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１．はじめに

　結晶の成長過程に磁場を応用しようと，�'(�年代から多くの試みがなされてきた．特に，電磁制動

を利用した液体金属中の対流抑制については，半導体融液を題材に広く研究されてきた ����．しかしな

がら，電磁制動による対流抑制効果以外には，明確に磁場効果であると特定できるような現象は見出

されてこなかった．近年，超伝導磁石の急速な発展により ���程度の強磁場が比較的容易に利用でき

るようになり，結晶成長に対する磁場効果が再び注目を浴びるようになってきた．特に，良質単結晶

の育成技術の確立が強く望まれているタンパク質を題材とした分野で注目されており，磁場が結晶の

配向 �����	����，晶癖 
�，生成個数 
����，成長速度 ��� や水溶液中の対流 ��� に顕著な影響を及ぼすこと

が報告されている．また，低分子有機化合物結晶の磁場配向についても同様の研究がなされている ���

���．



構造生物 Vol.5 No.3
1999 年 12 月発行
　本稿では，まず，磁場中でタンパク質を結晶化するとどのような現象が見出されるのか述べた後に，

それぞれの現象について定量的な説明を試みる．
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２．磁場中でのタンパク質の結晶化5)

　生体内の高度な機能を司るタンパク質は，医薬・生体材料などとしての応用が期待されている．し

かし，タンパク質の優れた機能を支配する立体構造の解析は主にＸ線回折法によって行われるが，そ

のためには良質で十分に大きな単結晶が不可欠であり，その育成がボトルネックとなっている．その

ため，タンパク質の結晶化過程を，磁場を利用することで制御できないであろうか，というのが研究

の発端であった．�

　我々はモデルタンパク質として，高純度の市販品が入手しやすく，良質の単結晶が得られやすいニ
ワトリ卵白リゾチームを選び，結晶化に及ぼす磁場効果について研究を行った．結晶化の手順は以下

の通りである．リゾチームは塩析バッチ法により結晶化させた ���．リゾチーム溶液と沈殿剤溶液を適

量づつ混合して過飽和溶液（-��.酢酸緩衝液 ��"/�-�，0-��+���1$�）を調製した後，プラスチッ

ク製の '(穴培養プレートに溶液を ���μ�づつ分注した（溶液層の高さ：��2���）．また，試料の蒸

発を防ぐため，タンパク質溶液上に流動パラフィンをさらに -�μ�づつ分注し，シールした．過飽和

溶液を分注した後，ただちに培養プレートを恒温コンテナ（0���± ���℃）中に入れ，クライオクー

ラー冷却式超伝導磁石 �	� の直径 -0�� のボア中に静置した．この磁石は縦形のボアを有するため，

印加した磁場の方向は鉛直方向である．過飽和溶液が占める体積中での磁場の不均一度は１％以下で

あった．試料は �～ ���の均一・定常磁場下で /2時間静置した後に磁石より取り出し，光学顕微鏡

により観察した．
　リゾチーム仕込み濃度 100mg/ml で晶出した結晶の写真を FFig. 1 に示す．図は結晶を上方より透過

光で観察したものである．FFig. 1(a) は無磁場（0T）中で生成した結晶を，また FFig. 1(b) は 10T の

磁場中（磁場方向：紙面手前向き）で生成したリゾチーム正方晶系結晶を示す．10T 磁場中で生成し

た結晶の個数は 0T での個数に比べて明らかに少なく，約半分であった．リゾチーム正方晶系結晶（空
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間群 : P43212）は，c 軸方向より眺めると４つの {101} 面から成る「田」の字型に見える．10T の磁

場中で結晶化した試料中には「田」の字型の結晶が多数観察されることより，結晶の c 軸が磁場と平

行に配向していることがわかる．FFig. 1(b) の場合には 56% の結晶が磁場により配向しており，この

傾向はリゾチーム仕込み濃度が濃いほど顕著であった．また，磁場はリゾチーム結晶の晶癖にも影響

を及ぼした．10T 磁場中で得られた結晶は，0T での場合と比べて c 軸方向に扁平であった．この結果

は，磁場が核形成過程のみならず各面の成長速度にも影響を及ぼすことを示す．

　以上述べたように，磁場はタンパク質の結晶化において，1) 生成核の個数，2) 結晶の配向，および
3) 晶癖（成長速度）に顕著な影響を及ぼす．結晶の配向及び成長速度に及ぼす磁場効果について，次
章以降もう少し定量的な説明を試みる．

３．結晶の磁場配向について10)

　本章では，結晶の磁場配向がどのような因子によって決定されるのかについて説明する．前章で述

べたように，鉛直方向に磁場を印可すると，リゾチーム正方晶系結晶の ��軸が容器底に対して垂直に

なるよう結晶は磁場配向して成長する．配向の程度を定量化するために，磁場の方向と３°以内に ��

軸が向いている結晶の数を析出した結晶の総数で割ることで，結晶の配向率 �を定義した．目視によ

り配向していると認められる結晶を多数容器底からはがし，��軸と磁場方向のなす角を測定したとこ

ろ，そのずれは最大で約３°程度であった．そのため，この３°以内という条件を配向の基準として

用いた．�

　)����0 に，配向率 � と磁場強度およびリゾチーム仕込み濃度 ���� との関係を示す．�データにはか

なりのバラ付きが見られたが，磁場強度の増加に伴い配向率 �は増加した．１ �程度の磁場であって

も配向については無磁場下と有為な差が観察された．また，�リゾチーム初濃度 ����の増加に伴い，配

向率 �は顕著に増加した．

　結晶の磁場配向現象をより定量的に理解するためには，まず，リゾチーム分子およびその正方晶系

結晶の磁気的性質について知る必要がある．�リゾチームについては，分子の平均の磁化率がこれまで

に測定されているが ���，磁化率の異方性についての報告例は無い．そこで，3��
�����の方法 ��� を

用いて，リゾチーム分子および正方晶系結晶の磁化率異方性を計算した．計算に当たっては，α� ヘ

リックス，β�シート，芳香環についての磁化率異方性の文献値 ���，およびリゾチーム分子の原子座

標 ���を用いた．その結果，Δχ4χ����χ��4�5(× ��������+���の値を得た．ここで，χ���4χ��お

よびχ�は，正方晶系結晶の ��および ��軸方向の磁化率を示す．Δχの値には，芳香族アミノ酸の

芳香環が最も大きな寄与を及ぼしていた．計算で得た Δχ の値が正であることより，�� 軸が磁場の

方向に向くように結晶が配向するほうがエネルギー的に安定であることがわかる．これは )�����に示

した実験結果と一致している．

　計算した Δχ の値を用いると，� 個のリゾチーム分子からなる正方晶系結晶の配向エネルギーを

次式を用いて計算することができる ���．

（１）

ここで，��はアボガドロ数，θは ��軸と磁場のなす角，�は磁場強度を示す．したがって，�個の

リゾチーム分子からなる正方晶系結晶が，��軸と磁場が３°�π+(������以内になるよう配向する確率

���!�"��は、

E N θ H, ,( ) 1
2
---

N
NA
------- ∆χcos

2θH
2

–=



構造生物 Vol.5 No.3
1999 年 12 月発行
（２）

と表される．

　結晶の配向エネルギーが熱エネルギー �	 を上回るためには，��� の強磁場下においても，結晶は

半径が '�	�程度の大きさ（5× ���個の分子からなる）まで成長している必要がある．したがって，

溶液中でリゾチーム分子１個ではもちろんのこと，臨界核（過飽和度に依存し ������ 分子からなる

���）を超える程度の大きさの凝集体であっても，それらに働く磁場配向効果は非常に小さく無視でき

る．そのため，)����� に見られるような配向現象は，ずっと大きな結晶に対して働くものであること

がわかる．我々は結晶中のリゾチーム分子の個数 � をさまざまに変え，�0� 式を用いて結晶の配向確

率 ���!���を計算した．その結果を )����,に示す．)�����0!�,の比較より，大部分の実験点は ��4����

と ��	の２本の ���!���曲線の間に位置することが分かる．このことより，)���２に示した実際に観

測された磁場配向現象は，結晶中の分子数 � が ��������	（結晶の直径：��-�����μ�）の時に起こっ

たものであると考えられる．

　我々は，いつ結晶の配向が決定されたのか，を説明するために以下のようなモデルを考えた．リゾ

チーム結晶が容器といったん接触するとかなり強く付着するため，結晶の磁場による配向は，結晶が

溶液中を沈降し容器底に接触する前に達成されている必要がある．従って溶液中で生成された結晶核

が成長し，沈降しながらさらに成長し，容器底に着床する直前の結晶の大きさによって結晶の配向が

決められる，と考えた．このモデルを用いると，)����0 に示した配向率のタンパク質濃度依存性も，

定性的に説明できる．つまり，タンパク質濃度が高いほど結晶がより速く成長するため，容器底に達

するまでに結晶はより大きくなり，配向しやすくなったものと考えられる．

　このモデルが正しいならば，�溶液層の高さがより高いほど（容器がより深いほど）結晶が容器底ま

で沈降するのに時間がかかるため，他の条件が同じであっても，配向率は増加するものと予想される．

このことを実証するために，溶液層の高さがもとの２倍および �, 倍になるような容器を用意し，実

験を繰り返した．その結果，)����/ に示すように，結晶の配向率は溶液層が高くなるほど大きくなる

ことが確認された．

　溶液中を容器底まで沈降した時のリゾチーム結晶の大きさを見積もると，
�� ' × ��	 となり ���，

沈降を取り入れたモデルは観察結果と定性的に一致するが，式 �0� を用いて推定した � の値（�����

��	）よりも約１桁大きかった．二つの方法で見積もった�値が一致しなかったのは，結晶が容器底に

着地する際に，重力による結晶の転倒のために配向率が幾分小さく観察されたためであると考えられ

る．結晶が重力により倒れようとする回転のトルクと磁気配向のトルクを比較するとことで，配向に

及ぼす「形」の影響をさらに見積もることができる ���．その結果，��4�����，結晶半径が ��μ� の

時には，トルクの比が ����- 程度であるため重力の効果は無視できるが，
��4���� の時には，二つの

トルクの比は沈降して容器底に達する結晶の典型的な大きさである結晶半径 0�μ� のときに１とな

り，重力の効果が顕著に現れることがわかった．�

　以上より，結晶の配向率は，磁場強度に加えて結晶の成長速度および容器の深さにも強く依存する

ことがわかった．このモデルによって導かれた配向率は，実際に観測されたものより１桁高い値であっ

たが，定性的には実験結果をうまく説明することができた．本研究では磁気異方性の小さな球状タン

R N H,( )
E

N θ H, ,( )
κT

----------------------– θsinexp θd
0

π
60
------

∫

E
N θ H, ,( )

κT
----------------------– θsinexp θd

0

π
2
---

∫
-----------------------------------------------------------------------=
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パク質であるリゾチームを用いたが，磁気異方性のより大きなタンパク質（例えば膜タンパク質など）

ではこの効果はさらに顕著になり，結晶化への応用が広がるものと期待される．
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４ .結晶の成長速度について12, 13)

　前章までの結果は全て，所定時間後に磁石から試料を取り出し観察した結果である．10T 程度の強

磁場中においても「その場観察」ができるようになれば，晶癖を決定する各結晶面の成長速度を直接

測定することができる．そこで我々は次に，超伝導磁石中で使用可能な透過型光学顕微鏡を作製し，

均一磁場中でリゾチーム正方晶系結晶の成長過程を「その場観察」した．そして，成長速度の磁場依

存性について検討した．

　強磁場下その場観察用透過型光学顕微鏡の詳細については紙面の都合上文献12)を参照していただき
たい．11T の均一磁場（< ± 0.1%）中で，リゾチーム正方晶系結晶の成長過程をその場観察した一例

を Fig. 5に示す．磁場の向きは紙面向こう向きである．所定時間毎に <110>，<001>方向について定点

から結晶端までの長さを測定し，面の移動量から {110}，{101}面の成長速度を求めた．得られた成長

速度と溶液濃度の関係を Fig. 6 に示す．それぞれの実験では，全て違う種結晶を使用したためデータ

はばらついているが，図より，80 mg/ml，{101}面での一例を除き全ての実験条件で，11T下での成長

速度が 0T下での値を 5～ 60% 下回っていることが分かる．したがって，磁場による成長速度の減少

は，十分に有意な現象であると考えられる．
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　溶解度は成長速度に顕著な影響を及ぼすパラメータの１つである．磁場が結晶の成長速度を減少さ
せた理由として，磁場中で溶解度が増加した可能性が考えられる．そこで，リゾチーム結晶の溶解度
に及ぼす磁場の影響について検討するため，強磁場中で溶解実験を行った．まず，十分に多量のリゾ
チーム結晶をサンプル管の中に作成した．次にサンプル管中の溶液を 2.5wt%NaCl，50mMの緩衝液で

置換し，すぐに磁石中にサンプル管を静置した．そして，3 ～ 6 時間毎に溶液を分取し，吸光光度計
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によってサンプル中のリゾチーム濃度を測定することで，0，5，10 T 下での結晶の溶解過程を追跡し

た．マシンタイムの都合上，溶解過程の追跡は 70時間で打ちきった．

　その結果，Fig. 7 に示したように，時間の増加とともに溶液中のリゾチーム濃度は増加し，40 時間

以後ほぼ一定値に落ち着いた．ただし，一般にタンパク質の溶解速度は非常に遅いため，溶液濃度が

真の平衡値に達するには一週間程度を要する．実際に，0T，50時間での到達濃度は，同条件下での溶

解度 14.1mg/ml25)より約 15％小さい．したがって，Fig. 7に示した結果は，(1) 5Tおよび 10Tの磁場中

では結晶の溶解度が減少した，もしくは (2)結晶の溶解速度が著しく減少した，可能性を示す．図に示

した到達濃度の大小関係が実際の溶解度の大小関係を反映しているものと仮定すると，磁場によって

リゾチーム結晶の溶解度は減少するものと考えられる［(1) のケース］．しかしながら，この結果は成

長速度から推測される結果とは逆であるため，少なくとも磁場による成長速度の減少は，磁場中での

溶解度変化では説明することはできない．

　高電気伝導性の液体中での対流が，磁場によって抑制される現象についてはこれまで多くの報告が

ある 1-3)．また，ラマチャンドラン等は交流磁場を用いて 4Mの NaCl水溶液の流れを制御することに

成功している 26)．そこで，本研究においても磁場が水溶液中の対流を抑制したため，結晶の溶解速度

が著しく減少したのではないかと考え［（２）のケース］，磁場が NaCl水溶液の対流におよぼす影響に

ついて調べた．実験手順は以下の通りである．高さ ����，内径 �2��の円筒形ガラスセルの上面お

よび下面の温度をペルチエ素子を用いてそれぞれ 	�，	�，�	��;
	��に制御し，両者の温度差 ∆	4	��

	�に基づいた対流を定常的にセル中に発生させた．セルには 0-#�<�1$�水溶液を満たし（電気伝導

度：0��× ����Ω�����!�0-℃），セル中の対流を可視化するために粒径５μｍのポリスチレンラテック

ス粒子を溶液中に加えた．

　セル中を流れるポリスチレンラテックス粒子の流れの軌跡を先に述べた顕微鏡で観察・録画しト

レースし，流れを解析した．その一例を )����2 に示す．図は，��- 秒おきに撮影した３枚のスナップ

ショット �1������,� を重ねて表示したものであり，磁場の有無に関わらず画面左上から右下方向に流

れが存在することがわかる．しかしながら，図よりわかるとおり，��-秒間の粒子の移動距離は，無磁

場下 �&�→ &0→ &,!�=�→ =0→ =,�よりも ���の均一磁場下 �$�→ $0→ $,!�6�→ 60→ 6,�で

の方が明らかに小さく，磁場が対流を抑制していることがわかる．同様の実験を種々の温度差Δ	に

おいて行い，流速を解析した結果を )����' にまとめた．ここでは，セル内の平均温度が常に 0- ℃に

なるように（�	�>	��+040- ℃），温度を設定した．図に示したように，温度差の増加と共に対流の流

速が増加するのに加え，���の均一・定常磁場によって，対流が約２分の１に抑制されることがわかっ

た ���．定常・均一磁場が水溶液中の対流に顕著な影響を及ぼすことを明らかにしたのは，我々が知る

限りこの報告 ���が初めてである．

　この実験結果から，)����( に示した磁場による成長速度の減少は，対流が抑制されるために溶質分

子の結晶表面への輸送速度が遅くなり，結晶表面でのリゾチーム濃度が減少したためであると考えら

れる．しかしながら，対流の抑制による溶解速度の減少のみで，)����5 に示した濃度の経時変化の違

いを説明できるかどうかは現在のところ不明であり，研究中である．

　また，�予備的ではあるが，磁場が結晶の品質を向上させるという結果が得られている ���．リゾチー

ム斜方晶結晶を ���の均一・定常磁場下で育成したところ，無磁場下で得られた結晶に比べて，分解

能が ��,Åから ���Åへと向上した（回折スポット数の増加 9�00!���→ ,/!���）．その原因としては，

対流の抑制による環境の擾乱の低下や，結晶中のモザイク構造の磁場配向，分子構造の変化による結
晶のパッキングの向上，などが考えられるが，詳細については現在検討中である．
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５．まとめ
　タンパク質を題材に，磁場が結晶の個数，配向，晶癖（成長速度）に顕著な影響を及ぼすことを紹

介した．また，結晶の配向が成長速度および容器のサイズにより制御できること，磁場中では結晶の

成長速度が減少するが磁場による対流の抑制がその原因と考えられること，について示した．本稿で

紹介した結晶化に対する磁場効果は，タンパク質以外の低分子有機化合物や無機塩類などにも適用で

きる．そのため，磁場は溶液中からの結晶成長過程を制御するための新たな操作パラメータとして有

用であると考えられる．
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