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Abstract 
 Crystallization condition search of integral membrane proteins is the most 
perplexing and risky step in the X-ray structure analysis.  The aim of this 
study is to establish practical guidelines for the rational survey of 
crystallization conditions of novel integral membrane proteins.  The influence 
of various factors on the precipitation curve, which provides the correct 
precipitant concentration for inducing crystal formation, was systematically 
examined for several detergent-solubilized proteins of different physicochemical 
properties.  On the basis of this observation, we developed a method of 
rationally estimating the screening conditions suitable for the crystallization 
condition search of protein/detergent complexes.  New conditions were 
identified for several proteins by applying the screening method to their 
crystallization condition search, and the feasibility was confirmed. 
 
1. はじめに 
 界面活性剤で可溶化されている内在性膜たんぱく質も、水溶性たんぱく質の結晶

化で用いられている方法と沈澱剤により結晶化されている。しかし疎水性領域を覆

っている界面活性剤は結晶の形成に寄与するたんぱく質表面を制限し、規則的な配

列を乱すため、たんぱく質/界面活性剤複合体の良質な結晶が形成される可能性は低

くなっている。しかも結晶化条件の初期探索で試すべき因子として界面活性剤の種

類と濃度が加わり、組み合わせは水溶性たんぱく質の場合（塩の種類と濃度、沈澱

剤の種類と濃度、温度、緩衝液の pH）よりも多くなる。このため、大量発現系の構

築が難しく量的に得られにくい内在性膜たんぱく質について結晶化条件探索を網羅

的に行うのは実質的に不可能となっている。 

 たんぱく質/界面活性剤複合体はいろいろな性質のアミノ酸側鎖と界面活性剤の

親水性頭部からなる変化に富んだ表面構造を持っているため、ファンデル・ワール

ス力、疎水性相互作用、水和斥力など強さと様式が異なる多彩な相互作用が複合体

間には存在する。しかも複合体のように大きな分子集合体の凝集力に関してその中
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心間距離は意味をもたなくなるので、複合体-複合体および複合体-溶媒分子間に働

く相互作用は複合体の異なる部位からのそれぞれ違う強さと様式の相互作用を考慮

に入れなければならない。このため、新規たんぱく質はもとより構造が既知のたん

ぱく質でさえ結晶化に適した溶媒の条件を理論的に予測することは不可能となって

いる。 

 このような状況におかれている内在性膜たんぱく質のＸ線解析を促進するには、

条件探索に伴うリスクと手間を軽減し、結晶化に挑戦しやすくする必要がある。そ

こで“結晶化にはたんぱく質の僅かな濁りが生じる程度の沈澱剤濃度が適してい

る。”という経験則に着目し、安定性と沈澱曲線へのいろいろな因子の影響を性質が

異なり比較的大量に得ることができる数種類の内在性膜たんぱく質（表 1）につい

て系統的に調べた。得られた結果に共通した特徴の中から結晶化条件探索を合理化

するのに役立つものを紹介する。 

 

表 1. 使用したたんぱく質の性質 

Stokes Radius Rb. sphaeroides  RC < Rp. viridis  RC < Rb. sphaeroides  B800-850 < Rb. capsulatus  B800-850 < Rp. viridis  RC-B1020
        4.43 nm                     4.96 nm                    6.05 nm                            6.17 nm                              6.44 nm

Size of Ext ramicellar
P rotein Surface

Rb. sphaeroides  B800-850, Rb. capsulatus  B800-850 < Rb. sphaeroides  RC < Rp. viridis  RC < Rp. viridis  RC-B1020

Isoelect ric Point Rb. sphaeroides  B800-850 < Rb. capsulatus  B800-850 < Rb. sphaeroides  RC < Rp. viridis  RC < Rp. viridis  RC-B1020
             4.0 - 4.3                                4.3 - 4.5                                6.3                      8.0 - 8.2                   8.2 - 8.6

 

 

2. 初期スクリーニングに先立って調べておくべきこと 
 変性、或は、立体構造上不均一なたんぱく質から良質な結晶は形成されないので、

対象とするたんぱく質を安定に保つことができる溶媒の条件をまず決定しておく必

要がある。特に、界面活性剤の種類、緩衝剤の種類、および、pH は精製条件とも

関係するので、その影響はまず知っておきたい情報である。ちなみに、幾つかの内

在性膜たんぱく質の結晶化を試してきた経験から、“1週間で 90パーセント以上の
たんぱく質が安定に存在できる溶媒条件”を目安としている。 

 

表 2. 界面活性剤のたんぱく質への影響 

 

 

 

 

 

 

harsh mild

SB12> LDAO> DDAO> Brij-35> OG> Triton X-100> NG> C12E8> SM-1200> HTG> OM,LM> DM> SM-1000> NTM> CHAPS

OTG> Cholate

Deoxycholate

> > by DeGrip

MEGA-9>

LDAO DG>DM>LMOG>SB-12>SB-14>NG>Triton X-100

 

 表 2に示すように光合成細菌から精製したたんぱく質の比較的高い界面活性剤濃
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度での安定性の順序はロドプシンとそのアポ酵素の熱安定性から決定された界面活

性剤の影響と比較的よく一致し、次ぎのようにまとめられる。 

（i）分極率が大きく、サイズの小さな親水性頭部を持つ界面活性剤ほどたんぱく質

への影響は強くなる。 

（ii）構造的に柔軟な界面活性剤ほどたんぱく質への影響は強くなる。 

（iii）同じ水溶性頭部を持つ界面活性剤では生体膜脂質の主要炭化水素鎖の 70～

80％程度の長さの直鎖炭化水素を持つ界面活性剤がたんぱく質を安定に保つのに最

適である。 

 3 次元結晶化で使用する界面活性剤は柔軟で小さなミセルを形成するものを選ぶ

べきであるが、このような界面活性剤は一般にたんぱく質への影響が強くなる。そ

こで、適切な界面活性剤を選択するには、それぞれの界面活性剤存在下で分光学的

な手法や生化学的な手法を用いて対象たんぱく質の安定性を調べておく必要がある。

たんぱく質の安定性は界面活性剤の水溶性頭部のタイプにより強く影響されるので、

親水性頭部が異なる 6 種類の界面活性剤、例えば、n,n-ジメチルドデシルアミン N-
オキシド(LDAO), n-ドデシル-オクタオキシエチレン(C12E8), n-オクチル-β-D-グル
コピラノシド(OG), β-D-フルクトピラノシル-α-グルコピラノシド モノドデカノエ
-ト(SM1200), n-ドデシル-β-D-マルトシド(LM)を用いて対象たんぱく質の安定性
を調べ、（iii）の性質や表 1 を参考に絞り込むと容易になる。 そして、たんぱく質

を安定に保つことができる界面活性剤の中から直鎖飽和脂肪酸疎水性尾部を持つ柔

軟で小さなミセルを形成するものから順に用いるようにするとよい。 

 CHAPS やコール酸のようなステロイド骨格の疎水性部位を持つ界面活性剤は多
くの内在性膜たんぱく質を長時間安定に保つことができる。しかしそのミセルは大

きく、不均一で、柔軟性に欠けるため、結晶化で使用するには不向きで、結晶化に

向いた界面活性剤へ最終的に置き換える必要がある。ただし、臨界ミセル濃度の高

い界面活性剤から低い界面活性剤へ置き換える時に注意しなければならない点は、

界面活性剤が十分置き換わるまではたんぱく質の疎水性領域が過渡的にでも露出し

ないよう高めの濃度を用いることである。また、コール酸誘導体の界面活性剤での

み安定なたんぱく質は、透析などで除きやすければ界面活性剤の種類にあまり依存

しない脂質 2 分子膜への再構成（2 次元結晶化）と電子顕微鏡像による構造解析へ

向かうのも 1 つの選択枝である。 

 Rp. viridis光反応中心-集光性クロロフィルたんぱく質複合体 I（光合成単位）は
リン酸緩衝液の pH が 7.0 前後であっても不安定であったが、他の緩衝液では 5.0
から 9.0の比較的広い pHでも安定であった。また、Rp. viridisと Rb. sphaeroides
の光反応中心は広い範囲の pH で安定であったが、Rb. sphaeroides と Rb. 
capsulayus の集光性クロロフィルたんぱく質複合体 II は pH が 7.0 以下の緩衝液
中では 800 nmに吸収を持つクロロフィル分子が徐々に抜け落ちていった。このよ
うに緩衝液や pH の影響はそれぞれのたんぱく質で異なっているので、初期スクリ
ーニング以前にその相性を調べておく必要があり、その後の無駄な条件検討を避け、

少量のたんぱく質で結晶化条件を探すためにも必要である。 
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 結晶化への影響に関して調べた限りでは、複合体表面の静電的な性質に直接影響

する pH よりも複合体を取り巻く環境である緩衝液の種類のほうが影響している場
合が多かった。例えば、OG で可溶化された Rb. sphaeroides の光反応中心の結晶
化条件スクリーニングをいろいろな緩衝液（緩衝液の種類と pH の異なる組み合わせ

20 通り）を用いて行ったところ、グリシン、Tris、酢酸緩衝液では 5.0～9.0の広い
範囲の pH で結晶が形成されたが、Tricine、Bis-Tris、MES、HEPES などでは結
晶が得られなかった。このように結晶化に向く緩衝液や pH は予測ができないので、

対象とするたんぱく質を安定に保つことができるものの中から少なくとも 2～3 種

類は試す必要がある。 

 
3. 経験則と相図 
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図 1. 沈澱剤濃度に対するたんぱく質の振る舞いを表す相図 

 

 経験則の意味するところを明確にしておくために、相図（図 1）を用いて沈澱剤

濃度に対するたんぱく質の振る舞いと結晶化に適した沈澱剤濃度との対応を説明す

る。水のように大きな誘電率を持つ溶媒中では複合体表面の解離基は電荷を持ち、

親水性アミノ酸側鎖や界面活性剤の親水性頭部には水分子が吸着しているため、静

電的な斥力と水和斥力がはたらき会合することが妨げられている。このような試料
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溶液へ水に対して複合体よりも強い相互作用を持つ物質（沈澱剤）をある程度以上

加えると、複合体表面に吸着していた水分子が奪われることにくわえ溶媒の誘電率

が変化するため複合体は会合し始める。例えば、たんぱく質濃度と沈澱剤濃度との

組み合わせが A点になるように調整すると、過剰なたんぱく質はアモルファス沈澱
として即座に溶液相から析出し、溶液相に残っているたんぱく質の濃度は沈澱曲線

上の B点になる。アモルファス沈澱は結晶のように分子の特定部位間の相互作用に
よって誘導されるわけではないため、結晶を誘導する相互作用よりもはるかに高い

頻度で生じるからである。この時のたんぱく質濃度は過渡的ではあるが、その沈澱

剤濃度で溶液相に分散しうる最大の濃度である。固相と平衡状態にある溶液相に分

散する濃度として定義される“溶解性”と区別して、沈澱剤添加直後に溶媒相に分

散している濃度を“初期分散濃度”と呼ぶことにする。沈澱剤や緩衝液などが結晶

化を誘導する組み合わせであれば、結晶の核形成と成長が進行し、結晶成長が終了

した時点で溶液中のたんぱく質濃度は結晶の溶解度曲線上の C点に達する。アモル
ファス沈澱内のたんぱく質が結晶へ転化するにはまずたんぱく質分子間の非特異的

な相互作用を全て切ってやらなければならないので、アモルファス沈澱物から結晶

への直接の転化は非常に生じにくい。また、結晶の溶解度曲線よりも下の領域にあ

るたんぱく質は溶液中に分散したままで結晶には転化されないので、結晶化に参加

できるのは沈澱曲線と結晶の溶解度曲線とで挟まれた領域のたんぱく質に限られる。

B点から C点への推移はバッチ法による結晶化の経路を表し、両点のたんぱく質濃
度の差が結晶に転化するたんぱく質の量となる。さらに、結晶核の形成には一定以

上の過飽和度が必要で、結晶化領域も核形成領域と結晶の成長にのみ貢献する領域

に分けられる。 

 これまでに調べてきたほとんどの沈澱曲線で初期分散濃度は結晶の溶解性と同様

の沈澱剤濃度依存性を示し、溶媒相に分散しているたんぱく質濃度（C）と沈澱剤
濃度（P）との関係は次の式で表される。 
log C = A – B P,   
ここで、Aと Bは同一の複合体に対して同じ値をとる. 
結晶の溶解度曲線の傾きは沈澱曲線の傾きよりも大きく、おそらくアモルファス沈

澱内の複合体間相互作用がいろいろな様式と強さを含むことを反映しているものと

思われる。このような傾きに関する大小関係は結晶形成（核形成と成長速度）の駆

動力である過飽和度が沈澱剤濃度の増加に伴って大きくなることを示している。す

なわち、ある沈澱剤濃度以下では、たんぱく質濃度を高くしても自発的な結晶化、

特に核形成、に必要な過飽和度が達成できない範囲が存在することを示している。

また、過剰な沈澱剤濃度は複合体を強く凝集させ、複合体が溶液相へ溶け出すこと

ができなくなるので、溶液相から結晶相への複合体の供給は非常に遅くなるか、或

は、実質的に供給されないことになる。従って、結晶化には溶液相に分散する複合

体の存在を保証する沈澱剤濃度が必要で、準備した複合体の濃度に対して初期分散

濃度を大きく変化させる沈澱剤濃度の範囲がこれにあたる。この範囲の中でも、た

んぱく質の結晶核の形成を抑え、結晶相への転化量を大きくするには、初期分散濃
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度と結晶の溶解性の差が大きくなるような低い沈澱剤濃度に設定することが有利で

ある。このような沈澱剤濃度は、たんぱく質が析出しはじめるまで沈澱剤溶液を少

量ずつ加えることによって決定することができる。ただし、混合開始時にたんぱく

質が高濃度の沈澱剤溶液との界面にさらされ余分にアモルファス沈澱が形成される

ため、たんぱく質の会合を誘導する最小沈澱剤濃度は沈澱曲線よりも 1～2 %(w/v)
低くなる。 

 蒸気拡散法による結晶化で試料溶液とリザーバーをそれぞれ D 点と G 点に設定
した場合、試料溶液中から水が蒸散し、試料溶液の状態は原点を通る直線上を矢印

の方向に向かって最初は変化してゆく。その後、結晶成長のみに使われる領域を越

えて核形成領域へ入った辺り(例えば E点)から結晶が形成され始め、曲線に沿って
G 点まで進んでゆく。F 点を例にすると、結晶の成長は過飽和度による駆動力(a)と
F 点と G 点の飽和水蒸気圧との差に比例する試料溶液からの水の蒸散速度(b)によ
り決定される方向(c)に推移してゆくと考えられる。リザーバー溶液をたんぱく質が
溶液中に分散できないようなかなり高い沈澱剤濃度に設定してしまうと、試料溶液

は短時間のうちに結晶化領域を越えアモルファス形成領域に到達することになる。

結晶の形成が比較的早いたんぱく質ではアモルファス沈澱と微結晶が同時に形成さ

れるが、おそい場合はアモルファス沈澱のみが形成されることになる。逆に、リザ

ーバー溶液を低い沈澱剤濃度に設定してしまうと、試料溶液は核形成領域には届か

ない可能性がでてくる。結晶化を確実に誘導するには、試料溶液の到達沈澱剤濃度

を初期分散濃度が大きく変化する範囲におさまるように設定する必要がある。ただ

し、ポリエチレングリコール(PEG)水溶液からの水の蒸散は硫酸アンモニウムのよ
うな塩水溶液からの水の蒸散よりも遅いので、前者を用いる場合リザーバーの沈澱

剤濃度が少々高めでも結晶を誘導できることが多い。一方、試料溶液の物理化学的

な性質を変えてしまうような複合体や含まれる試薬の不必要な濃縮を抑えるには、

出発時の試料溶液の沈澱剤濃度を複合体の非特異的な会合を生じさせない範囲に設

定する必要がある。従って、準備したたんぱく質濃度が沈澱曲線と交わる沈澱剤濃

度よりも 1～2 %(w/v)低い沈澱剤濃度に試料溶液を設定し、リザーバーの沈澱剤濃
度をこれより数パーセント(w/v)程度高い濃度に設定すればよいことになる。透析法
による結晶成長経路は水の蒸散の効果を除けば蒸気拡散法の結晶成長経路と基本的

に同じで、条件設定も同様に行えばよい。 

 もちろん、核形成領域で結晶核が形成された後、結晶成長の経路が結晶成長にの

み利用される領域を通ってゆくように設定できれば、新たな結晶核が形成されず大

きな結晶が得られるので理想的ではある。しかし、そのような設定は静置バッチ法

による結晶化と結晶の溶解度曲線が決定されていることを前提とするので、新規た

んぱく質の結晶化条件探索には利用することができない。これに対し、沈澱剤添加

直後のたんぱく質の分散濃度は時間を待たずして容易に決定できるので、初めて試

みようとするたんぱく質の初期スクリーニングの条件設定に有効な情報となる。そ

して、物理化学的な定義が与えられていないけれども、結晶条件探索の指標として

用いられてきた理由もここにあるようである。 
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4. いろいろな因子の沈澱曲線への影響 

 結晶化条件の初期スクリーニングを合理化するには、無駄な沈澱剤濃度などを試

さなくて済むようにすればよい。このためには、界面活性剤、塩、沈澱剤、温度、

溶媒の pH、たんぱく質の濃度や性質などが沈澱曲線の挙動にどのように反映される

のかを知っておく必要があり、できれば沈澱曲線の所在を見積もることができるに

こしたことはない。そこで、諸因子の影響に共通していた特徴とそれから沈澱曲線

や初期スクリーニングに適した濃度を見積もる方法を紹介する。 

 

4-1. 界面活性剤 

 沈澱剤として PEG を用いた場合、同じたんぱく質の沈澱曲線はオリゴオキシエ
チレン、ジメチルアミンオキシド、単糖、二糖の水溶性頭部の界面活性剤の順序で

PEG 濃度の低い方へ変位する。硫酸アンモニウムやリン酸 2 カリウムなどの塩を用

いた場合、逆に塩濃度の高い方へ変位する。これは、沈澱剤のタイプによって複合

体間に誘導される力が異なるからである。すなわち、PEGのような吸水性高分子は
たんぱく質と競争的に水を奪い合う効果に加え溶媒の誘電率を低下させることでた

んぱく質分子間の静電的な相互作用を強めるのに対し、高濃度の塩は水の表面張力

を増加させることでたんぱく質分子間の疎水性相互作用を強めるからである。界面

活性剤の違いによる沈澱曲線の所在は定量化できるほどの規則性はなかったが、沈

澱剤濃度を設定する時の目安として参考になる。 

 内在性膜たんぱく質の疎水性領域を被っている界面活性剤ミセルは臨界ミセル濃

度よりも高い濃度で会合状態に差がないため、たんぱく質分子間の相互作用にはあ

まり影響しないようであった。例えば、いろいろな界面活性剤濃度で決定した沈澱

曲線や結晶の溶解度曲線だけでなく得られた結晶（結晶系や結晶の質）にも差が認

められなかった。ところが、空の界面活性剤ミセルの増加は結晶の核となる複合体

の特定様式の会合を抑制するようで、2 %(w/v)を超えるような高い界面活性剤濃度
は結晶化の再現性を悪くした。このようなたんぱく質の安定性と結晶化の再現性へ

の影響を考慮すると、臨界ミセル濃度よりわずかに高い界面活性剤濃度が初期スク

リーニングには適しているように思われる。 

 

4-2. ポリエチレングリコールと一緒に使用される塩 

 複合体の会合を妨げている水和斥力や静電的な斥力を減少させるために、水への

溶解性が高い塩や高分子が最も頻繁に沈澱剤として使用される。そのいずれのタイ

プを使用するかによって沈澱曲線の挙動は異なるため、初期スクリーニングを計画

する上でその違いを念頭においておく必要がある。 

 たんぱく質の結晶化で PEG は数十から数百ミリモルの塩と一緒に沈澱剤として
使用されることが多く、このような塩濃度では水溶液中で解離したイオンは複合体

表面の電荷を中和するように対イオンとして吸着する。この時、電子を失っている

陽イオンは電子を獲得している陰イオンよりも径が小さいため、陽イオンは一般に
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陰イオンよりも強く解離基へ作用し、2 価陽イオンは 1 価陽イオンよりも強く負電

荷のアミノ酸側鎖に吸着する。一方、多価陰イオン中で負の単位電荷は別々に存在

するので、陰イオンの解離基への作用は陽イオンのように電荷数の増加に伴って強

くなることはない。当然のことながら、イオンの作用は複合体表面の解離基の分布

や数に依存し、特に、解離基を持たない界面活性剤で可溶化されているたんぱく質

では塩の効果は主に膜外領域の性質を反映することになる。複合体が電気的に釣り

合った状態にあるこのような試料溶液へ加えられる比較的高い濃度の PEG は、水
分子を競争的に奪うことで複合体同士が近付くのを妨げている表面の水和斥力を弱

め、同時に溶媒の誘電率を下げることで複合体間の静電的な引力を強調することに

なる。このようなイオンの性質と解離基への作用を反映して、2 価陽イオンの塩は 1

価陽イオンの塩のちょうど 1/10 の濃度で沈澱曲線の変位に同程度の影響を示した。

沈澱曲線の変位が落ち着く塩濃度は界面活性剤の種類にはあまり依存せず、それぞ

れのたんぱく質に固有で1価陽イオンと2価陽イオンの塩に対してそれぞれ 10～40 
mMと 100～400 mMの範囲であった。また、結晶化には最小塩濃度が存在し、そ
れより高ければ広い範囲の濃度（1 M までは確認）が有効であった。例えば、OG
と LDAOでそれぞれ可溶化されたRb. sphaeroides光反応中心の結晶化にはいずれ
も 50 mM以上の塩化ナトリウムが必要で、LDAOで可溶化された Rb.capsulatus
集光性クロロフィルたんぱく質複合体 II の結晶化には 300 mM以上の塩化ナトリ
ウムが必要であった。測定した X線回折像から確かめられた結晶系と分解能はいず
れの塩化ナトリウムで得られた結晶でも同じであった。これらの結果は、結晶化に

必要な塩の種類を見逃さないようにするには、初期スクリーニングで使用する塩の

濃度は比較的高いほうが有利であることを示している。しかし PEG は多価陰イオ
ンの塩と相分離しやすいので、これを避けるためには図 2 に示す相分離の境界より

も低い PEG 濃度と塩濃度の組み合わせを用いる必要がある。これらのことから、
新規内在性膜たんぱく質の初期条件探索では、1 価と 2 価の陽イオン濃度がそれぞ

れ 300～400と 30～40mMとなる塩濃度が標準的であると考えられる。ただし、溶
媒の pH を下げ過ぎる傾向がある遷移金属の塩は 10 mM 程度に抑えるか、もっと
低い濃度で微量添加剤として使用するほうが無難なように思われる。また、オリゴ

オキシエチレン水溶性頭部の界面活性剤で可溶化された膜外領域の小さな内在性膜

たんぱく質のように高い PEG 濃度を必要とする複合体を扱う場合は多価陰イオン
の塩濃度は標準的な値より低くする必要があり、二糖類水溶性頭部の界面活性剤で

可溶化された膜外領域の大きな内在性膜たんぱく質のように低い PEG 濃度で析出
しはじめる複合体を扱う場合はもっと高い塩濃度でも構わない。 

 静電的に釣り合った複合体では、同じ初期分散濃度を与える PEG の濃度（従っ
て、沈澱曲線の位置）は陽イオンと陰イオンに割り当てられる特定の数値と 1 つの

平面で関係付けられることをみいだしている。その平面は複合体の個性を取り込ん

でおり、その位置と傾きを知るには図 3 に示すように陽イオンと陰イオンの組み合

わせが異なる 3 種類の塩を用いて沈澱曲線を決定する必要がある。その 3 本の沈澱

曲線を決定する手間をいとわなければ、他の 70 種類の塩存在下での沈澱曲線の所在
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をかなり正確に予測することができるので、初期スクリーニングで異なる塩毎に幾

つもの PEG 濃度を試す必要がなくなる。さらに、先ほど示した塩濃度の範囲でイ
オンは競争的に解離基へ吸着するため、共存する 2 種類以上の塩は濃度の加重平均

として沈澱曲線へ影響することになるので、3 本の沈澱曲線から複数の塩共存下で

の適切なスクリーニング条件の設計も可能となる。実際、この方法に基づいて予測

される条件を用いて新規のものを含め幾つかの内在性膜たんぱく質のスクリーニン

グを行い、いずれの場合も数種類の塩が結晶化に有効であることを新たに同定でき

た。すなわち、結晶を誘導するのに十分有効な範囲内で予測できていることが確認

できた。とはいえ、実際のスクリーニングでは予測した沈澱剤濃度が適切であるか

どうかを確認するべきで、これは沈澱剤を混ぜた時に複合体の会合による僅かな濁

りが生ずるかどうかを確かめればよい。 
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図 2. いろいろな塩とポリエチレングリコール 4000 との相分離の境界 
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図 3. イオン種と沈澱曲線との位置関係 

 
4-3. ポリエチレングリコールの平均分子量の効果 

 PEGはその分子量が大きくなると沈澱剤としての効果も強くなるので、沈澱曲線
は使用する PEGの平均分子量の増加に伴ってより低い PEG濃度へ変位する。平均
分子量が 1000 から 10000 の範囲では複合体の同じ初期分散濃度を与える PEG の
濃度の対数は平均分子量の対数と線形関係を示した。同じ複合体に対して、このよ

うな PEGの分子量の効果は塩の種類に依存しないので、4-2 で述べた塩と沈澱曲線
との関係を表す平面は使用する PEG の平均分子量に応じて図 4 のように移動する
ことになる。この関係を利用すれば、1 つの塩を用いて平均分子量の異なる 2 つの
PEGに対する沈澱曲線を決定することによって他の PEGを用いる場合の適切な濃
度を見積もることも可能になる。また、それ以外の平均分子量では沈澱曲線は線形

関係から高めの PEG 濃度へ変位する傾向を示しが、塩の種類と沈澱曲線の位置関
係は保存されていた。 
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図 4. ポリエチレングリコールの平均分子量と沈澱曲線との位置関係 

 
 分子間相互作用を誘導するのに高い濃度を必要とする小さな PEG は溶媒の誘電
率を下げすぎることがあり、サイズが小さな分だけ複合体の疎水性領域に直接作用

しやすくなるため界面活性剤のミセル構造を壊す傾向が強くなる。Rb. sphaeroides
の光反応中心や Rb.capsulatus の集光性クロロフィルたんぱく質複合体 II では
30 %(w/v)を越える PEG濃度で安定性が損なわれ、Rps. viridisの光合成単位は平
均分子量が 1000以下の PEGで集光性クロロフィルたんぱく質複合体Iがはずれて
くるなどたんぱく質の安定性と密接に関わっている。さらに、より小さな PEG は
より高い濃度を使用しなければならないので、塩が析出しないようにより低い塩濃

度を使用する必要がある。逆に、分子量が大きいほど複合体間の相互作用を強める

のに必要な濃度は低くなるが、この効果より溶媒の粘性を高める効果がまさるため、

結晶の核形成と成長は抑えられる傾向が強くなる。例えば、PEG20000を使用した
溶液では Rb. sphaeroidesの光反応中心は結晶化するのに非常に時間を要し、１月
が経過しても結晶が形成されたのは調整した試料のうち 1/7 ほどでしかなかった。
このような PEG の効果は、たんぱく質の安定性や使用する界面活性剤に応じて適
切な PEG を選択する時の目安として参考になる。また、ポリエチレングリコール
モノメチルエーテルのたんぱく質や沈澱曲線への影響は同じ平均分子量を持つポリ

エチレングリコールと同じで、2-メチル-2,4-ペンタンジオール(MPD)や 1,6-ヘキサ
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ンジオールの沈澱曲線への効果は平均分子量 1000の PEGと同程度であったが、分
子量が小さなぶんだけ疎水結合への影響が強くなるので、その使用には注意が必要

である。 
 
4-4. 高濃度の塩 

 たんぱく質濃度が 30 mg/mL程度の複合体溶液へいろいろな塩の飽和水溶液を加
えてみたところ、1 価陰イオンの塩は試したいずれの複合体も析出できず、硫酸ア

ンモニウムやリン酸 2 カリウムのような多価陰イオンの塩でのみアモルファス沈澱

物が形成された。この結果は、膜結合領域が界面活性剤で覆われている内在性膜た

んぱく質では通常の水溶性たんぱく質よりも疎水性表面の割合が小さくなっている

ことを示している。従って、このような複合体の結晶化で使用する塩の優先順位は

極性の大きな多価陰イオンの塩からということになる。もちろん、膜外領域が大き

くなると、複合体の性質も一般に水溶性たんぱく質に近付いてくると考えられるの

で、1 価陰イオンの塩も有効になることもあろうが、それはアミノ酸配列などから

判断したほうがよい。次に、もっと詳しく塩の効果を知るために、複合体を析出さ

せることができた塩を用いて沈澱曲線を決定した。その位置と塩の種類との関係は

水溶性たんぱく質に対して得られている傾向とほぼ同じで、複合体を析出させる陰

イオンの効果は荷電数とサイズの増加に伴って強くなり、陽イオンの効果はリチウ

ム、アンモニウム、ナトリウム、カリウムの順序で増していく傾向を示し、ほぼ陽

イオンのサイズの順番と一致していた。しかし、PEGと一緒に用いられる塩の効果
ほど明確なものではなかった。このように、高濃度の塩に対する沈澱曲線は定量的

に予測することが難しいので、複合体の析出を誘導するそれぞれの塩の最小濃度か

ら適切なスクリーニング条件を決定するほうが賢明である。結晶化で利用されてき

た多価陰イオンの塩はそれほど種類が多くないので、この作業はそれほど手間がか

かるものにはならない。 

 オリゴオキシエチレン親水性頭部の界面活性剤で可溶化されたたんぱく質では、

多価陰イオンの塩はたんぱく質間相互作用を誘導するよりも低い濃度でミセル表面

に疎水性相互作用を誘導することがあるので注意が必要である。また、塩の添加で

膜外領域間に疎水性相互作用が誘導できるかどうかを判断するには、LM のような

二糖類の親水性頭部を持つ界面活性剤で可溶化されたたんぱく質に硫酸アンモニウ

ムのような強い塩析効果を持つ塩を添加して複合体の会合が生じるかどうかを調べ

ればよい。先に述べたように、二糖類の親水性頭部を持つ界面活性剤はたんぱく質

への影響が小さく、疎水性相互作用に関与する基を持たないからである。 

 

4-5. 温度 

 結晶化温度は通常 5℃前後から 20℃前後までの範囲に設定されていることが多く、
たんぱく質の安定性とも関係するので、その選択には注意が必要である。沈澱曲線

や結晶の溶解度曲線に及ぼす影響は界面活性剤の親水性頭部の性質と用いる沈澱剤

のタイプの組み合わせに依存する。例えば、PEGと低濃度の塩の組み合わせを沈澱
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剤として使用した場合、調整温度や結晶化温度の上昇に伴いLDAOやC12E8のよう

に水溶性頭部に-CH3や-CH2-を持つ界面活性剤で可溶化されたたんぱく質の沈澱曲
線や結晶の溶解度曲線は沈澱剤濃度の低い方へ変位し、糖の水溶性頭部を持つ界面

活性剤で可溶化されたものでは逆方向へ変位した。これに対し、硫酸アンモニウム

やリン酸２カリウムを沈澱剤として使用した場合、沈澱曲線は界面活性剤にはあま

り関係なく 5℃と室温で同程度か、5℃よりも室温で沈澱剤濃度の低い方へ変位した。
また、PEG濃度の増加に対する複合体の初期分散質濃度の減少は 5℃と室温でいず
れも同じ挙動を示したが、硫酸アンモニウムやリン酸２カリウム濃度の増加に対し

て室温では 1 価の指数関数に従って減少したものが 5℃では線形に減少するなど温
度によって異なる挙動を示すものがあった。直接作用しないPEGと異なり高濃度の
塩は複合体表面の極性基への作用が温度によって異なる場合があるからであろう。 

 次に、結晶化条件のわかっている幾つかのたんぱく質について、5℃と室温で調
整した結晶化溶液をいろいろな温度（5℃から 25℃まで 5℃おき）に設定された恒
温槽に静置し、結晶形成の有無を観察した。温度の違いは試料調整時と結晶成長時

で個別に影響し、どちらの段階で影響するかは複合体により異なっていた。例えば、

LDAOで可溶化された Rb. sphaeroides光反応中心の結晶化は沈澱剤混合時の温度
に依存したが、同じたんぱく質でも OGで可溶化されたものや LMで可溶化された
植物の光化学系 II は結晶化温度に依存した。このような温度依存性は結晶の核形成

過程で影響されるか成長過程で影響されるかという違いを反映していると考えられ

る。また、調べたいずれのたんぱく質も結晶化を誘導出来る臨界温度は 15℃前後で、
これよりも高い温度では結晶が形成された。これらの傾向をふまえ当方では、結晶

化溶液の調整は室温で行い、核形成が阻害されないように 1～2 時間室温に置いた後、

たんぱく質の安定性に応じて結晶化温度を設定するといった操作を行っているので、

参考となるかもしれない。もちろんサンプル量に余裕があれば、同じ条件の結晶化

溶液を少なくとも 2 組調整し 5℃と 20℃での結晶化を試すことを勧める。また、複
合体の結晶が誘導されるかどうかは沈澱曲線や結晶の溶解度曲線の温度依存性とは

相関が認められなかったが、結晶の出来方などを制御するのに参考となる場合もあ

る。 

 

 界面活性剤、塩、親水性高分子、緩衝液のいろいろな組み合わせによって生じる

現象や塩の種類によって緩衝液の pH がどの程度変化するのか等の基礎データ（羅
列になるので紹介はしなかったが）を参考にすれば、もっと適切にスクリーニング

条件を計画し、実際に試すべき条件を減ずることも可能である。また、紹介した規

則性や傾向は性質の異なる 10 種類以上の内在性膜たんぱく質/界面活性剤複合体に

共通していたもので、その多くは水溶性たんぱく質の結晶化にも利用できるものと

考えている。 

 
5. Rp. viridis光合成単位の結晶化 
 これまで述べてきたことを適用した初期スクリーニングの例として Rp. viridis光合
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成単位の結晶化について紹介する。まず、このたんぱく質が安定に存在できる条件を調

べ、可溶化界面活性剤として n-デシル-β-D-マルトシド(DM)と LM が、緩衝液とし

てリン酸緩衝液以外の広い pH (5.0～9.0)のものが利用できる候補として絞られた。
より分子量が小さく、よりこのたんぱく質を安定に保つ DMを界面活性剤として選
択し、精製で用いた Tris (pH 8.0)緩衝液を用いることにした。次に、硫酸アンモニ
ウムと PEG（低濃度の塩化ナトリウム存在下）を用いて、どちらのタイプの沈澱剤
がたんぱく質間相互作用を強めるのに有効かを調べた。20 mg/mLに調整したたん
ぱく質溶液に硫酸アンモニウムを添加してゆくと 27 %(w/v)あたりからようやくア
モルファス沈澱物が形成しはじめ、30 %(w/v)あたりで溶液全体が急激にゲル状とな
ったので、高濃度の塩の使用は適切でないと判断した。一方、PEGの添加ではこの
ような状態変化は認められなかったので、PEGと低濃度の塩の組み合わせを沈澱剤
として用いることにした。また、光合成単位内で集光性クロロフィルたんぱく質複

合体 I は脂質分子を介して光反応中心へ結合しているので、小さな PEG や MPD
のような不揮発性有機溶媒はたんぱく質-界面活性剤やたんぱく質-脂質間に作用す

る可能性があると考え、最終濃度が 20 %(w/v)となるようにいろいろな平均分子量
の PEGを加えてみたところ、予測されたように平均分子量が 1000以下のものでは
集光性クロロフィルたんぱく質複合体 I がはずれてくることが確認された。 

 そこで、平均分子量 4000の PEGを用いることにし、初期スクリーニングの条件
を 4-2 で述べた方法で見積もった。300 mM硝酸カリウム、300 mMチオシアン酸
カリウム、30 mM硝酸マグネシウム存在下で PEG4000濃度に対する沈澱曲線を決
定し、その 3 本の沈澱曲線から他の塩存在下での沈澱曲線の所在を予測した。表 3

に示すように、5 mg/mLの分散濃度を与える PEG4000濃度は 5.7から 6.2 %(w/v)
の範囲で塩の違いによって大きく変化しないと予測された。また、決定した 3 本の

沈澱曲線では 10から 0.1 mg/mLへの初期分散濃度の減少をもたらす PEG4000濃
度の増加が 2 %(w/v)程度であった。このような濃度から、蒸気拡散法では 10 mg/mL
のたんぱく質濃度に対して適切な試料溶液の出発および到達 PEG4000 濃度はそれ
ぞれ 5 %(w/v)あたりと 8.5 %(w/v)あたりになることが予測された。PEG水溶液か
らの水の蒸散は比較的遅いので、沈澱剤溶液調整の手間を軽減することを考慮し、1

価および 2 価陽イオンの塩濃度がそれぞれ 600 と 60 mM で、PEG4000 濃度が
10 %(w/v)のリザーバー溶液を 1 mLずつ調整し、これらの溶液を約 20 mg/mLの
たんぱく質溶液と 10 µL ずつ混合し、5℃の暗所に静置した。その初期スクリーニ
ングで、硫酸リチウム、酢酸ナトリウム、硫酸アンモニウム、塩化マグネシウム、

塩化ニッケル、硫酸ニッケル、酢酸亜鉛、硫酸亜鉛存在下でたくさんの微結晶が形

成されることが確認された。 

 

表 3. Rp. viridis光合成単位の 5 mg/mL初期分散濃度を与えるポリエチレングリコール 4000の
予測濃度 
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Anion type F- Cl- I- NO3
-

SCN- formate- acetate- lactate-

Cation type

Li+ 6.1% 6.2% 6.1% 6.1% 6.1%

Na
+ 6.0% 6.1% 6.1% 6.1% 6.1% 6.1% 6.1%

K+ 6.2% 6.2% 6.2% 6.2% 6.2% 6.2% 6.2%

NH4
+ 6.1% 6.2% 6.2% 6.2% 6.2% 6.2%

Mg2+ 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%

Ca2+ 6.0% 6.0% 6.0%

Mn
2+ 5.9% 5.9% 5.9% 5.9%

Co2+ 5.9% 5.9% 5.9%

Ni2+ 5.8% 5.8% 5.8%

Zn2+ 5.7% 5.8% 5.7%

Cd
2+ 5.7% 5.7% 5.7% 5.7%

Anion type butyrate- sulfate2- tartrate2- malate2- succinate2- oxalate2- HPO4
2-

citrate3-

Cation type

Li
+ 6.1% 6.0%

Na+ 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%

K+ 6.1% 6.1% 6.1% 6.1% 6.1%

NH4
+ 6.1% 6.1%

Mg2+ 5.9%

Ca2+

Mn2+ 5.9%

Co2+ 5.8%

Ni2+ 5.8%

Zn
2+ 5.7%

Cd2+ 5.7%
 

 

 幾つかの効果を期待して、1 %(w/v) になるように n-オクチル-β-D-マルトシド
(OM)を加え、塩濃度を半分にし、PEGの平均分子量を 4000から 2000に変え、再
度スクリーニングを行った。比較的高い OMの添加にはたんぱく質の露出面積の増
大と核形成の抑制を期待した。残り 2 つの変更には、低い塩濃度と高い PEG 濃度
によるたんぱく質分子間の静電的な相互作用の強調を期待した。また、3 つの条件

を同時に変えたのは、1 つ 1 つの変更で期待される効果は小さくても、一緒に働く

ことで効果が増すと考えたからである。このようにして、図 5 に示すような X線回
折像の測定が可能な大きさの結晶が得られた。また、たんぱく質の安定性の向上と

核形成の抑制を目論んで、1-モノオクタノイル-rac-グリセロールと L-α-リゾフォス
ファチジルコリン,パルミトイールの立法相への導入を試してみたが、集光性クロロ

フィルたんぱく質複合体 I が光反応中心から短時間で外れてしまった。曲率の大き

な脂質立法相内で光合成単位のように大きなたんぱく質は強く歪みを受けるようで
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ある。 

 安定性の検索と 3 本の沈澱曲線の決定で 4 mg弱の光合成単位を使用したが、少
量の試料で測定できる分光光度計なども市販されているので、そういったものを利

用すればもっと少ない（おそらく 10 分の 1 程度）試料で初期スクリーニングを計画

することが可能である。このたんぱく質以外にも幾つかの内在性膜たんぱく質につ

いて同様な方法で初期スクリーニングを行い、試した条件数に対して高い確率で結

晶化条件を見つけだすことができており、ここで紹介した規則性や傾向は結晶化条

件探索を合理化するのに有効な情報であると確信している。 

 

図 5. 塩化マグネシウム（左）と塩化ニッケル（右）存在下で形成された Rp. viridis光合成単位
の結晶 

 

6. 終わりに 
 内在性膜たんぱく質の結晶化条件探索を合理化する指標として敢えて非平行状態

にある“沈澱剤を加えた直後に溶液相に分散しているたんぱく質濃度”に着目した

のは、結晶化が非平衡状態での現象であり、精製したたんぱく質について時間を待

たずして実験的に測定できる量だからである。また、たんぱく質はそれぞれ個性的

で、その濃厚溶液での現象である“たんぱく質の非特異的な会合現象”を調べても

いろいろな相互作用が複雑に関与しているので役立つ情報が得られるかどうかとい

う懸念もあった。しかし、沈澱曲線を系統的に決定し、その結果を整理してみたと

ころ、観察された現象は（理論的な解析は不可能にしても）意外に単純で、結晶化

条件探索を合理化するのに役立つ幾つかの定量的な関係や定量的ではないにせよ判

断材料となる傾向を得ることができたのは幸いであった。条件探索をもっと合理化

できるようにするため、たんぱく質の性質と緩衝液との組み合わせや幾つかの添加

剤がどのように沈澱曲線に影響するのか等調べているところでもある。 
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