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１．はじめに
生体内における分子機械としてタンパク質は他の分子と複合体を形成し，柔軟にその立体構造を変化させながら多様
な機能を果たしている．中でも複数の構造ドメインから構成されるマルチドメインタンパク質はリガンドの結合やリン
酸化などの翻訳後修飾によってその立体構造を大きく変化させ，他の分子との結合・解離や酵素活性などを制御している
(図 1)． このようなタンパク質の動きや変化の詳細を明らかにすることは生命現象の分子レベルでの理解に不可欠であ
るにもかかわらず，有効な手法の欠如によってこれまで研究が進んでいなかった．X 線結晶解析法などによって静的なス
ナップショットを得るのみでは，タンパク質の機能やメカニズムを深く理解することは難しい．一方で，溶液核磁気共鳴
(NMR) 法は水溶液中のタンパク質を原子分解能にて観測可能な優れた手法であるが，一般的な NMR 法では，核オーバ
ーハウザー効果 (NOE) から得られる< 5 Å 程度の短距離の原子核間の距離情報に依存しているため，マルチドメインタ
ンパク質などにおいて起こる，ドメイン配向の
変化を伴った大きな立体構造変化を解析する
ことは必ずしも容易ではない．溶液状態にある
動的で柔軟なタンパク質をバイアスなく観測
し，タンパク質分子が機能する姿を可視化する
動的構造解析法の確立が求められている．
そこで本研究では，申請者がこれまでに開
発・応用を進めてきた常磁性ランタノイドプロ
ーブ法を用いた NMR 法を主体とし，マルチド
メインタンパク質の立体構造とその変化を解
析する手法の開発に取り組んだ．本研究では 3
つのドメインから構成される 50 kDa タンパク
質 MurD をモデルとして用いた (図 1)．
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図 1. マルチドメインタンパク質 MurD の立体構造変化
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MurD については，先行研究による結晶構造解析から，リガンドが結合しない apo 状態では open 状態，基質や阻害剤が
結合した状態では closed 状態をそれぞれとることが示されている．この 2 状態間では，MurD domain 2 に対する domain 3
の配向が大きく変化しており，本研究では NMR や ESR を用いて，domain 2 と domain 3 の相対配置の変化を検出するこ
とを試みた．

２．常磁性ランタノイドイオンの固定化
タンパク質の特定の部位にランタノイドイオンを
固定するために，ランタノイド結合タグ Caged
Lanthanide NMR Probe-5 (CLaNP-5) (1)を用いた．タン
パク質表面に露出した 2 つのアミノ酸残基をシステ
インに変異させることにより，2 本のジスルフィド結
合によって CLaNP-5 を固定した (図 2a, b)．タグの
付加反応は高効率であり，システイン変異を持つタ
ンパク質とタグを 1:1.1 の量比で混合することで，
90%以上の修飾率が達成された．修飾効率は NMR な
らびに質量分析によって決定した．本研究では，
NMR 測定のために，domain 2 の一箇所にランタノイ
ドイオンを固定したタンパク質試料を調製し，ESR
測定のために，domain 2 と domain 3 のそれぞれ一箇
所ずつにランタノイドイオンを固定したタンパク質
試料を調製した. さらに，ランタノイドイオンを固定
したそれぞれのドメインに由来する NMR 信号から

図 2. MurD に対する常磁性ランタノイドイオンの固定

常磁性効果を観測し，磁化率テンソル解析を行うこ
とによって各ドメインに対するランタノイドイオンの位置を決定した (図 2 c)．

３．常磁性ランタノイドイオンを用いたマルチドメインタンパク質の構造解析
NMR を用いた著者らのこれまでの研究によって，domain 2 に固定したランタノイドイオンから誘起される常磁性効果
を domain 3 から観測することによって，MurD のコンフォメーション状態と，リガンド結合に伴うコンフォメーション
変化を解析することに成功している

(2)．次の段階として，ESR

への展開を試みた．ここでは，double electron-electron

resonance (DEER) 測定によって，2 つのランタノイドイオン間の距離とその存在比 (距離分布) を取得した．まず，常磁
性ランタノイドイオンを用いた DEER 測定が可能であるかを検証するために，MurD domain 2 の二箇所にランタノイド
イオンを固定し，距離測定を行った．その結果，距離分布においてシャープなピークが観測され，その極大値は結晶構
造から予測される距離と一致した．次に，MurD のコンフォメーション状態を観測するために， domain 2 と domain 3 の
それぞれ一箇所ずつに常磁性ランタノイドイオンを固定した試料に対して DEER 測定を行った．その結果，domain 2 内
の 2 点間の測定よりも分布幅の広い結果が得られ，MurD がランタノイドイオン間の距離が異なる (すなわち domain 3
のコンフォメーションが異なる) 様々な状態として存在していることが示された(3)．さらに，阻害剤の結合に伴う構造
変化を距離分布の変化として検出することに成功した．

４．まとめ
本研究では，常磁性ランタノイドイオンをタンパク質の特定の部位に固定することによって，NMR ならびに ESR 測
定から長距離間の立体構造情報を取得することに成功した．それによって，MurD のコンフォメーション状態とリガン
ド結合に伴うコンフォメーション変化を観測することに成功した．
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