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Ⅰ．はじめに 

 これは筑波大学祥雲弘文教授が企画され、１９９９年９月３日筑波大学大学会館・国際会議場に

て開催された「ＴＡＲＡ構造生物学国際シンポジウム」での講演を基に書き下した原稿です。 

 

 プログラムでは「Time resolved protein crystallography using monochromatic x-rays」となってい

ますが、此は今後の重要なテーマの一つで今日の話の最後にこのことについて述べます。より全体

的なタイトルとしては「Synchrotron radiation and structural biology」にさせて頂きます。先ず本日

の話の内容を表１に掲げます。 

 

        表表１．Synchrotron Radiation and Structural Biology 

           1. Ultra accurate x-ray protein crystal structure analysis 

          2. Nature of synchrotron radiation 

           3. Advantage of screenless Weissenberg camera 

           4. Time resolved protein crystallography using monochromatic x-rays 

 

 

Ⅱ．超高精度蛋白質Ｘ線結晶解析 

 先ず、「蛋白質のＸ線結晶解析は何処まで精密なことが言えるのか」と言うことに付いて、我々
１，２，３、４）が世界に先駆けて１９７０年代に行った２亜鉛インスリンの超精密解析を例にして表２に

従って説明しましょう。 

 

 

              表２． Ultra accurate x-ray crystal structure analysis  

        ----2Zn insulin crystal analysis using 1.2 A resolution data----   

              Cell dimension(Hexagonal): a=b=82.46, c=33.94A   

 1973: Disordered structure were discovered least squares refinement with constrain 

 1975: About an half of side chains are disordered  

 1977: Point out the importance of the refinement of water molecules with partial occupancy 

      R-factor did not change   

 1978: Find out methyl hydrogen atom of B14Ala. appearance of hydrogen atom became  

       good marker for the refinement 

  1979 Find out the validity of least squarers refinement using anisotropic thermal parameters 

       90% of hydrogen atoms are observed 

       Some hydrogen atom of water molecules were observed 

       D-electron density of Zn ion which are redistributed by the ligand are possibly observed. 
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 ２亜鉛インスリンは生理的には単体として作用しますが通常溶液中では２量体として存在し、結

晶中では６量体です。非対称単位中に２量体が１個存在するので、精密化すべきアミノ酸残基の数

は１０２個です。当時は未だ放射光実験施設は有りませんでした。シールドチューブのＸ線を用い

ヒルガーワットの四軸型Ｘ線回折計を用い、摂氏４度の部屋でデーター収集を行いました。最初、

分解能１.１Åのデータを収集しましたが、実際には１.２Å分解能までのデータを用いて精密化を

行いました。吸収補正はKatayama５）等の方法を用いました。当時構造の精密化はreal space refine

mentが専ら用いられておりました。我々より前に、最少自乗法を用いて蛋白質の精密化を行った人

はいたそうですが、bond lengthやbond angleが異常な値になったので諦めたという話を聞いていま

した。そこで最初はdifferencial-difference Fourier 合成法を用いコンストレインを掛けながら各原子

の精密化を行いました。温度因子の推定には次式を用いました。既成のプログラムは有りません 

                 Bｎｅｗ = ( 1－2Δρ/ρｏｂｓ) ×Bｏｌｄ 

でしたので、全て自分たちで作りながら精密化を行いました。その後、最少自乗法に切り替えまし

た。詳しくは文献２，３）を参照して下さい。 

  インスリンのように高分解能まで回折データーが取れる良質な結晶でも構造を精密化していく

と半数以上側鎖がディスオーダーをしていることが分かりました。表面に存在する親水性残基のみ

ならず疎水性コワを形成している、Val.やLeu.もディスオーダー構造を取っていることが判明しま

した。これは世界初の知見でした。 

 蛋白質と水分子の関係は極めて重要です。特に蛋白質結晶中には多量の水が入っており、その中

には自由に出入りできる水もあるわけです。従って、蛋白質分子表面だけでなく、２層目或いは３

層目の水分子４）の様子が分かれば、生命にとって不可欠な水の性質が分子レベルで分かるかもしれ

ません。又、精密解析にとっても、水分子を正確に決める必要があります。解析の結果２層目以降

の水分子は急速に占有率が下がり、ディスオーダーしていることが分かりました。１９７７年には

最少自乗法を幾ら回しても、信頼度因子（Ｒファクター）が下がらなくなりました。通常の概念か

ら言うと、精密化が終了したことになります。この時点でB14Ala.のメチル基の３個の水素原子が

（Ｆｏ－Ｆｃ）を係数とした差フーリエ図上に現れました。蛋白質のメチル基の水素はＮＭＲで観

測できます、このことはメチル基の水素は回転していることを意味しています。しかし、今回メチ

ル基の水素原子が見えたと言うことは回転していないことを意味し、一見矛盾しているように見え

ます。しかしこれはメチル基の水素がフリッピングモードで回転している、即ち数百メガサイクル

と言うＮＭＲの時間領域では回転しているように見えるが、Ｘ線の時間領域では滞在時間に応じた

電子密度を反映するため一見止まっているように見えると言う説明で先の矛盾を解決できました。 

 Ｘ線の回折は電子によるわけで、特に回折強度（Ｉ）に対する寄与度は電子数の二乗ですから、

電子を１箇しか持たない水素原子の寄与度は電子を６個持つ炭素原子の１／３６にすぎません。従

って、蛋白質の結晶解析で水素原子が観測できるとは容易には信じてもらえませんでした。水素原

子が見えたことで、Ｒ－ファクターに代わる、精密化に対する新たな指標が見付かりました。即ち、

水素原子の見え方を指標にして、ディスオーダーの水分子のパラメータをきめながら精密化を進め

ることが出来ました。更に、水素以外の占有率１の原子に異方性温度因子を用いたと場合、果たし

て精密化が巧く実行できるかという命題は大変難しいことです。等方性温度因子を用いた場合原子

当たりパラメータは４箇ですが、異方性温度因子の場合は９箇です。パラメータが増せばＲ因子が

下がるのは当然なので、精密化が進んだという証拠にはなりません。この場合、差フーリエ図上で

水素原子の見え方を指標にすると明確な判断が出来ました。等方性温度因子を用いて精密化した最
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終位相を用い分解能2.5、2.0、1.5、1.2Åの差フーリエ図と異方性温度因子を用いた分解能1.2Åの

差フーリエ図では先ず、水素原子は2.0Åでも既に見え始め、1.5Åになると原子がはっきり見えて

います。次に、等方性温度因子を用いて精密化した電子密度（1.2Åa）と異方性温度因子の場合（1.

2Åb）を比較すると明らかに後者の電子密度分布の方が良いことが分かります。水素原子が結合し

ている炭素或いは窒素原子の温度因子に対する水素原子の差フーリエ上の電子密度を等方性温度

因子を用いた場合と異方性温度因子を用いた場合で比較した。等方性温度因子の場合、電子密度が

大きく水素原子がはっきり見えている箇所は全体の24.7％に対し、異方性温度因子の場合は47.8％

で約２倍です。更に、水素原子が全く観測されなかった物は等方性温度因子の場合13.7％に対し異

方性温度因子の場合はわずか5.3％でした。これらのことからも異方性温度因子を用いて精密化し

た方が良いことが分かります。尚、信頼度因子は等方性温度因子の場合Ｒ＝１４％でありますが、

異方性温度因子を用いて精密化した場合はＲ＝１１％で異方性温度因子の方が３％小さいです。温

度因子は座標や占有率、或いはデーターなど各種の誤差の影響を受け易いので正確な議論をするこ

とは大変難しいですが、異方性温度因子が求まりますと原子の熱振動の大きさを回転楕円体で表現

したり、２次構造或いは分子全体の回転や並進の大きさ、或いはブリージングの程度などを求める

ことが出来ます。 

 水素結合をした水分子の水素原子の差フーリエ図を図１に示します。Ｈｗと示されているのが水

分子の水素原子です。この様にきれいに見えている水分子の水素原子は数が多くないので未だ論文

には投稿していません。  

 B10His側鎖のイミダゾールリングが亜鉛に配位している部分の差フーリエ図で、またイミダゾー

ルリングの３個の水素原子が予測構造と見事に一致していることが分かった。Ｃβの水素原子が一

致していないのはこの原子がこの面内に無いためです。亜鉛イオンの極近傍に電子密度が有ります。

共同研究者の坂部貴和子は電子密度を亜鉛イオンの 

 

 
図１．差フーリエ図に現れた水分子の水素原子 

Ｈｗ：水分子の水素原子、ＨN：主鎖Ｎに結合している水素原子 

ＨＣα：α炭素に結合した水素原子。 
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ｄ－電子の可能性が有ると主張したのですが、私はまさか低分子結晶ですら、見ることの難しい、

ｄ－電子が蛋白質結晶で見えるとは思えなかったので、その意見を否定し単なるゴーストピークだ

と推定しました。ところが、低分子の精密解析を行いｄ－電子の専門家である西オーストラリヤ大

学のE.N.Maslen教授が名古屋大学に来られ際、この図を見てもらったところ、Maslen教授は「この

ピークは亜鉛イオンが配位する事によりｄ－電子が再配列をし、それが見えている可能性が極めて

大きい」と判断されました。Maslen教授に依りますと、６配位の亜鉛イオンは立方体の面心位置に

配位が行われ、その際ｄ－電子は立方体の３回回転軸上に再配列するそうです。電子密度のピーク

位置と３回回転軸とが見事に良い一致４）を示しています。しかし、亜鉛イオンとピークとの距離は

理論値の約２倍ありますが、これは分解能が不足しているためと思われます。Maslen教授はこれを

ｄー電子であると言われ、１９８４年ハンブルグで開催された第１３回国際結晶学会のMain lectu

reで引用６）して下さいました。分解能を上げて電子密度のピークが亜鉛イオンに近づけばｄ電子で

ある証拠になります。その為には先ず測定器の開発が必要と考えその開発研究を開始致しました。

この話をする前に、極く簡単に放射光の特徴及び蛋白質結晶の特徴についてまとめておきます。 

  

Ⅲ．放射光の特徴 

 放射光には蛋白質Ｘ線結晶構造解析にとって有利な下記の４つの特徴があります。 

１．強度が桁違いに大きいので露光時間を大幅に短縮出来る。例えば通常実験室で使用さ  れて

いる回転対陰極型Ｘ線発生装置では数日間を要する測定を、ＰＦの偏向電磁石か  ら放出される

放射光を用いた場合数十分間で終えることが出来ます。 

２．平行性が極めて良いので光源から離れた場所でも強度があり、大型の装置が設置でき  、又

回折点の広がりが少ないので良質なデータが得易いのです。 

３．理想的な連続（白色）Ｘ線であるため任意の波長が選択でき、異常分散効果を最適条  件下

で測定できます。従って構造解析の関門の一つである重原子同型置換結晶を多種  製作しなくて

も１種類の重原子誘導体からMAD法を用いて位相決定が出来ます。  

４．第３世代の放射光ではパルス性を利用して、ピコ秒オーダーの時分割実験が可能です。 

 

 ＰＦは第２世代の放射光源でしてマルチバンチモードで偏向電磁石からのＸ線を用いた場合、蛋

白質結晶ではミリ秒の時分割がせいぜいです。蛋白質結晶構造解析のための回折データ収集装置の

開発ではまずこれらの性質をフルに利用できるよう、単色及び白色Ｘ線を利用したデータ収集シス

テムの開発を行いました。 

 

Ⅳ．蛋白質結晶の性質 

 蛋白質結晶構造解析のための回折データ収集装置の開発に於いてどうしても考慮しなければな

らないのが蛋白質結晶の性質です。表３に蛋白質結晶の性質を低分子有機化合物結晶と比較して示

します。蛋白質結晶は分子量が大きいため格子定数も大きくなり、その結果単位包あたりの独立な

回折データ数が非常に多くなります。その上、良質な結晶が得難くしかも大きな結晶を得るのは困

難です。蛋白質結晶には３０～９０％の水分子が含まれており、その多くはディスオーダー或いは

液体状態で存在しています。従って結晶は柔らかく時には豆腐のように柔らかい場合もあり、その

様な場合キャピラリーに入れることすら高度の技術を必要とします。しかも液体状態の水はバック

グランドノイズを増すだけで、反射には殆ど寄与しないため、分解能及び反射強度も小さくなりま
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す。更に、蛋白質結晶は不安定で特にＸ線による損傷を受け易いため、短時間に多くの反射が記録

でき、しかも感度の高い２次元検出器の開発が重要な課題です。 

 ３次元構造が正確に得られ、しかも良質の結晶にすることさえ出来れば、難易の差はあるとして

も分子量が数百万ダルトンを越えるものでも解析可能であるという意味ではＸ線結晶構造解析に

勝るものは現在のところ存在しません。しかし良質な結晶が得られなければ手も足も出ないと言う、

決定的な弱点があります。結晶化キッドなども売り出されており、可成りの確率で結晶化条件が見

付けられるようになりましたが、未だ１００％にはほど遠い状態です。チトクロームｃオキシダー

ゼの結晶構造解析は吉川信也教授らの数十年に渡る良質な結晶を得るための努力の結果初めて成

功しました。 

           

表３． 蛋白質結晶と低分子結晶の比較 
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Ⅴ．１９７０年代後半の蛋白質結晶解析用測定装置 

 １９７０年後半、日本では4軸型自動回折計が普及し蛋白質結晶解析にも広く利用されてこれが

最も良いと信じられていました。しかしこの方法はシンチレーションカウンターが飽和しない範囲

で測定すれば感度、精度ともに優れていますが、カウンターで１点づつデーターをスキャンしなが

ら測定するため、非常に長い時間が掛かります。例えば１反射を３０秒の速度で測定したとします

と1万点測定するのには約３.５日間掛かります。この間に蛋白質結晶はＸ線により損傷を受けるの

で、途中幾度も結晶を交換する必要があります。同じようにして作った蛋白質結晶でも格子定数が

違う事がありますし、極端な場合には同一の容器或いはドロップ内で成長した結晶が異なった格子

定数を示すこともあります。通常僅かな母液を結晶の周りに残し、その表面張力を利用して結晶を

固定すると同時にキャピラリー内を飽和蒸気圧に保たせます。ところが、母液の量が多いと測定中

結晶が動く事がありますし、また水によるバックグランドノイズが増大しますので、どれだけの母

液を残すかということは重要な要素になります。迷信的に聞こえるかもしれませんが、この母液の

量の僅かな差が格子定数に影響を及ぼす結晶があるのです。格子定数の変化は反射強度に変化を生

じるため、マージされるデーター間の格子定数の変化は０.５％以内が理想的です。従って、4軸型

自動回折計の測定精度が幾ら高くても、途中で何回も結晶を交換する必要のある結晶に対してはこ

の方法は実用的ではありません。 

 そこで海外では、Ｘ線写真フイルムを用いたスクリーンレス振動カメラが使われ始めました。代
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表的なカメラはArndt７）らにより開発されたものです。これは8枚の平板カセットに装着されたＸ線

写真フイルムが自動的に交換でき、振動角内のすべての反射が記録される画期的なカメラです。Ｘ

線写真フイルムはシンチレーションカウンターに比べ感度、精度、ダイナミックレンジ等が劣って

おり、しかも現像操作及び黒化度の測定など手間が掛かりその上フイルム間に誤差も生じ易い等

色々な点で極めて見劣りしますが、前述した問題の解決には大きく貢献しました。しかし、此の方

法では格子定数にもよりますが、通常結晶の振動範囲は１°以内であり、それ以上振動すると反射

がフイルム上で重なります。振動範囲が小さいと、精度の高い完全反射の割合が極めて少なくなり

その結果反射が2枚のフイルムに跨る不完全反射の割合が圧倒的に大きくなります。この場合単純

に考えますと、両者を加算すれば良いことになりますが実際には電源の安定度、現像条件の微妙な

変化などフイルム間に感度の差が生じるため、完全反射を用いてフイルム係数を求める必要が生じ

て参ります。精度良くフイルム係数を求めるためには多くの完全反射を用いる必要があるため既成

のカメラではそれは不可能でした。つまり、振動範囲を大きくしても反射が重ならない様な新しい

測定装置の開発が必要になったわけです。 

 

 

Ⅵ．放射光の特徴を生かした測定装置の開発 

 振動範囲を大きくする方法を検討した結果、低分子用に用いられていたワイセンベルグカメラを

蛋白質用に応用することにしました。ワイセンベルグカメラは結晶の1軸を振動軸に選ぶと反射が

層状に並ぶ（layer-line）事を利用し、スクリーンにより任意の層を選び出し、結晶の振動と同期し

てフイルムカセットを動かし２次元に展開する方法をとっています。しかしこのままの方法を採用

しますと、蛋白質結晶ではlayer-lineが数十層も有るのでその内の１層のみを記録することになり、

これでは極めて効率が悪いことになります。そこでフイルムカセットの動きは最小層線間隔以内に

止めることにし、多層線スクリーン或いはスクリーン無しのワイセンベルグタイプのカメラを開発
８）しました。このカメラは通常の実験室用に開発した試作機でしたがこれを筑波に建設されたばか

りの放射光実験施設（ＰＦ）に持ち込みテスト実験を行ないました。その結果このタイプのカメラ

は放射光利用に極めて適している装置であることが明らかになりました。 

 我々が最初に開発した実用機９）の特徴を表４に示します。結晶の振動に同期 

 

       表表４．スクリーンレスワイセンベルグカメラの特徴 

                  Characteristics of Screenless Weissenberg Camera 

          1. Wide oscillation range: 

                 Increasing of full reflection 

                 Reduction of partial reflection rate 

                 Reduction of scaling error 

                 Reduction of data processing time  

           2. Bijivoet pair can be recorded as simultaneous reflections:  

                 Accurate anomalous difference measurement 

           3. Cylindrical large radius cassette filled with He gas: 

                 High signal/back-ground noise up to high resolution range 
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させてフイルムカセットも並進運動する事により約１０倍の反射を１度に記録できるようになり

ました。結晶及びその近傍から出るバックグランドノイズはカメラ半径の２乗に逆比例しますが、

回折データは平行光に近いため吸収などを除けばカメラ半径にあまり影響を受けません。この考え

に基づき、結晶からカセット迄の距離を大きくすることによりシグナルに対するノイズの割合（Ｓ

／Ｎ）を大きくできました。半円筒形カセットを用いることにより高角の反射まで精度良く記録可

能にしました。カセットが半円筒形であることを利用しカセット内部をヘリウム置換出来るように

しました。このことにより、空気の散乱によるバックグランドノイズを事実上無視できる程度にま

で小さくできました。非常に多くの蛋白質結晶は２／ｍ対称を持っています。この軸を振動軸に選

びますとバイフートペア(Bijivoet pair) を同時反射として記録できますので精度の高い異常分散用

のデーターを得ることが出来ます。 

  幸いなことにその２年後、富士写真フイルム㈱が医療用にイメージングプレート（ＩＰ）を開発

した事を聞いて早速、ＩＰのテストを行いました。ＩＰの感度はＸ線写真フイルムの１００倍程高

く、ダイナミックレンジも極めて良いこと、バックグランドノイズが低いこと等が判明しましたの

で、これまで利用してきたX線写真フィルムをＩＰにかえて利用することに致しました。ＩＰの特

徴を表５に示します。 

 

          表表５．イメージングプレートの特徴 

          Charactreristics of Fuji Imaging Plate (IP) 

          1. High sensitivity:  

               Speed up 

               Recuction of crystal damege by x-rays 

          2. No dead time: 

               Available to strong x-rays like synchrotron radiations 

          3. Almost no noise like chemical fog in the case of photographic film: 

          4. Very large dynamic range: 

               10７ order 

          5. Large area detector: 

               250mm×200mm, 400mm×200mm, 800mm×400mm 

          6. pixcel size: 

               0.05mm×0.05mm, 0.1mm×0.1mm 

          7. IP can be used more than 1000 times: 

               Economical 

  

 此のカメラをＰＦのＢＬ６Ａに設置しテスしました。ハッチ内にセットされたカメラを写真１に

示します。当時ＩＰは医療用に開発されたもので、構造解析などに利用できる保証は有りませんで

した。読取装置にはイメージを磁気テープに出力すると同時に、写真フイルムに焼き付けお医者さ

んが慣れた方法で診断出来るようになっていました。お値段はあまり記憶していませんが兎に角１

億円以上していました。そこで、富士フイルム㈱の宮原諄二さんから消去したＩＰを拝借し、撮影

後直ちに宮台技術開発センターに行き、読取を行ってもらいました。その時の回折像を写真２に示

します。従ってこれはＩＰを用いた世界最初の回折写真です。データー処理を行い、いろいろ検討
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した結果、感度のみでなくリニアリティー、ダイナミックレンジ共に申し分なく、データーの精度

も良好でした。その後、富士写真フイルム㈱により理化学用ＩＰ読取装置ＢＡ１００が開発されま

した。自動車で２０分程度離れた東光台にあったERATOの宝谷プロジェクトで１号機を購入され、

装置担当者の難波さんの好意でその読取装置を昼夜の区別無く使用させて頂くことが出来るよう

になりました。そこで１９８７年よりこのカメラを共同利用実験に提供しました。読取装置の利用

は当時の「ＰＦスタッフ（坂部知平、中川敦史、渡辺信久）が必ず同伴すること」と言うことにな

っていましたので、３人が交互に昼夜の区別無く利用者に同伴しました。共同利用開始２年後、筑

波大学の村上和雄教授が代表となり秩父セメントから研究費を頂き、ようやく念願のＢＡ１００を

購入することが出来ました。翌１９９０年１１月には阪大蛋白研の京極先生が研究代表者をしてお

られた重点領域研究から研究費を頂き、２台目のＢＡ１００を購入致しました。カメラ１台に対し

読取装置２台を使用することにより、露光時間と読取時間のバランスが良くなりました。１９９２

年にはＰＦの予算で放射光ユーザーのために現在も使用しているカメラ１０）を開発し、データー収

集システムとして一応の完成を見ました。このシステムで１日に６～８セットのデーターが収集さ

れました。ＢＬ６Ａ実験ステーションのシステム構成、測定速度、及び最短時間で収集した場合の

計算例を表６に示します。   

 

 
       写真１ 蛋白質結晶用ワイセンベルグカメラ実用機１号 

    通常の実験室用に開発したものを放射光実験施設のＢＬ６Ａに設置して 

    ３年間使用した。駆動機構に比しＩＰカセットが大きい。カセット内部 

    はヘリウム置換ができる。 
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 次にこのシステムで収集したデーターの精度について一例を紹介致します。データーの精度を表

すのに通常等価な反射の平均二乗変位から求められるRmergeが用いられます。しかしこの値は、等 

 

 
 

写真２．イメージングプレートを用いて撮影した世界初の回折写真 

                試料結晶：ω－amino acid: pyruvate aminotransferase, I222,  

                           a = 124.7, b = 137.9, c = 61.5Å 
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価な反射の数が十分大きい場合は意味がありますが、２個しかない場合や異なるデーター処理プロ 

 

          表６．ＰＦに於ける最初の蛋白質結晶データ収集システム 

          1. Protein data collection system in the Photon Factory: 

               Screenless Weissenberg camera in BL6A2 

               Fuji imaging plate (BA, BAS) 

               Imaging plate reader (BA100) 

          2. Data collection speed: 

               1.5 ～24h / full data set, Averrage 4h / full data set 

          3. an example: 

               Time of crystal alignment = 34min 

               (96deg data collection) / (6deg/frame) = 16 frames 

               Exposure speed = 20sec / deg:   

               Total exposure time = 96 ×20 = 32min  

               IP exchange speed = 1.5 min / frame 

               Total IP exchang time = 1.5 min ×16 frames = 24 min 

               Thus total data collection time is ( 34 + 32 + 24 ) =  90 min  

 

グラム間で比較するよう場合、目安にはなりますが十分だとは言い難いと思います。それよりも解

析にとって重要なのはパターソン図に現れる重原子の出方です。ここではその例を図２示します。

向かって左の図がisomorphous difference Patterson mapで右側の図はanormalous difference Patterson

 mapです。何れも点線はゼロレベルを表し、実践は等間隔で描かれています。何れも重原子間ベ

クトルを表すピークが明瞭にそびえていることが分かります。そこで次に、この場合重原子の寄与

がどの程度であったのか計算してみましょう。試料結晶はω－アミノ酸：ピルビン酸アミノ基転移

酵素（ω－ＡＰＴ）で、空間群はＩ２２２、格子定数は a = 124.7Å,  b = 137.9Å, c = 61.5Åで

す。４量体として存在していますが、分子の対称が結晶学的対称と一致しているため非対称単位に

１個のモノマーが存在し、補酵素としてビタミンＢ６誘導体のピリドキサールフォスフェート（Ｐ

ＬＰ）Ⅰ分子を含んでいます。この他占有率１の水分子が２６０個拾えています。反射に主として

寄与する原子数はＣ＝２１５０個、Ｎ＝５８６個、Ｏ＝８８４個、Ｓ＝１６個、Ｐ＝１個です。こ

の値を用いてWilsonの統計により反射強度の期待値を求めますと１６６，９８２が得られます。一

方重原子誘導体は水銀を用い、精密化終了後水銀の占有率は０．４でした。従ってisomorphous di

fference に寄与する電子数は３２個です。従って、重原子の寄与率は（３２２／１６６，９８２）

×１００＝０．６１％です。右の図の場合はΔｆ”は１０電子ですが占有率が０．４ですから寄与

分は４電子です。差を取るため８電子の寄与が有るとして同様に計算すると寄与率はわずか０．０

４％にすぎないことが分かります。それにも係わらず、図２のようにはっきりピークが現れている

のはこのデーターの良さを示しています。特に、寄与率の少ない異常分散がはっきり現れているの

は、同型の狂いがないことと、先に述べました様に、vijivoet pair が同時反射で撮影されているた

め精度の良位データーが得られたためと思います。 
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図２．ω－ＡＰＴの差パターソン図 

                    等高線；破線は０レベル、実線はρ２等間隔 

                        重原子；水銀（占有率  ４０％） 

                        重原子の寄与率；左０.０６、右０.０４％ 

 

 

  共同利用は順調に伸び、１９９２年には有効課題数が９８に達しＢＬ６Ａだけでは処理できなく

なりました。そこで、後述する時分割ラウエ兼ワイセンベルグカメラ用実験ステーションがＢＬ１

８Ｂに建設され１９９３年秋より共同利用にオープンされました。更に１９９５年には本プロジェ

クトが誕生し、製薬会社を主とする企業利用を目的とした実験ステーションがＢＬ６Ｂに建設され、

１９９６年よりオープンされました。平均して毎年１７課題の伸びがあり、１９９６年には国内８

９、海外９カ国から４８の有効課題がひしめき合いました。少し古い統計しか有りませんが、ＢＬ
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６Ａが建設された１９８７年から１９９６年までの有効課題数を図３に、又１９９６年１期の国別

有効課題数を表７に示します。 
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図３．ＰＦ蛋白質結晶解析用データー収集実験ステーション年次別有効課題数 
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表７．１９９６年度第１期国別有効課題数 
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 ＰＦに於けるこれまでの蛋白質結晶解析用データー収集システムはすべて検出器としてＩＰを

利用してきました。この間ＢＬ１８Ｂではカメラ半径も４３０ｍｍと１３００ｍｍが利用できるカ

メラを製作しました。カメラ半径を大きくすると検出器も大きくする必要があります。そこで、市

販の４倍の面積を持つ４００ｍｍ×８００ｍｍのＩＰを特注し、更にそのための読み取り装置も開

発１０） されました。この読み取り装置を使用したシステムはＰＦの放射光に適合し、高分解能まで

精度良く測定できます。 

 世界的に見て、蛋白質結晶構造解析のビームラインの利用も他の分野の利用と同じように、ある

特定のグループにより建設されグループ内での利用研究が行われていました。しかし、PFにおけ

る完全に開かれた装置利用の成功が引き金となって、世界の多くの蛋白質結晶構造解析の分野でも

ＰＦと同じような放射光施設共同利用の形態が採用されるようになりました。その意味からこの装

置開発は質の高い３次元構造データーべースの構築を加速する方向に役だった事は間違いないで

しょう。そして今や、放射光もヨーロッパ共同体としてのＥＳＲＦ、米国のＡＰＳ、日本のSPring

-8等、第3世代のリングが可動し始め、輝度の大きいシャープなＸ線が得られるようになりました。

此れらのビームに適した装置の開発が進めば構造生物学の将来は益々明るいものとなるでしょう。 

 

 

Ⅶ．高速高精度高分解能IＰ利用自動データ収集システムの開発 

 最初の装置開発から１０数年が経過しました。この間にイメージングプレートを利用した測定装

置の自動化も進み、更にＣＣＤの実用化も進みました。そして今や放射光は構造生物学には欠かせ

ないものになりました。しかし機器の進歩以上に放射光の高輝度化が進み、その輝度に見合うＩＰ

を利用した高速の測定装置は開発されていませんでした。ＰＦでは露光時間に対し、ＩＰの読取時

間が倍以上掛かるのでカメラ１台に対し読取装置を２台使用し人海戦術で効率を上げてきました。

露光時間に等しいか或いはそれ以上の速さで読取を行う良いアイデアが浮かばなかったので自動

化には踏み切れなかった訳です。 

 これまでのＩＰ読み取り装置は読み取りヘッドが１つでした。そこでこれを多ヘッド型にするこ

とにより読み取り時間を短縮できること及び後述するように完全円筒型のＩＰカセットを用いる

ことによりＰＦのビーム強度に見合った自動データ収集装置を開発できる事に気付き、早速アイデ
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アをまとめました。幸い日本学術振興会未来開拓推進事業の委員会で認められ、１９９６年より５

年計画で「放射光による生体高分子結晶構造解析用高速高精度高分解能自動データ収集システム１

１）」として現在開発中です。此のシステムの特徴はこれまでのように単にデーター収集のみを自動

化するのではなく、結晶の軸立てからデ 

ーター処理までを自動化し、更に現在１台である大型データーサーバー（DEC AlfaServer4000)を

来年度にはもっと計算速度の大きい大型サーバー（DS29）を増強することにより生データーは数

ヶ月間保存し再計算できるようにする計画です。既にセキュリティーの高いネットワークが構築さ

れ、必要に応じ構造解析まで出来るようにしてあります。即ち、共同利用者に知的能力と結晶があ

れば、その他のものは一切無くても全て研究できる体制を整えています。平成１２年度中に全てを

完成させ共同利用にオープンする予定です。 

 此のシステムは大別するとデーター収集部（図４）と得られたデーターを保存し、処理する計算

機部から構成されています。前者は実験ホール内のＢＬ６Ｃに設置され、後者は実験ホールに隣接

する俗称ＴＡＲＡハウス内に設置され両者は光ケーブルで繋がれています。今回は前者のみを紹介

します。 

 

 

 
図４．ＰＦ実験ホールＢＬ６Ｃハッチ内に設置されたデーター収集部の平面図 
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 これまでの装置ではカメラ部、 IＰ読み取り部、消去部が独立しており、ハッチ内にはカメラ部

のみが設置されており、読み取り部、消去部はハッチの外に設置されていましたが、自動化するた

め今回のものではこれらが１体化され更にＩＰカセットを運ぶための搬送部が付け加わり、それら

が全てハッチ内に設置されています。図４の左側がＸ線の来る方向でこれを上流ともうします。上

流からモノクロメーターハウス、カメラ部、読取部、消去部の順に配置されています。十分輝度の

高い第３世代の場合は波長に依らず常に定位置にＸ線が出射される２結晶モノクロメーターが良

いのですが、残念ながらＰＦでは出来るだけ輝度を稼ぐ必要があるためモノクロメーター結晶は１

枚にする必要があり、我々が開発した回転傾斜集光分光器１２）を用いています。非対称カット角と

弯曲率を同時に変えることが出来るため、常に最高の状態で分光できるのが特徴です。しかしモノ

クロメーター結晶が１枚であるため、波長を変えるとＸ線の方向が２θに従って変わるため、カメ

ラ部を移動させる必要があります。第一ベンチはその為の物です。読取部と消去部はＸ線の波長に

関わりなく２θ＝０の位置に固定されています。第２ベンチ上に取り付けられた２θ第２アーム

（ＩＰカセット搬送台）がカメラ部と読取部の間を動きＩＰカセットを搬送します。写真３はＢＬ

６Ｃ内に設置されたデーター収集部を出入り口の方向から撮影したものです。Ｘ線の波長が１Åの

位置にカメラ部がセットされ、２個のＩＰカセットは読取部及び消去部にセットされています。 

 これまでの装置では円筒形の一部を切り出した形のＩＰカセットを用いていましたが、今回は半

径４００ｍｍの完全円筒型になり、カセットの内側全周に幅４５０mm×長さ２，５１０ｍｍのI

Ｐが接着剤により固定されています。ＩＰ上に回折像を記録する際には試料結晶を円筒形カセット

の中心軸上に装着しますので、そこまで入射Ｘ線を導入するために円筒型カセットには図５に示す

ようにX線入射用の穴が１０度毎に開けてあります。又、この入射口はこれまでと同様にワイセン

ベルグ写真が撮影できるよう３ｍｍ×１０ｍｍの穴にして有ります。シャッター迄はカセットの外

に取り付けて有りますが写真４に見られますようにコリメータ等多くのものが円筒形カセットの

内側に装備されています。 

 分解能に応じ必要且つ最小角度分露光出来るよう可動スクリーンを備えています。このスクリー

ンは上方に１２０度、下方に８５度迄開くことが出来ます。例えば波長１ÅのＸ線を用いスクリー

ンを１２０度迄開いた場合の分解能は０．５８Åであり、極めて高分解能までデーター収集が出来

るようになっています。このアイデアは全く新しいものでして、これまでに類似のものは有りませ

ん。 
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図５．開口角２０度でデーター測定を行う場合例 

      ＩＰカセットを真横から輪切りにした図。１から３６までの番号が付けられ 

    ている穴からＸ線が入射される。スクリーンの開き方により２通りのセット 

      の仕方が有る。上方の図（ａ）をasymmetric setting（Ａ）、下方の図（ｂ）を 

       symmetric setting（Ｓ）とする。 
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写真３．ＢＬ６Ｃ内に設置されたデーター収集部を側面から撮影 

 

 
写真４．カメラ部を真横から接写 
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図５を用いて効率よく回折データーを記録出来る理由を説明します。例えば、スクリーンの幅を２

０度に設定し、シャッターを開いて最初のデータを記録します（フレーム１）。次にカセットを２

０度回転させますと新しいＩＰ面がスリット幅内に来ますので、シャッターを開きそこに次のデー

タを記録します（フレーム２）。この操作を自動で行いますと、 

この場合最高１８フレーム、つまり１８ショット分の回折画像を１個の円筒形カセットに記録でき

ます。この際のフレーム交換速度、即ちカセットの２０度回転及び位置確認作業に要する時間は３

秒以下です。このように早い交換速度を持つIＰカセットを使った単結晶測定装置はこれまでに存

在しません。これが高速と呼ぶ一つの理由です。 

 予定された全ての露光が終わるとＩＰカセットは読取部に搬送されます。これに要する時間は２

分です。読取部には５個の読取ヘッドが装備されており、各読取ヘッド当たり軸方向に９０ｍｍ分

担しています。ＩＰカセットは２回転／分の速度で回転するので読取に要する正味の時間は４５０

秒です。先に述べた例の場合は１カセット当たり１８フレーム記録されているので１フレーム当た

りの読取時間は４５０秒を１８フレームで割った値ですから２５秒と言うことになります。これも

高速という理由の一つです。 

 この装置には２個のカセットが装備されており、一方のカセットがカメラ部で回折データを記録

している内に、もう一方のカセットは読取及び消去を行い、先のカセットの露光が終了するまで消

去部で待機します。この様にして連続したデーター収集が行われます。１カセット当たり露光に１

２分以上を要した場合読取及び消去に要する時間の方が短くなりますので消去後ＩＰカセットは

消去部で待機することになります。この様子を図６に 

 

 

 

 
図６．データー測定所要時間 

    ＩＰカセット当たりの露光時間：８分、読取時間：８分、消去時間：２分、 

       搬送時間；２分。２個のＩＰカセットにより１サイクルは１２分である。 

 

 

示します。波長１ÅのＸ線を用い、１サイクルを１２分とした場合、開口角と分解能及びフレーム

当たりのデーター測定時間を表９に示します。水平方向の分解能は常に２Åで、赤道線の分解能が

２．９Å有れば通常の解析には十分ですので、asymmetric settingの場合開口角を２０度としますと、
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１カセット当たり１８個のイメージが記録できますので、これに要する時間１２分を１８イメージ

で割りますと１画像当たり４０秒でデーター収集出来ることになります。ワイセンベルグ方では、

通常フレーム当たり５～１０°振れますので３斜晶系の結晶でも２～３サイクルで全データーを

測定できます。従って良質な結晶の場合は３６分以内に全データーが測定できることになります。

Ｘ線による蛋白質結晶の損傷は照射量だけでなく、１度Ｘ線を照射されますと、照射を止めても損

傷は進行しますので、この様に高速でデーターを収集する事が出来ますと損傷が減りますので、こ

れは極めて重要なことです。 

 ワイセンベルグ法を用いる場合結晶の軸立てをする必要があり、これまでこの軸立てに時間を取

られていました。そこで平成１１年度には結晶の軸立も自動で行えるようにする計画です。その他、

低温吹き付け装置も取り付ける計画です。市販の低温吹き付け装置は開放形で使用するように設計

されていますので、此の装置にはそのままでは装着出来ません。要するに、低温吹き付け装置もＩ

Ｐカセットの内側に取り付ける必要がある訳です。極めて狭い空間に取り付ける必要があるため、

現在その為の低温吹き付け装置を開発中です。ヘリウムチェンバーの効率を落とさないようにする

ため低温気体としてはヘリウムも用いられるように計画しています。 

 

 

               表表８． 開口角とデーター測定速度の関係 
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分解能は１ÅＸ線を用いて計算した 

       A: asymmetric setting、S: symmetric setting 

 

 

Ⅷ．蛋白質分子の動的Ｘ線結晶構造解析 

 最近まで「Ｘ線結晶構造解析は静的平均構造を得るには最高の手段であるが、動的構造解析は全

く出来ない」と信じられていました。つまり、Ｘ線による回折強度は数百万～数億個の分子の平均

構造から決まる量ですし、又測定に要する時間も分子構造の変化に比べますと数桁も長い時間を必
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要としていたためです。そこで酵素の反応機構を研究するためには先ず、酵素の３次元構造を求め、

次に基質との複合体は不安定なため、基質類事物或いは阻害剤との複合体結晶を解析する方法が用

いられて来ました。しかし、阻害剤と基質が全く同じ構造をしているという保証はありませんし、

それどころか違いがあるから中間体が安定していると言うほうが真実に近い訳です。低温で基質と

の複合体を解析した例がありますが、この場合母液として冷媒を用いる必要が生じますので、通常

の状態とは異なって参ります。 

 

 

 

Ⅷ－１．時分割ラウエ法による蛋白質の動的解析 

 強力な放射光の出現により事情は大きく変わろうとしています。強力なストロボカメラで撮影す

ると銃から打ち出された弾ですら止まっているように撮影されます。これと同じ様に放射光を用い

てＸ線解析を行おうという試みであります。試料結晶を固定して白色Ｘ線を照射するとラウエ写真

が撮影されます。波長幅が大きいほど一度に記録される反射数は増します。此の方法を用いると放

射光の輝度に応じ、シャッター速度を上げることが出来ます。これを時分割ラウエ法と言います。

機械的なシャッター速度の限界は現在マイクロ秒程度ですが、放射光のパルス性を利用しますとピ

コ秒オーダー迄シャッター速度を上げることができます。第３世代の放射光施設であるＥＳＲＦの

挿入光源から放出される強力な放射光を使い、時分割ラウエ法によりＣＯミオグロビンがレーザー

光によりＣＯが解離する様子が捕らえられました１３）。 

  筆者らは１９９３年より４年計画で文部省科学研究費補助金（重点領域研究）の援助を受けて「放

射光による蛋白質結晶構造のミリ秒オーダーのダイナミックスの研究」を行いました。ミリ秒オー

ダーに照準を当てたのは、溶液中の酵素反応の多くが此の範囲の反応速度であること及びＰＦの放

射光ではこれ以上シャッター速度を上げると露光不足になるためです。このためのカメラを開発し、

そのカメラを用いて多くの班員が協力し合い多大な成果が上がりましたが、又多くの困難にも遭遇

しました。表９にラウエ法の特徴を示します。主なものを申し上げますと、①単色Ｘ線を用いた場

合データー収集が十分可能であった結晶が、ラウエ法を用いると細長く延びる場合が非常に多いこ

とが分かりました。これは結晶の僅かなモザイク性が影響して波長方向に延びたと推定されます。

従って、単色Ｘ線の場合よりモザイクの極めて小さな良質結晶しか使えないことになります、更に

②ミリ秒オーダーで観測するためには反応開始のトリガーとして基質のケージ化合物等を予め試

料結晶内に入れておき、レーザー光等でケージを破壊し、反応を開始する必要があります。ミリ秒

オーダーの時分割を行うためにはそれ以上の速度でケージ化合物を破壊する必要があり、その為に

は強力なレーザー光を短時間照射しなければなりません。実験の結果、ケージ化合物が破壊される

前に蛋白質結晶が劣化する場合の多いことが分りました。また折角合成したケージ化合物が結晶内

に入らない場合も屡々ありました。従って、ＣＯミオグロビンのように極めて反応速度の速い、し

かも安定な結晶に対してはラウエ法は極めて有効ですし、またラウエ法しか手段が有りませんが、

モザイクが極めて小さくしかも安定な結晶を得ることは通常極めて困難です。ここにラウエ法の限

界が有ります。 
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表９．ラウエ法の長所及び短所 

      １．長 所 

       １）全てが同時反射 

       ２）ピコ秒領域まで時分割が出来る 

       ３）放射光の利用効率が高い 

      ２．短 所 

       １）倍音（ I(h,k,l), I(2h,2k,2l), I(3h,3k,3l),------）が重なる 

       ２）極めてモザイクの小さな結晶でなければ使用できない 

       ３）高速時分割にはそれ以上速いトリガー： 

          レーザー等強力な電磁波、Ｔ－ジャンプ、Ｐ－ジャンプ 

          何れも試料結晶の劣化に繋がる。  

       ４）バックグランドノイズが高い： 

          データ精度の低下、分解能の低下 

 

 

Ⅶ－２．単色Ｘ線を用いた酵素の動的解析 

 先に申しました重点領域研究で意外な事実が判明しました。それは「結晶中での酵素反応は溶液

中に比べ数桁或いはそれ以上に反応速度が小さくなる、即ち秒から分オーダーの測定が可能であ

る」という事です。そのため、ラウエ法より精度の得やすい単色Ｘ線を用いても時分割データが得

られる可能性が出てきました。ご存知のように、これまでＸ線結晶解析された蛋白質は全て単色Ｘ

線を用いて行われてきたため、解析に関する膨大なソフト、技術、知識、等が蓄積されています。

それら全てを単色Ｘ線を用いた時分割に応用できる訳です。特にⅦで申し上げました装置はフレー

ムの交換が極めて速く、しかも１個のＩＰカセットに多くのイメージを蓄えることが出来ますので、

その間にデーターを取り上げれる結晶で有れば分オーダーの時分割用データー収集は十分可能で

す。この装置にフローセルを付けるとＰＨジャンプや基質を流すなど、試料の環境に変化を与える

方法で蛋白質の３次元構造のダイナミックな変化を解析出来る可能性が十分に有ります。例えば格

子定数が１００Åで厚みが１０μｍの結晶では、その厚み方向に１０００層重なっているだけです。

ＰＨジャンプは移率が大きいＨ＋の濃度変化ですから、秒オーダーで十分結晶内に変化を及ぼす事

が出来ると考えられます。実際に解析データを測定する場合にはその前に分光学的方法など何らか

の方法で反応開始の時点を調べておく必要があります。またケージ化合物を用いる場合でもトリガ

ー光の照射時間を秒オーダーにしますと、その間に光照射による熱が逃げますので温度上昇が少く

なり、結晶の劣化も押さえられると思われます。従って単色Ｘ線による時分割方は今後極めて有力

な手段となるでしょう。 

 

 

Ⅸ．終わりに 

 １つの研究結果が幾つかの研究の始まりになる。そのような研究が良い研究と言えるのではない

でしょうか？蛋白質結晶構造解析は、未だ電子計算機もなく構造解析の理論も皆無に等しいと言っ

て良いほど未発達であった１９３４年にＸ線結晶解析により蛋白質の立体構造を得ることを夢見

て、英国のJ.D.BernalとD.C.Hodgkinらがペプシン結晶のＸ線回折写真を撮影したときに始まりまし
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た。R.Pepinskyにより電子計算機が初めてＸ線結晶解析に利用されたのはそれから１３年後の１９

４７のことです。そして１９５８年に最初の蛋白質結晶構造解析、これは言うまでもなくミオグロ

ビンの分解能６Åの解析ですが、Bernalの門をくぐったM.F.Perutzによって達成されました。この

時をもって生物物理学の誕生と言って良いでしょう。これが刺激になり、解析理論、測定手段、電

子計算機並びに解析ソフト等が飛躍的な発達を遂げました。その結果、結晶学者以外の分野の人が

参入できるようになり、次々と蛋白質の結晶構造が解析され今やデーターベースに登録されている

だけでも９０００点を越しています。亦、ＮＭＲの発達も著しく、分子量的には制約があるものの、

ＮＭＲは結晶になりにくい蛋白質の構造も決定できると言う優れた特徴を備えています。こうなっ

て来ますと、構造を基に生物を説明しようとする構造生物学の発展が益々加速される。蛋白質の１

次構造、即ちアミノ酸配列から蛋白質の３次元構造を予測する方法も飛躍的な進歩を遂げています。

Ｘ線結晶解析やＮＭＲ等実測による構造が増せば増すほど構造予測の精度も上がり、将来はＤＮＡ

の配列から蛋白質の１次構造を求め、先ず構造予測を行ってみて、それでは解が得られない時に初

めて結晶解析を行うと言う時代になるかも知れません。構造予測の精度を上げる意味でも、未だ数

年間は結晶解析によりデーターベースを増す必要があると思います。従って当分の間は発展を続け

ると思われますが、学問の発展速度は増す一方です。３０年前には一つの学問分野の隆盛が一代続

来ました。しかし現在はその進展が速く、一代の内に開花し次の学問に移る必要に迫られるめまぐ

るしい時代になっています。 

 蛋白質結晶学は生命の本質に迫ろうとして始まりました。しかし手段の発達により、３次元構造

解析がルーチン化され、結晶学の知識が無くともブラックボックスを操ってが出来る様になった現

在、先端的な研究として蛋白質結晶学者は次に何を成すべきか、常に考えている必要があると思い

ます。このことに関し私は次のことを提案いたします。 

 １．時分割による蛋白質の動的構造研究 

 ２．超分子など他の方法では不可能な物質の結晶解析 

 ３．超精密結晶構造解析 

 ４．測定手段の開発 

 ５．理論及びソフトの開発． 

 超精密結晶構造解析の必要性は多少の説明が必要でしょう。生命は多くの物質との相互作用に於

いて成立しています。特に水分との相互作用は重要です。これまでの解析により蛋白質と直接作用

する水分子については可成り分かってきました。しかし、水はそれだけではなく液体状、つまり流

れている水が大部分です。蛋白質結晶は非常に多量の溶媒を含んでおり、その中には蛋白質に結合

した水分子から溶液状の水分子まで含まれています。最初に申し上げましたように、私達は２亜鉛

インスリン結晶の超精密解析を行い、Ｘ線解析としては最も検出が難しい水素原子まで見ることが

出来ました。水素原子の見え方を指標として２層目から３層目の水、さらには分子間を流れている

水まで検討することが出来ました。つまり、蛋白質結晶の超精密解析により生体にとって最も重要

な、しかし忘れられがちな、水の構造及び挙動を解くことができるのです。 

 近い将来、時分割による蛋白質の構造変化を見ることが出来るようになり、時間軸を含む４次元

データーベースが利用出来る時代が来ると信じています。やがて、水や溶媒分子の挙動も含めた反

応機構の研究も飛躍的に進み、構造及び構造変化を基にした生物の研究が行われ、その成果は基礎

科学に止まらず、医学、製薬、農学或いは生物センサーや生物モーターなど工学の分野にまで影響

を及ぼすかも知れません。生命体は極めて効率の良い機械である事を考えれば、これらの研究はや
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がて、エネルギー問題や環境問題の解決にも一石を投じる事になるでしょう。 
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