
先端タンパク質結晶学研究グループ 

Advanced Protein Crystallography Research Group 
             グループディレクター 横 山 茂 之  

YOKOYAMA, Shigeyuki 

 
ポストゲノム研究の中心的な役割を担う構造ゲノム科学・プロテオミクス研究を強く推進するために，理研における「理

化学研究所構造プロテオミクス研究（RSGI）」が 2001 年度に発足された。先端タンパク質結晶学研究グループは，横浜研

究所ゲノム科学総合研究センタータンパク質構造・機能研究グループと協力して，特に，世界最高の SPring-8 を利用した

放射光結晶解析による機能ゲノミクスを目指した網羅的タンパク質立体構造解析事業の一翼を担っている。2002 年度より，

国の事業であるタンパク 3000 プロジェクトの委託を受け，大規模プロジェクトの研究体制を整備し，所期目標を着実に達

成してきた。世界最強の大型放射光施設 SPring-8 に，完全自動結晶回折測定を目指したタンパク質結晶解析用ビームライ

ンとして播磨研究所の物理グループによって建設された理研専用の構造ゲノムビームライン（BL26B1/B2）を利用しつつ，

タンパク質結晶構造解析をより早く，より効率的に完成するために必要な自動化要素技術開発に成功している。BL26B2 で

は SPring-8 サイト外から凍結サンプルを宅配便で受け付け、ビームラインオペレータがユーザーに代わって実験を行う「メ

ールインデータ収集」によるビームライン実験を開始している。網羅的解析プログラムを推進してきて 4 年目に入り，今

後さらに効率的に目標を達成するために，研究進捗状況に合わせ，単にタンパク質の多種多量かつ高速な構造解析を行うの

みにとどまらず，構造解析に資するタンパク質の結晶化に関する先端的な研究開発を，他の研究室等と連携して積極的に実

施する組織として，当先端タンパク質結晶学研究グループが存在している。より能率的に研究を進めるために、多量体タン

パク質構造解析研究チームを除く他のチームメンバーは、播磨研究所の他のいずれかの研究室を兼務している。重複を避け

るため、本報告では「多量体」チームを除くチームはチームメンバーと発表業績の記述のみに留める。 
 
The RIKEN Structural Genomics/Proteomics Initiative (RSGI) (http://www.rsgi.riken.jp) was organized in 2001 to undertake a 
structural genomics and proteomics project at RIKEN. The Advanced Protein Crystallography Research Group has been focusing on 
the project by SR crystallography as a part of RSGI together with the Protein Research Group, Genomic Sciences Center. The Ministry 
of Education, Culture, Sports, Science, and Technology (MEXT) started the National Project on Protein Structural and Functional 
Analyses (NPPSFA or Protein 3000) in 2002. RSGI has been integrated into the project as one center of the program for comprehensive 
studies. For structural genomics beam-lines at SPring-8, we have succeeded the R & D for automated SR crystallography to accelerate 
and improve the methodology development including protein crystallization and beam-line robotics. In June 2005, we began the 
services for data collection of crystallized samples which are sent by express mails from the outside  

 
先端タンパク質結晶学研究グループ 
Advanced Protein Crystallography Research Group 

 
Staff 
 
Head 
Dr. Shigeyuki YOKOYAMA  
 
Members 
Dr. Seiki KURAMITSU 
Dr. Yoshitsugu SHIRO 
Dr. Kouji TAKIO 
Dr. Katsuhide YUTANI 
 
 

誌 上 発 表  Publications 
 [ 雑誌 ] 

（原著論文）＊印は査読制度がある論文誌   
Pioszak A. A., Murayama K., Nakagawa N., Ebihara A., 

Kuramitsu S., Shirouzu M., and Yokoyama S. : "Structures of 
a putative RNA 5-methyluridine methyltransferase, {¥it 
Thermus thermophilus} TTHA1280, and its complex with 
S-adenosyl-{¥sc l}-homocysteine", Acta Cryst. F 61, 
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"Molecular cloning and expression analysis of PDK family 
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isoform", Biochem. Biophys. Res. Commun. 338, No. 4, 
pp.1798--1804 (2005). ＊   
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crystal structure of the complex", Biochemistry 44, No. 34, 
pp.11417--11427 (2005). ＊   
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Arai R., Nishimoto M., Toyama M., Terada T., Kuramitsu S., 
Shirouzu M., and Yokoyama S. : "Conserved protein 
TTHA1554 from {¥it Thermus thermophilus} HB8 binds to 
glutamine synthetase and cystathionine $¥beta$-lyase", 
Biochim. Biophys. Acta 1750, 40--47 (2005). ＊   

 
Nakai T., Nakagawa N., Maoka N., Masui R., Kuramitsu S., and 

Kamiya N. : "Structure of P-protein of the glycine cleavage 
system: implications for nonketotic hyperglycinemia", EMBO 
J. 24, No. 8, pp.1523--1536 (2005). ＊   

 
Kurokawa S., Bessho Y., Higashizima K., Shirouzu M., 

Yokoyama S., Watanabe K., and Ohama T. : "Adaptation of 
intronic homing endonuclease for successful horizontal 
transmission", FEBS J. 272, No. 10, pp.2487--2496 (2005). 
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Hamada T., Asanuma M., Ueki T., Hayashi F., Kobayashi N., 

Yokoyama S., Michibata H., and Hirota H. : "Solution 
structure of vanabin2, a vanadium(IV)-binding protein from 
the vanadium-rich ascidian, {¥it Ascidia sydneiensis samea}", 
J. Am. Chem. Soc. 127, No. 12, pp.4216--4222 (2005). ＊   

 
Kawai R., Kimoto M., Ikeda S., Mitsui T., Endo M., Yokoyama 

S., and Hirao I. : "Site-specific fluorescent labeling of RNA 
molecules by specific transcription using unnatural base pairs", 
J. Am. Chem. Soc. 127, No. 49, pp.17286--17295 (2005). ＊   

 
Mitsui T., Kimoto M., Harada Y., Yokoyama S., and Hirao I. : 

"An efficient unnatural base pair for a base-pair-expanded 
transcription system", J. Am. Chem. Soc. 127, 8652--8658 
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to dimer formation of phosphoribosyl anthranilate isomerase 
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methyltransferase family", J. Biol. Chem. 280, No. 11, 
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"Role of the N-terminal domain of the human DMC1 protein 
in octamer formation and DNA binding", J. Biol. Chem. 280, 
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機能解析", 日本RNA学会年会第7回RNAミーティング , 

弘前 , 8月 (2005).   

 

柴田 理恵, 別所 義隆, 新海 暁男, 西本 まどか, 房富 

絵美子, 寺田 貴帆, 白水 美香子, 横山 茂之: "古細菌

型転写終結因子NusAの構造・機能解析", 日本RNA学会年

会第7回RNAミーティング , 弘前 , 8月 (2005).   

 

別所 義隆, 柴田 理恵, 村山 和隆, 関根 俊一, 東島 今

日子, 堀 千重, 白水 美香子, 倉光 成紀, 横山 茂之: "

好熱菌tmRNA-tRNAドメインの結晶構造解析", 日本RNA学

会年会第7回RNAミーティング , 弘前 , 8月 (2005).   

 

鴫 直樹, 坂口 裕理子, 鈴木 勉, 寺田 貴帆, 白水 美香

子, 横山 茂之, 渡辺 公綱: "高度好熱菌tRNAに耐熱性を

付与する修飾塩基s}${^{2}}$Tの生合成機構", 日本RNA

学会年会第7回RNAミーティング , 弘前 , 8月 (2005).   

 

佐々木 浩, 服部 素之, 仙石 徹, 宇都宮 幸子, 黒石 千

寿, 福永 流也, 柳沢 達男, 白水 美香子, 関根 俊一, 

横山 茂之: "超好熱古細菌 {\it Pyrococcus horikoshii} 

由来フェニルアラニルtRNA合成酵素$\beta$サブユニッ

トのX線結晶構造解析", 日本RNA学会年会第7回RNAミー

ティング , 弘前 , 8月 (2005).   

 

坂本 健作, 林 明子, 樋野 展正, 伊良波 史枝, 小林 隆

嗣, 横山 茂之: "動物細胞におけるサプレッサーtRNAの

誘導的発現と非天然型アミノ酸のタンパク質への人為的

な導入", 日本RNA学会年会第7回RNAミーティング , 弘

前 , 8月 (2005).   

 

澤野 雅英, 竹平 美千代, 黒石 千寿, 横山 茂之, 油谷 

克英: "DSCを用いた封入体蛋白質のfolding状態の解析：

intact folding蛋白質の存在とその精製", 理研シンポジ

ウム「高度好熱菌丸ごと一匹プロジェクト」第4回連携研

究会 , 播磨 , 8月 (2005).   

 

村山 和隆,寺田 貴帆, 白水 美香子, 横山 茂之: "Crystal 

structure of TTHA1479 from {\it Thermus thermophilus} 

HB8", 理研シンポジウム「高度好熱菌丸ごと一匹プロジ

ェクト」第4回連携研究会 , 播磨 , 8月 (2005).   

 

中川 紀子, 柏原 愛子, 中井 恵美,吉良 聡, 井手 香, 長

嶋 剛史, 小西 史一, 畠山 眞里子, 小長谷 明彦, 横山 

茂之, 倉光 成紀: "{\it Thermus thermophilus} HB8 の

遺伝子破壊株作製，および，トランスクリプトーム解析

", 理研シンポジウム「高度好熱菌丸ごと一匹プロジェク

ト」第4回連携研究会 , 播磨 , 8月 (2005).   

 

中井 忠志, 神谷 信夫: "大腸菌で発現させた高度好熱菌グ

リシン開裂系Ｈタンパク質の3種類の翻訳後修飾型の単

離", 理研シンポジウム「高度好熱菌丸ごと一匹プロジェ

クト」第4回連携研究会 , 播磨 , 8月 (2005).   
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義,冨田 勝, 横山 茂之, 倉光 成紀: "高度好熱菌のメタ

ボローム解析", 理研シンポジウム「高度好熱菌丸ごと一
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近藤 寛, Hossain T., 安達 渉, 中井 忠志, 神谷 信夫, 
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郎: "{\it Thermus thermophilus} HB8がもつ２種類のE3 

(リポアミド脱水素酵素) のＸ線構造", 理研シンポジウ

ム「高度好熱菌丸ごと一匹プロジェクト」第4回連携研究

会 , 播磨 , 8月 (2005).   

 

岸下 誠一郎, 村山 和隆, 寺田 貴帆, 白水 美香子, 倉光 
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hypothetical proteins, TTHA0068 and TTHA0132, from 
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度好熱菌丸ごと一匹プロジェクト」第4回連携研究会 , 
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村山 和隆, 中川 紀子, 村山 美幸, 海老原 章郎, 倉光 

成紀, 白水 美香子, 横山 茂之: "{\it Thermus 

thermophilus} HB8および {\it Aeropyrum pernix} K1由

来アミノアシルtRNA編集酵素の高分解能構造解析", 理

研シンポジウム「高度好熱菌丸ごと一匹プロジェクト」

第4回連携研究会 , 播磨 , 8月 (2005).   

 

新海 暁男, 柏原 愛子, 吉良 聡, 倉光 成紀, 横山 茂之: 

"{\it Thermus thermophilus} HB8株由来cAMPレセプター

タンパク質の生化学的性質", 理研シンポジウム「高度好

熱菌丸ごと一匹プロジェクト」第4回連携研究会 , 播磨 , 
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仲野 徳, 粂井 麻希, 稲垣 栄二, 田中 智之, 新海 ふじ

江, 倉光 成紀, 瀧尾 擴士, 新海 暁男, 横山 茂之: 

"{\it Thermus thermophilus} HB8由来TT0972タンパク質

の構造", 理研シンポジウム「高度好熱菌丸ごと一匹プロ

ジェクト」第4回連携研究会 , 播磨 , 8月 (2005).   
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"{\it Thermus thermophilus} HB8由来機能未知タンパ

ク質TT1045，およびTT1515のX線結晶構造解析", 理研シ

ンポジウム「高度好熱菌丸ごと一匹プロジェクト」第4

回連携研究会 , 播磨 , 8月 (2005).   

 

保坂 俊彰, 村山 和隆, 村山 美幸, 寺田 貴帆, 白水 美

香子, 倉光 成紀, 横山 茂之: "高度好熱菌由来

TTHA1846-coenzymeA-Znの結晶構造解析", 理研シンポジ

ウム「高度好熱菌丸ごと一匹プロジェクト」第4回連携研

究会 , 播磨 , 8月 (2005).   

 

新井 亮一, 西野 綾, 新野 睦子, 房富 絵美子, 長野 佳
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成紀, 白水 美香子, 横山 茂之: "高度好熱菌由来機能未

知タンパク質TTHA0516(TT1772)とTTHA1568(TT1639L)の

Ｘ線結晶構造解析", 理研シンポジウム「高度好熱菌丸ご

と一匹プロジェクト」第4回連携研究会 , 播磨 , 8月 

(2005).   

 

伊東 夏織, 新井 亮一, 房富 絵美子, 加茂 友美, 河口 
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横山 茂之: "高度好熱菌由来機能未知タンパク質

TTHA0727(TT1628)のX線結晶構造解析", 理研シンポジウ

ム「高度好熱菌丸ごと一匹プロジェクト」第4回連携研究

会 , 播磨 , 8月 (2005).   

 

横山 茂之: "転写翻訳系", 理研シンポジウム「高度好熱菌

丸ごと一匹プロジェクト」第4回連携研究会 , 播磨 , 8

月 (2005).   

 

横山 茂之: "構造プロテオミクスの現状と将来への展望", 

第4回ナノサイエンス・サマー道場「ナノバイオサイエン

スの基礎と応用」 , 長野 , 8月 (2005).   

 

横山 茂之: "立体構造に基づく生命システムの理解をめざ

して", ゲノムフォーラム2005「生命科学について語ろ

う」：若手研究者からみたゲノム研究 , 東京 , 9月 

(2005).   

 

横山 茂之: "タンパク質研究の将来と高性能コンピューテ

ィング", 計算科学技術シンポジウム「次世代スーパーコ

ンピュータとシミュレーションの革新」 , 東京 , 9月 
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神谷 信夫, 内藤 久志, 大熊 章郎, 川上 恵典, 古瀬 宗

則, 西條 慎也, 逸見 隆博, 中里 勝芳, 宮原 郁子, 沈 

建仁: "光合成系Ⅱ膜蛋白質複合体結晶のX線回折能改良

の試みと構造精密化", 文部科学省科学研究費補助金特

定領域研究「生体超分子の構造形成と機能制御の原子機

構」第1回ワークショップ , 淡路 , 9月 (2005).   

 

森久保 典子, 坂本 健作, 福田 頼之, 大竹 和正, 新屋 

直子, 淺沼 三和子, 廣田 洋, 横山 茂之, 星野 力: "非

天然型及び天然型アミノ酸部位特異的導入実験に基づく

スクアレン環化機構の考察：カチオン／$\pi$相互作用と

アミノ酸側鎖のバルクサイズの重要性", 第47回天然有

機化合物討論会 , 徳島 , 10月 (2005).   

 

神谷 信夫, 内藤 久志, 古瀬 宗則, 逸見 隆博, 大熊 章

郎, 川上 恵典, 西條 慎也, 沈 建仁: "Crystal 

structure of Photosystem II Complex from {\it 
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王 宏飛, 堀 千重, 村山 和隆, 中山 亮子, 関根 俊一, 
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郎: "{\it Thermus thermophilus}由来の2種類のE3（リ
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赤坂 一之, 鎌足 雄司, 横山 茂之, 橘 秀樹: 

"Pressure-jump NMR study of dissociation and 
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山 茂之: "タイトジャンクション結合タンパク質TJP2のN

末端PDZドメインの溶液構造解析", 第43回日本生物物理
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大西 哲, 栃尾 尚哉, 佐藤 真奈美, 小柴 生造, 行木 信

一, 井上 真, 木川 隆則, 横山 茂之: "Solution 

structure of the SH3 domain of the human SRC-like 
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解明：NMRスペクトルの帰属とHD交換反応", 第43回日本
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の超伝導接続方法", 2005年度秋季低温工学・超電導学会 , 
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Tokmakov A. A., 寺澤 ゆみこ, 白水 美香子, 横山 茂之: 

"Differential expression of multiple it $Xenopus$ PDK 

family genes during oogenesis, maturation, 

fertilization, and early embryogenesis", 第28回日本
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李 華, 井上 真, 矢吹 孝, 青木 雅昭, 関 英子, 松田 貴

意, 布川 絵未, 元田 容子, 小林 敦夫, 寺田 貴帆, 白

水 美香子, 小柴 生造, 林 意然, Guentert P., 鈴木 治

和, 林崎 良英, 木川 隆則, 横山 茂之: "Solution 
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貴帆, 木川 隆則, 井上 真, 永田 崇, 鈴木 咲良, 染谷 

龍彦, 津田 健吾, 高橋 征三, 菅野 純夫, 横山 茂之: 

"Solution structure of the RNA recognition motif(RRM) 

of human SF3b49/SAP49", 第28回日本分子生物学会年会 , 

福岡 , 12月 (2005).   

 

永田 崇, 武藤 裕, 白水 美香子, 寺田 貴帆, 井上 真, 

木川 隆則, 林崎 良英, 横山 茂之: "Structural 

analysis of Mouse Poly(A)-specific Ribonuclease", 第
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柴田 理恵, 別所 義隆, 西本 まどか, 房富 絵美子, 寺田 

貴帆, 白水 美香子, 横山 茂之: "Aquifex tRNA 

(mnm$^{5}$s$^{2}$U34) 修飾酵素MnmC2のX線結晶構造解

析", 第28回日本分子生物学会年会 , 福岡 , 12月 

(2005).   

 

染谷 龍彦, 武藤 裕, 井上 真, 木川 隆則, 寺田 貴帆, 

白水 美香子, 菅野 純夫, 横山 茂之: 

"Arginine/serine-rich splicing factor 10のRRM領域の

構造解析", 第28回日本分子生物学会年会 , 福岡 , 12月 
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子, 長瀬 隆弘, 小原 收, 横山 茂之: "BAF複合体サブユ

ニットhBAF250bのAT-rich interaction domain (ARID) の

結晶構造解析", 第28回日本分子生物学会年会 , 福岡 , 
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志田 明里, 高木 哲雄, 白水 美香子, 横山 茂之: "BAGド

メインのアポトーシス抑制能の構造生物学的手法による

解明", 第28回日本分子生物学会年会 , 福岡 , 12月 
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", 第28回日本分子生物学会年会 , 福岡 , 12月 (2005).   
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