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 Recently, a novel flavin-based photoreceptor AppA was identified that controls photosynthetic gene expression 

in response to both redox state and blue-light intensity in the purple photosynthetic bacterium Rhodobacter 

sphaeroides.  Its flavin-binding domain, designated BLUF, have been found on the genome sequences from 

many eukaryotic and prokaryotic microorganisms.  The photocycle reaction mechanism of BLUF is unique in 

the sense that a few hydrogen bond re-arrangements are accompanied with slight structural changes of bound 

chromophore.  In this study, we show that the conserved Gln and Trp residues in the BLUF domain are crucial 

for the photocycle reaction.  Specifically, both Q63L and W104A mutant AppA are locked in the light-signaling 

state in vivo and in vitro.  Based on the crystal structures as well as spectroscopic data from several 

BLUF-containing proteins, we conclude that the light-dependent formation/breakage of a hydrogen bond 

between Gln63 and Trp104 is crucial for conversion of blue-light signal into specific apo-protein structural 

changes to control its anti-repressor activity.   

 

 

１. 研究目的 

 近年フラビンを発色団として持つ新規の青色光受容体が紅色光合成細菌より発見され

た。BLUF と名付けられたこのタンパク質のフラビン結合ドメインは、原核および真核

微生物に幅広く保存されていることがわかり、それらは光障害応答に関与する光受容体

と考えられている。BLUF の光反応時に示す可視光吸収スペクトル変化は特徴的である

ことから、今まで知られていた光受容体とは異なる特異な機構で光情報変換を行うと考

えられている。しかしながらその機構の詳細は明らかではない。本研究課題では、数種

の BLUF タンパク質の分光学的解析、生化学的解析および生理学的解析を組み合わせ、

この新規の光反応機構を解明することを目指した。 

 

 

 



２. 研究経過 

２-１. 結晶構造解析 

 シアノバクテリアの BLUF タンパク質である Slr1694の結晶構造解析を行った。得ら

れた構造では、光反応時に重要な役割を果たすと考えられるフラビン結合領域近傍の保

存された Gln と Trp の側鎖の位置がサブユニット間で異なっていた。特に Trp は、一方

のサブユニットでは色素近傍に、もう一方のサブユニットでは遠ざかるように位置して

いた。現在までに数種の BLUF ドメインの結晶構造が他の研究グループにより明らかに

されているが、それらは Trp の位置が Slr1694 の二つのサブユニット構造のどちらかに

より近い。このことからこの Trpの位置が光反応時にこの２つの位置を移動すると考え

られた。しかしながらそのどちらが暗状態（もしくは明状態）での構造なのかに関して、

結晶構造解析からでは明らかにすることはできなかった。また得られた結晶の分解能で

は Gln の側鎖の向きも明らかにすることはできなかった。 

 

２-２. 分光学的解析 

 紅色光合成細菌の BLUF タンパク質 AppA の色素近傍に保存された Glnを Lue に変え

た変異タンパク質（Q63L）をラマン分光法により解析した結果、結晶構造解析からで

は明らかにできなかった Gln 側鎖の向きを決定することができた。この構造では、Gln

側鎖のカルボニル基とフラビンは水素結合を形成しておらず、逆に保存された Trp

（Trp104）と水素結合を形成していると考えられた。そこで Trp 由来の蛍光スペクトル

を明暗両状態のタンパク質において測定したところ、フラビン近傍の Trpは光照射によ

り親水性の環境に露出すると考えられた。このことから光照射により Trpと Gln の水素

結合が切れ、結果 Trpの位置がフラビンから遠ざかると考えられた。 

 上記仮説を検証するため、この Trp を Ala に変えた変異タンパク質（W104A）の光依

存的構造変化を赤外分光法（FTIR）により調べた。その結果、野生型のタンパク質に

おいて観測される光依存的なベータシートの構造変化が、W104A 変異に伴い消失する

ことがわかった。この結果は上記の仮説を支持する。また光照射に伴い、フラビン環

C4=O 伸縮運動が弱くなることがわかり、このことから光依存的に Gln63の側鎖の反転

が引き起こされフラビン環 C4=O との間に新たな水素結合が形成されると考えられた。

量子化学計算よりこの水素結合の形成がフラビンの可視光吸収スペクトル変化を引き

起こすと考えられた。 

 

２-３. 生理学的解析 

 上記分光測定の結果を検証する為に、AppA の Q63L 変異および W104A変異を紅色光



合成細菌のゲノムに導入し、その変異株の表現型を調べた。野生株において光合成色素

の合成は青色光照射により抑制される。しかしながら Q63L および W104A 変異株いず

れも青色光照射の有無にかかわらず、常に色素の合成が抑制されていることがわかった。

このことは Q63L および W104A 変異 AppA はシグナリング状態に固定されていること

を示している。 

 これらの結果から BLUF に光があたると、１）Gln の側鎖の反転が起き、２）フラビ

ン環 C4=O へ水素結合が形成され、３）Trp104 がフラビンから遠ざかるように移動する

ことで光シグナルをタンパク質の構造情報へ変換していることがわかった。また生理学

的解析結果から Gln63 の側鎖とフラビン環 C4=O との間の水素結合は、シグナリング状

態の形成に必須では無いことがわかった。一方、Q63L と W104A 変異株の表現型が似て

いることから、暗状態に置ける Glnと Trp との水素結合は BLUF を不活性型に保つのに

必須であると考えられた。 

 

３. 考察 

 本研究課題遂行により、今まで未知であった BLUF タンパク質の光反応機構の詳細が

明らかとなってきた。BLUF は色素の大きな構造変化を伴わずに水素結合ネットワーク

の変化を引き起こすことで光シグナル伝達を行う。この点が他の光受容体の光反応とは

異なる大きな特徴である。しかしながらどのように水素結合のネットワークを光依存的

に変化させるのか、またどのようなタンパク質構造を下流の因子は認識しているのか、

等に関してはわかっていない。今後も様々な分析手法を組み合わせることでそれらの点

が明らかになっていくと思われる。 
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