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One of the most important fields today is structural genomics, in which the functions of 
proteins are analyzed using the results from synchrotron X-ray and NMR protein structure analysis. 
However, it is difficult in an NMR or X-ray crystallographic analysis of a protein to identify all of 
the hydrogen atoms and the molecules of hydration, even though they play important roles in 
innumerable biological processes. In contrast, the neutron diffraction method has the ability to locate 
hydrogen position absolutely. 

We have recently developed a neutron imaging plate (NIP) and a neutron monochromator, 
and have successfully applied them to construct a neutron diffractometer dedicated for biological 
macromolecules (BIX-3) in the JRR-3M reactor. The performance of BIX-3 has been certified as 
one of the best in the world.  By using BIX-3, all the hydrogen atoms and most of the solvent 
molecules of hydration of lysozyme, myoglobin and rubredoxin, which are small but fundamentally 
important proteins, have been unambiguously identified. These structural results have provided new 
and important discoveries such as the bifurcated hydrogen bonds in α−helices, details of 
hydrogen/deuterium exchange reactions and the dynamic behavior of hydration in proteins.  

We have just started to construct a much higher-performance neutron diffractometer for 
protein crystallography and this will be applied for the study of the hydration structure of DNA, and 
the structures of proteins complexed to pharmaceutically active molecules. The start of this new 
neutron structural biology project, which will use the next generation neutron source generated by a 
high intensity proton accelerator, the construction of which was begun in the fiscal year 2001, is also 
coming into view.     
 

 
はじめに 

21 世紀に入り、ヒトゲノムの解読がほぼ完了し、人間は自らの生命の設計図を手

にしたことになる。但しこれで生命が理解された訳でなく、いよいよこの設計図を

もとに本格的な生命現象を理解する時代、ポストゲノム時代に入ったのである。そ

の重要な分野のひとつが構造に基づいた機能解析でその主流が放射光 X 線や NMR
を用いたハイスループット構造解析である。しかし、生理機能に直接関与する水素

原子や完全な水和構造は X 線や NMR では決定困難である。これを可能にする唯一

の実験手法が中性子回折法である。 
我々はすでに中性子イメージングプレートや高性能中性子モノクロメータを開発

実用化し、これらを具備した世界最高性能の生体物質中性子回折計（BIX-3）を原

研 JRR-3M に設置した。これにより、リゾチーム、ミオグロビン、ルブレドキシン

等基本的なタンパク質の全水素・水和構造決定を完了し、アルファヘリックス内２

分岐水素結合構造、水素／重水素交換反応の詳細、変化に富んだダイナミックな水
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和構造等新しい構造を次々と見い出し、この分野で世界を牽引する役割を担ってい

る。 
我々は、これらの経験をもとに更に高性能の回折装置を建設し、DNA や創薬に直

結するタンパク質の全水素・水和構造の決定、さらに現在建設中の大強度陽子加速

器による世界最大規模の次世代中性子源を利用した中性子構造生物学への寄与と発

展させていくつもりである。 
この機会に是非構造生物学に興味を抱く皆様に中性子構造生物学の現状と今後の

展望を紹介し、忌憚のないご批判が頂ければと思い筆を執った。 
 
I.  中性子単結晶構造解析の現状 
  

１． 中性子構造生物学の意義 
生体物質の生理機能に関わる殆どの反応（例えば加水分解、脱水素、酸化還元、リン

酸化、脱リン酸化等多数）にタンパク質や基質の水素原子及び水和水が直接関与してい

ることからも明らかなように、生命現象の中で水素原子の果たす役割や生体物質と水との

関わりは大変重要である。タンパク質の構成単位であるアミノ酸は大きくわけて疎水性と親

水性のものがあり、これらはタンパク質立体構造形成に際し周囲の環境（水溶液、脂質膜

等）に適した配置をとることで立体構造の安定化がはかられていることからも、水素と水和

水はタンパク質の立体構造構築原理にも深く関わっていることはよく判る。しかし、タンパク

質分子の水素原子や水素原子まで含めての水和水を原子レベルで観察した例は少なく、

生命現象の中で水素原子の果たす役割や生体物質と水との関わりの多くは類推で議論さ

れる事が多かった。例えば、最近、Ｘ線回折法でも分解能を向上させるなどで水素原子を

観測する努力はされているが、すべての水素原子位置決定は困難で多くは骨格構造から

水素原子や水分子の配向を類推し、そのふるまいを議論するのが現状である。一方、中

性子回折法では、水素原子の中性子散乱能が炭素原子や酸素原子などと同程度である

ため、水素原子の位置情報が得やすい。また、ＨとＤ（重水素）では中性子散乱能が大き

く異なるため、Ｈ／Ｄ置換を併用し、水素原子の位置決定の精度を、更に高めることもでき

る。 

このように、中性子回折法はタンパク質の水素と水和構造研究に有用な実験手法であり、

大いに利用されるべきであるが、中性子強度が X 線に比べ弱いため、実際にはデータ収

集に１年近いマシンタイムを要する等大変な実験であったため従来余り行われてこなかっ

た。 

我々は、完全結晶シリコンをピアノ線で湾曲させるモノクロメータ（1）や中性子イメージン

グプレート(NIP)を開発実用化し（2）、これらを装備した生体物質中性子回折計（BIX-3）を建

設し、20-30 日のマシンタイムで充分解析に耐えるデータ収集が可能になった。（3）最近、こ

の BIX-3 を用いてミオグロビン（4）、ルブレドキシン（野生型）（5）、（変異型）（6）の中性子構造

解析を分解能 1.5Å で行い、いくつか面白い結果が得られたので紹介する。 
その前に、中性子回折法に馴染みの少ない方のために中性子回折法のエッセンスを

簡単に紹介しておく。（7） 
 

2. 中性子回折法 

中性子は電荷を持たない質量 1.0087 原子質量単位で、スピン１/２、磁気モーメント約 

-1.913 核磁子単位を有する粒子である。原子による中性子の散乱の程度を表現する量が、
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中性子原子散乱長（散乱長）と呼ばれるものである。ちょうどＸ線の原子散乱因子に相当

する。しかし、散乱長はＸ線の原子散乱因子とはいくつかの点で異なるが、これは、それぞ

れの散乱素過程の違いからくる。Ｘ線は原子核の回りの電子により散乱されるので、原子

散乱因子は原子番号に比例した値を取る。一方、中性子は原子核により散乱されるので、

散乱長は原子核構造に強く依存し同位体や核スピンの状態によっても異なる。 

 表１に生体物質を構成する主な原子の散乱長を示してある。比較のためにＸ線の原子散

乱因子を長さの次元で示しておく。この表から次のことが云える。 

表 1 生体物質主要構成元素の中性子散乱長 

Ьcoh σinc σcapture ｆx-ray 原子 核種 

（10-12cm） （10-24cm2） （10-24cm2） （10-12cm） 

水  素 １Ｈ -0.3742 80 0.18 0.28 

重水素 ２Ｈ（Ｄ）  0.6671 2 0 0.28 

炭  素 １２Ｃ  0.6651 0 0 1.69 

窒  素 １４Ｎ 0.940 ～0 0.99 1.97 

酸  素 １６Ｏ  0.5804 0 0 2.25 

リ  ン ３１Ｐ 0.517 ～0.3 0.11 4.23 

硫  黄 ３２Ｓ  0.2847 ～0 0.07 4.5 

σcaptureは波長に比例する量でλ＝1Åでの値を示す。 

 

１）散乱長は中性子を波として考えた時の振幅に相当するものである。中性子散乱強度は

振幅の自乗で表わされるので、原子の種類による散乱強度の違いを直感的に捕えるに

は、各原子毎に散乱長及び原子散乱因子をそれぞれ自乗して見るとよい。Ｘ線に較べ

中性子では水素が他の炭素や酸素と同程度に散乱に寄与していることが明確にわかる。

X 線では水素の寄与は酸素の約 1/100 である。 

２）水素と重水素では核構造が異なるため散乱長が異なる。中性子散乱では、水素を重水

素で置換することで強度差が明瞭に生じるので特定の水素位置を同定できることになる。

尚、水素の散乱長が負であるのは、中性子が水素原子核に捕獲され位相が 180°ずれ

た波として再放出されるためである。 

３） λ=1A の中性子のエネルギーは約 81meV と小さく、化学結合を切るには余りにも小さい

エネルギーなので、実験に際して生体物質試料に長時間中性子を照射しても放射線損

傷で試料が傷むことはない。 

 

3． 中性子回折装置（BIX-3） 

中性子結晶構造解析の中でタンパク質の結晶構造解析は最も難しい実験の一つであり、

我々はこれを可能にするため、単結晶回折強度式(I) 

 

 I∝ I0 Vc A F(hkl)2/ (v0)
2 

 

から考えて次の 3 項目の開発を行った。（8） 
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(1) 数 mm 角のタンパク質単結晶試料位置での中性子束(I0)を大きくするためのモノクロメ

ータ 

(2) 数 mm 角のタンパク質試料単結晶(Vc)育成技術 

(3) 可能な限り多くの回折斑点を同時に検出できる大面積検出器(A) 

(1)は完全結晶シリコンをピアノ線で湾曲させる方式(EBP-Si)を開発し、試料位置に中性

子を集光させることで試料位置で質の高い中性子強度を増すことに成功した。  現在、こ

の方式のモノクロメータはすでに他の中性子回折装置でも使われるようになっている。

BIX-3 では更に２枚のシリコン板を湾曲させる方式を開発し 1 枚に比べ試料位置での強度

を 1.6 倍にすることに成功した。 

(3)は中性子イメージングプレート(NIP)を開発実用化したことで解決した。Ｘ線回折実験

ではイメージングプレート（IP）は普通に使われているので多くの読者には馴染みがあるの

で、ここでは NIP は IP に中性子感受性を付加したものとだけ述べておくが、中性子構造生

物学を現在の状態にまで押し上げた最大の功績は NIP の実用化であることを強調してお

きたい。NIP の詳細に興味があるかたは文献(2)を読んでほしい。  但し、NIP はガンマ線

に有感であり、特に NIP を炉室内で使用するには、ガンマ線遮蔽が必要で装置が大型化

する恐れがある。最小の鉛厚で十分なガンマ線の遮蔽を施し、（9）回折装置に必要な部品

を工夫して配置し、縦型にすることでコンパクトな装置に組み上げることに成功した。 

図１に中性子回折装置（BIX-3）のレイアウト及び外側の遮蔽体をとりはずした装置本体

の写真を示す。図２にこれで撮ったミオグロビンの生データを示す。 

 

 
図１ 中性子回折装置（BIX-3）のレイアウト及び外側の遮蔽体をとりはずした装置本体の写真 
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図２ BIX-3 で撮ったミオグロビンの生データ 

 

データは S/N 比を大きくするためステップ・スキャンニング、つまり結晶固定の静止回折

像をとり、データ蓄積後（フレーム）、結晶を 0.2-0.3 度回転させそこで静止回折像をとるこ

とを繰り返した。取得されたデータはフレーム毎に DENZO で処理された。データ解析は次

節に述べる解析手順で行った。 

BIX-3 で採ったミオグロビン、ルブレドキシン（野生型、変異型）のデータ収集及

び解析結果の統計を表２に示す。 
 

II. 中性子回折実験で水素原子を同定する 

中性子回折によるタンパク質の結晶構造解析のためのプロトコールは未だ無い。種々

試行錯誤で我々はグループ独自の方式を開発している。そのうちで、標準的な解析方式

を示す。解析プログラムは X-PLOR を用いている。但し、そこに、水素原子を含むパラメー

タファイル、トポロジファイルを我々独自に追加した。 

すでに X 線回折等により水素原子を除いて決まっている構造（初期構造）を用いて、各

反射の水素原子を含まない仮の位相を求める。この時、炭素に結合していて立体構造化

学的に類推出来る水素原子位置は X-PLOR を用い発生させ、初期構造モデルに入れて

おく。この仮の位相を用い、差フーリエ合成を行い、窒素、酸素原子等に結合している新

たな水素原子を見いす毎に初期構造に付加し新しい仮の位相を求め、再び差フーリエ合

成を行う。これを繰り返すことで徐々に取り込む水素原子の数が増えて行き全部の水素原

子位置が決められ、さらにこのプロセスの途中から水素原子を含めた水和水も同定されは

じめることになり、最終的に全水素原子及び水和水の全構造が決定される。水素原子は

X-PLOR、分子モデリングソフト O 及び X-PLOR を交互に用い温度因子、占有率を含め

精密化を進める。最終段階では水素原子以外の原子についても精密化を行っている。占 

有率については H/D 交換率の項でもう少し詳しく説明する。 
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以下水素原子がどのように見えるかをルブレドキシン（野生型）のいくつかのアミノ酸残基

を基に図３(a),(b),(c)に実例を示す。 

（a）は Phe48 の 2Fo-Fc マップである。赤線で示してあるのが水素原子（負の散乱長）であ

り、水素原子位置は Refine して得られる。(b)は Tyr10 の 2Fo-Fc マップである。酸素原子

に結合している水素は重水素（正の散乱長）に置換していること、-OD 基はベンゼン環と

ほぼ同一面上にあることがわかる。(c)は Trp3 の 2Fo-Fc マップである。5 員環構成の窒素

原子に結合している水素も重水素に置換していることがわかる。ルブレドキシン（野生型） 
は分解能 1.5Å で中性子構造解析されており、環構造、水素原子の分離等、充分高分解

能性が反映された 2Fo-Fc マップが得られているのが判る。 

 
 
表２： BIX-3 で採ったミオグロビン、ルブレドキシン（野生型、変異型）のデータ収集及

び解析結果の統計 
ミオグロビン 

Data collection and refinement statistics 
 
Data collection 
  Space group P21 
  Unit cell (Å) (°) a = 64.53, b = 30.87, c = 34.87, β = 105.7 
 

lower 
limit (Å) 

upper 
limit (Å) 

 
#Refl. 

 
#Unique 

 
<I>/<σ(I)

> 

 
Compl.(%

) 

 
Multipl. 

 
Rmerge (%) 

22.00 3.23 9143 2209 16.4 97.6 4.1 6.6 
3.23 2.57 8334 2156 11.1 98.5 3.9 11.3 
2.57 2.24 7057 2113 8.1 97.1 3.3 11.3 
2.24 2.04 6140 2075 5.6 95.7 3.0 13.6 
2.04 1.89 5468 2003 4.5 91.9 2.7 15.8 
1.89 1.78 4859 1912 4.0 87.7 2.5 16.5 
1.78 1.69 4344 1823 3.5 85.2 2.4 20.1 
1.69 1.62 3995 1725 3.2 80.3 2.3 21.6 
1.62 1.55 3518 1661 2.8 77.5 2.1 24.2 
1.55 1.50 3041 1458 2.7 67.0 2.1 24.9 

overall  55899 19135 6.3 87.9 2.9 10.3 
 

Refinement 
  Resolution range (Å) 22.0 – 1.5  

  No. of reflections 19135  

      Working set/test set 17824/1311  

  Rcryst (%) 21.4  

  Rfree (%) 24.7  

r.m.s.d. bond length (Å) 0.007  

r.m.s.d. bond angle (°) 1.2  
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表２（続き）ルブレドキシン（野生型） 

 
 
 

ルブレドキシン（変異型） 
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Phe 48 
2fo-fc map 

σ = -2.0, +2.0 

(a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tyr 10 
2fo-fc map 

σ = -2.0, +2.0 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Trp 3 
2fo-fc map 

σ = -1.8, +1.8 

 
 
 
 
 
図３ ルブレドキシン（野生型）の（a）Phe48 の 2Fo-Fc マップ。赤線で示してあるのが水素原子

（負の散乱長）であり、水素原子位置は精密化して得られる。(b)Tyr10 の 2Fo-Fc マップ。酸素原子

に結合している水素は重水素（正の散乱長）に置換していること、-OD 基はベンゼン環とほぼ同一

面上にあることがわかる。(c)Trp3 の 2Fo-Fc マップ。 
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５．トピックス 

ミオグロビン、ルブレドキシン（野生型、変異型）のすべての水素原子及び水和

水が見えたことでいくつか面白いことが見いだされた。そのうちここでは、構造に特有な次

の３項目について紹介する。 

１）αヘリックス水素結合 
２）H／D 交換 
３）水和構造 

５-1  αヘリックス内骨格間の水素結合 
1951 年ポーリングによって提案されたαヘリックス骨格構造は n 番目のアミノ酸

の C-O と n+4 番目のアミノ酸の N-H が水素結合で結ばれ、ラセン構造をとる構造モ

デルである。これは先ずミオグロビンの X 線結晶構造解析によってその存在と構造

が確認されタンパク質立体構造構築の二次構造として普遍的なものとみなされるよ

うになった。今回、我々は中性子回折法でミオグロビン及びリゾチームのαヘリッ

クス中のすべての水素原子を決定したところ、骨格構造の水素結合の多くは確かに

ポーリングのモデルを支持する構造であるが、いくつかの n+4 番目のアミノ酸の

N-H は n 番目のアミノ酸の C-O とだけでなく n+1 番目のアミノ酸の C-O とも水素結

合していることが見い出された。 
先ず、図４に水素結合がどのように見えるかを示す。次ぎにこのような骨格間の

すべての水素結合の様子を次の様なプロット（図５, a.b.c）で示す。図５.c にこのプ

ロットの座標系を示す。アミド基 N(n)-H(n)を X 軸上にのせ、且つ水素原子を原点に

のせる。2 つの水素結合 N(n)-H(n)---O(n-3), N(n)-H(n)---O(n-4)で作る３角形を図の様

にとる。このようにした時の酸素原子の位置（O(n-4)は黒丸、O(n-3)は黒三角）を

X-Y 平面上にプロットする。図５, a はミオグロビンの場合、図５, b はリゾチームの

場合である。黒丸、黒三角はそれぞれ群れをつくるが、中央に混じりあう箇所があ 

 
図４：中性子回折法で決定されたポーリングモデルで示されるαヘリックの水素結合の例。

67 番目のアミノ酸(スレオニン)の C-O と 71 番目のアミノ酸（アラニン）の N-H が水素結合

で結ばれている。 
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図５：(a)ミオグロビン、(b)リゾチームのアミド基 N(n)-H(n)を X 軸上にのせ、且つ水素原子

を原点にのせる。2 つの水素結合 N(n)-H(n)---O(n-3), N(n)-H(n)---O(n-4)で作る３角形を座標

系(c)の様にとる。酸素原子の位置（O(n-4)は黒丸、O(n-3)は黒三角）を X-Y 平面上にプロッ

トする。 
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る。仮に N(n)----O(n-3)距離と,N(n)----O(n-4)距離の差が 0.4Å 以内に入る O(n-3)と
O(n-4)にマークするとこれらは中央に集まった一つの群れをつくることがわかる。

これは H(n)から見て O(n-3)と O(n-4)に差が殆どないことを意味する。つまり、２分

岐水素結合が形成されていることの明瞭な証拠である。 
図６に２分岐水素結合の典型例を示す。 

   
５-2 H／D 交換 
 中性子回折実験に用いる単結晶は、水素の非干渉性散乱によるバックグランドを

下げるため、重水中から育成されるか、あるいは軽水中で育成し重水に結晶を付け

ておき、タンパク質周囲の水を重水に置換したものを用いる。すると一般に、アミ

ド基の水素原子を始め、アミノ酸残基の窒素原子や酸素原子に結合している水素原

子は重水素原子に置換される。しかし、詳細に調べてみると必ずしも重水素置換し

ない箇所があるのが判明した。中性子回折実験では水素原子の散乱長（Ｘ線での原

子散乱因子に相当する。）は負で、重水素原子は正の値であり、フーリエマップ図で

H と D の違いは一目瞭然である。図７にαヘリックス内で水素結合しているアミド

基水素で重水素置換しているもの(a)としていないもの(b)を示す。そこで、水素の原

子散乱長に H/D 占有率を新たなパラメータとして導入し、前節で述べた精密化を行

い、H/D 交換率を求めた。但し、このようにして得られる占有率は温度因子と強い

相関があるのでこの段階では温度因子は固定した。また、それの精度を確認するた

め Cα及びこれに結合する水素原子の占有率は 100%のはずで、それがこの手法で如

何なる占有率になるかを求めたところ 80-120%占有率と得られたので、占有率は

20%の精度で得られることが確認され 
 

 
図６：中性子回折法で新たに確認されたαヘリックス２分岐水素結合構造の例。107 番目

のアミノ酸(イソロイシン)の N-H は 103 番目のアミノ酸(チロシン)の C-O とだけでなく

104 番目のアミノ酸（ロイシン）の C-O とも水素結合している。 
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た。図８にそれぞれ(a)ミオグロビン、(b)ルブレドキシン（野生型）、(c)ルブレドキ

シン（変異型）の骨格アミド基水素の H／D 交換率、温度因子を示す。またルブレ

ドキシンには ASA (Accessible Surface Area)を添付してある。これら３つのパラメー

タは強い相関がありことが明瞭に判る。 
 

 

５-3 水和構造 
 タンパク質分子のダイナミックスの計算で水和水の導入により実測スペクトルをよりよく説

明できることが判明しており、水和水の位置決定は、アミノ酸残基の種類、構造と水和水の

関係を定量的に議論出来る基礎データを提供し、立体構造構築原理の研究に大きな寄

与が期待できる。立体構造の殆どが X 線結晶解析の手法で決められているが、そこでは

水素原子の情報を得るのは難しいので、PDB の立体構造情報には水素原子の位置情報

が入っていないのが通常である。 

一般的に水溶性タンパク質は疎水性のアミノ酸が水分子に接しないように内側にきてコア

を作り、電荷をもつアミノ酸や親水性のアミノ酸が外側にきて周囲の水と接するように立体

構造を構築する。そして、周囲の水のいくつかは水和水としてタンパク質に結合して取り囲

み、いわゆるバルクの水とは異なる振る舞いをする。X 線解析でも水和水は酸素位置を同

定することで観測されるのが、水素原子を含めた水和水とアミノ酸残基との結合の様子は

判らない。電荷をもつアミノ酸や親水性のアミノ酸と水分子との相互作用から考えられる水

分子の配向の様子は３次元的に多様であり、アミノ酸残基に直接水和した水分子に更に 

 

 
図７：αヘリックス内で水素結合しているアミド基水素で(a)重水素置換しているもの、 

(b)していないもの 
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図８：(a)ミオグロビン、(b)ルブレドキシン（野生型）、(c)ルブレドキシン（変異型）の骨格

アミド基水素の H／D 交換率、温度因子、ASA。 
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図９に今回の中性子回折で決められたミオグロビンの水和構造の例を示す。ブーメラン

状に水素原子まで含めて水和水が明瞭に見え、2 つの水和水が水素結合で結ばれてい

る様子が判る。一方、その外側にボール状に見える水和水があるが、これは、水素原子ま

で含めて水分子がそのように見える、つまりこの水分子は回転運動していることの証拠で

ある。〔種々の分子配向した水分子の重ね合わせモデルでも実験データは解釈可能であ

る。〕Ｘ線回折では水和水の酸素位置が見えるので、水和水はすべてボール状に見える。

配位する水分子のようにそのヴァリエイションは豊富である。水和構造の結合様式の大部

分は水素結合と考えられるが、水和水のついたアミノ酸残基が水素原子のドナーになって

いるのか、アクセプターになっているのかは重要な因子でありタンパク質の立体構造構築

に深く関わっている。これらは水素原子位置が確定されて始めてできる議論である。すで

に述べたように中性子回折法ではこれが可能である。 

しかし、中性子回折でボール状に見える水和水は分子のダイナミクスを反映してボール

状に見えているのであり、含む情報は多い。 

ルブレドキシン （変異体） の中性子回折で観測された水和水を分類してみた結果を図

１０に示す。これによると、Ｖ字型、三角型、キノコ型、亜鈴型、棒型、球型の 6 種類に分類

される。Ｖ字型、三角型は水和水を構成する酸素原子や水素原子が周囲の原子と水素結

合で関係付けられ、配向がかなりユニークに決定される。キノコ型は水和水を構成する一

方の水素原子が周囲の原子と水素結合で関係付けられ酸素・水素結合軸の周りの分子

回転の結果もう一方の水素原子が見えにくくなっている。亜鈴型、棒型は水和水両端の水

素原子が周囲の原子と水素結合で関係付けられ水素---水素軸の周りの分子回転が生じ

ている。そして球型は水和水分子重心周りの球回転（場合によっては任意の原子を中心

にした球回転の可能性も否定できない。）と考えられる。 

現在ミオグロビン、ルブレドキシン（野生型）でも同様の分類を実施中である。生体物質 
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図９：中性子回折で決められたミオグロビンの水和構造の例 

 

 
図１０ ルブレドキシン（変異体）の中性子回折で観測された水和水の分類 
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の水和水の役割の重要性を示す状況証拠は次々とあがってきている。特に分子認識につ

いての水和水の役割は想像逞しくすれば SF の世界に入る位に切りがない。しかも、こんな

想像はばかげていると断定出来る実験データを持ち合わせている人は現時点で誰もいな

い。中性子回折法は従来の水素原子を含まない立体構造に代わって水素原子を含む水

和水を考慮した立体構造を提供することになる。構造生物学が目指すところは立体構造を

基にその生体物質の機能を説明することである。水素原子と水和水を含めた立体構造を

提供できる中性子構造生物学は今までとは違った新しい構造生物学を展開させるフロン

ティアとなるだろう。 
 
今後の課題 
 
中性子結晶構造解析では、一般にＸ線解析で得られた構造を初期構造モデルにして水

素原子を同定していくので、精度の高い中性子回折データが得られていれば全構造解析

の最終ゴールに到達できるのである。そこで最も重要なのは、いかにして中性子構造解析

に充分なデータを得るかであったが、ここで紹介した 1.5A 分解能のデータを得るのに 200

日以上のマシンタイムを必要とした。これはこの実験は不可能と同義語である。我々の中

性子イメージングプレートの開発でデータ収集速度は従来の 10 倍以上にすることが出来、

この分野に大きな貢献をしたことになる。とは言え、現在の中性子源強度は X 線源強度に

較べれば数桁低いので、それをカバーし 3-4 週間程度のマシンタイムで必要なデータ収

集を行うには、最小でも 1 mm 角の単結晶が必要である。最近我々はヒトリゾチームや 

DNA オリゴマで溶解度曲線を正確に決め結晶成長条件を選び 1 mm 角の単結晶を得るこ

とに成功している。X 線構造解析ではそんな大きな結晶は不要であったので 1 mm 角の単

結晶を育成する努力をしてこなかっただけで、我々の経験によれば、かなり多くのタンパク

質は努力すれば不可能ではないだろうという気がする。いずれにせよ、1 mm 角の単結晶

があれば充分中性子構造解析ができる時代になったということを強調しておく。 

とは言え、1 mm 角の単結晶育成はやはり容易ではない。これを軽減するひとつの方策が

完全重水素化試料での単結晶育成である。水素原子を重水素置換することで水素原子

からの非干渉性散乱が減少しバックグランドが下がり且つブラグ反射強度も増すので、1/5

から 1/10 の体積の結晶で実験可能となる。 

現在 2007 年度の稼動開始を目標に次世代中性子源建設が東海村で開始されたが、これ

の最終目標は現在の JRR-3M 原子炉中性子源強度の 100 倍である。これが目標通りであ

れば、0.2mm 角の単結晶が得られれば中性子回折実験が可能ということになる。0.2mm 角

の単結晶は現在実験室 X 線回折実験で通常使用している結晶サイズである。ここまで来

れば中性子構造生物学は決して特殊な実験ではなくなる。水素、水和構造を含む本格的

な構造生物学の幕開けは間近に迫っている。 
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