することが可能
な高圧顕微セルシステムを構築し、これを用
いることで高圧環境下で欠陥の少ないタン
パク質結晶を育成する技術の確立を行いま
す。 
 
（２）高圧環境下での分子ステップ観察技術
の開発： 良質のタンパク質結晶を得るため
には、結晶成長過程において、タンパク質の
結晶構造解析を行うためには、欠陥の少ない
結晶を育成することが不可欠です。欠陥の少
ない結晶を得るためには、結晶の成長過程に
おいて、結晶成長面上に生じる分子スケール
の段差を可視化し、リアルタイムで監視する
ことで結晶欠陥につながる結晶成長面のラ
フネスを制御することが重要になります。本
研究では、高圧環境下で位相差顕微鏡観察に
よる分子ステップのその場観察を行うこと
のできる高圧顕微セルシステムの開発を行
います。 
 
（３）X 戦結晶構造解析によるタンパク質

の高エネルギー構造の決定： 育成させた結
晶を用いて X線結晶構造解析を行い、高エネ
ルギー状態での三次構造を１－２Å程度の
誤差で決定します。高エネルギー状態の三次
構造を X線結晶構造解析によって高精度で決
定できることを実証します。 
 
 
４．研究成果 
（１）超高圧環境下でのタンパク質結晶の生
成・育成技術の確立 

本研究では、3500 気圧の環境下でユビキチン
タンパク質を結晶化させることに成功しま
した。通常のタンパク質結晶の育成では、希
薄タンパク質溶液に沈殿剤を加えることで
タンパク質をゆるやかに析出・成長させるの
が“常識”ですが、タンパク質の溶解度が大
きく減少してしまう高圧環境下では適用す
ることが出来ません。本研究では、飽和溶液
に沈殿剤を加えて過飽和状態にしたうえで、
別の容器で育成した結晶を多量に加えて
“超”過飽和状態を作り出すことで十分な過
飽和度を維持し、高圧環境下においてタンパ
ク質結晶を析出させ、成長させることに成功
しました。 
 

 

 

 

 

図 1．3500 気圧で成長させたユビキチン結晶
（上）と DHFR 結晶。 
 
 
（２）高圧環境下での分子ステップ観察技術
の開発 
良質のタンパク質結晶を得るためには、結晶
成長過程において、タンパク質の結晶構造解
析を行うためには、欠陥の少ない結晶を育成
することが不可欠です。本研究では、高圧環
境下で位相差顕微鏡を用いることで、結晶表
面の分子スケールの段差（分子ステップ）を
可視化することに成功しました。この技術に
よって、結晶欠陥につながりやすい表面のラ
フネスを監視し、リアルタイムで結晶成長界
面の状態を制御しながら結晶の育成を行う
ことで、欠陥の少ない、高品質のタンパク質



結晶を成長させる手法を開発しました。 
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2(b）  
図２．高圧環境下で成長させたユビキチン結
晶の位相差顕微鏡写真。笹の葉状の表面成長
核（分子ステップ）が多数形成されていま
す。(b)結晶成長界面での表面成長核の形成
と成長の模式図。表面成長核の周囲にある
分子ステップにタンパク質分子が取り込ま
れることにより、結晶が成長します。 
 
（３） 高圧下での結晶成長機構解明と結晶
成長条件の最適化 
 高圧結晶化をユビキチン以外のほかのタ
ンパク質にも適用化できるよう、一般化する
ことを目的として、結晶成長面上での分子ス
テップのモルフォロジーと移動速度の温
度・圧力依存性を詳細に定量化しました。そ
の結果、昇圧と温度低下、減圧と昇温を組み
合わせた際に結晶成長条件が最適されるこ
とを導き出しました。高圧環境を利用した結
晶成長は、ユビキチンタンパク質と同じ、正
方晶系のタンパク質に対して特に有効であ
ることが示唆されました。 
 
（４）高圧結晶化させたユビキチンタンパク
の X線結晶構造解析 
 高圧結晶化させたユビキチン結晶の X線回
折実験を行ったところ、大気圧下で結晶化さ
せた場合と比較して、精度が大幅に向上させ
られることが明らかになりました。現在、高
エネルギー構造を決定するための解析を行
っています。 
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