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A joint project for high-intensity proton accelerators is going 

on between High Energy Accelerator Research Organization (KEK) and 

Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI).  A neutron research 

facility with high power is included in this project, and neutron 

macromolecular crystallography should be one of the most important 

fields of science.   

 

1. PDBを検索して 

 Protein Data Bank にアクセスして，検索システムを利用する。キーワードに

neutron diffraction と入力してサーチをかけると、19 件がリストされてくる

（2001 年 8 月現在）。PDB に集録されている全エントリー数が 15,000 件に達して

いることを考えると非常に少ない数である。その点から見てもタンパク質結晶の中性

子回折は，とりくむべき課題が山積みされている宝の山である。 

19 件のデータの中には，タンパク質の誘導体や核酸との複合体なども含まれてい

るのでその重複を避けてタンパク質の名称を挙げると次のようになる。 

β－trypsin 
concanavalin A 

myoglobin 

lysozyme 

ribonuclease 

insulin 

たったこれだけであることに読者は驚かれるであろう。筆者も驚いている。もちろん

生体高分子物質の中性子回折研究は，結晶解析だけではない。むしろ繊維状物質や溶

液散乱の方が広く行なわれていて，研究報告も多いが、ここでは結晶解析に限って話

を進める。また、rubredoxin など最近になって論文発表されたものは、まだ PDB に

集録されていないことをお断りする。また、crambin, subtilisin も研究報告は

あるが上記の検索では出てこなかった。 
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何故研究例が少ないのか、タンパク質結晶の中性子回折は面白くないのか、否であ

る。生命現象は水と密接に関連する。生体内の反応の多くは水溶液で進行する。一方

疎水的な環境においてのみ起る反応もある。水をとりこむか、水を避けるか、いずれ

にしても水を意識せざるを得ないのが生命現象である、その水の構造を明らかにする

のに中性子回折が役に立つ。また、Ｘ線が電子分布を見ているのに対して、中性子は

核を見ているから、原子の熱振動の状態については中性子の方がより真実に近い情報

を与える。こんなことは周知のことだから中性子回折の意義を改めて論ずることは避

ける。 
 

2. Neutron Macromolecular Crystallography は何故難しいか 

その理由は水素原子にある。水素を見たいのに水素が邪魔をするというのは皮肉で

ある。原子の中性子との相互作用の大きさをあらわす量として散乱長 b と散乱断面積

σ (=4 πb2)がある。水素の散乱長が -3.67x10-13cm, 重水素のそれが 6.67x10-13cm

である。正負の符号が異なるのも面白い結果をもたらすのである。ところで散乱には

干渉性散乱と非干渉性散乱がある。たいていの原子は干渉性散乱断面積が全体の 75

～100％を占めるのであるが水素原子は例外的にわずかに 2％である。つまり、生体

高分子中に半分くらい含まれている水素原子はもっぱら非干渉性散乱に寄与して、し

たがってバックグランウンドを増加させ S/N比を悪くするのである。 

そこで水素原子を中性子回折でちゃんと観測しようとすると、水素を重水素で置換

する必要がある。よく行なわれているのは、軽水中で成長させた結晶を重水中に浸漬

して交換を促す方法である。溶媒として含まれる水はだいたい重水に置き換わる。分

子の奥深くに存在していて重水に置き換わらない水は、それでそれで面白い情報を提

供する。アミド水素やカルボキシル基の水素も置き換わることがある。置き換わる水

素と置き換わらない水素について考察することが行われていて構造や機能に関して

重要な情報を与える。重水中で結晶成長させるともっとよい結果を得ることができる

が、実は軽水で行うのと同じようにはいかない。軽水素と重水素は質量が異なるだけ

で化学的には同じである、というのはどうも嘘くさい。  

さらに炭素に結合する水素を置き換えることも望ましい。NMRの研究で使われてい

るように重水素化したアミノ酸をタンパク質に導入してすべての水素を重水素に置

き換えることができればきれいな結果が期待できる。それにしても現在では 1mm 立

方程度の大きな結晶が必要だから、適当な結晶を準備することがボトルネックである。 
 

3. 中性子源－原子炉と加速器 

中性子は原子炉で得られる。日本は被爆国であるため、原子力開発は住民の多くの

反対を押し切って政府が進めるかたちになっている。建設されている原子炉もアメリ

カの BNL（現在すでに稼動中止となった。）やヨーロッパの ILLに比べて出力が小さ

く、したがって中性子も弱い。 

陽子を加速して重金属に照射し核破砕で放出される中性子を利用する方法がある。
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ロスアラモスやイギリスの ISISにあり、日本ではつくばの KEKにある。 

KEKは大型ハドロン計画を以前から提案していた。陽子加速器が３段階にわたって

計画され、200MeVのリニアック、200µA  3GeVのブースターリング、10µA  50GeV
の主リングから成る。高エネルギーのリングは原子核物理実験に利用され、低エネル

ギーのリングは中性子やミュオンを使う固体物理、物質科学、生命科学の研究を展開

するという内容であった。 

これとは別に原研は５MW のパルス中性子を活用することを中心とした中性子科学

研究計画を提案していた。1998年になって科技庁と文部省の統合が本決まりになり、

この両計画を統合することで予算化されることになった。大強度陽子加速器施設計画

という名であるが、もっぱら統合計画と呼ばれている。 
 

4. 統合計画のなかの中性子施設のなかの生命科学関連装置の計画 

統合計画が動き出してから、建設計画のための共同推進チームが結成され、9 つの

作業グループに分かれて精力的に作業が開始された。中性子の作業グループの仕事は、

中性子源の設計と実験施設の検討である。平成 15 年度予算へ要求をまとめるための

研究会が平成 13年 8月 9日に KEKで行われ、200名近い参加者があった。中性子施

設は物質･生命科学実験施設という名になる。そして、この会の任務は、平成 15年度

に概算要求する物質･生命科学の基幹設備を 10台と考え、それに対するユーザーコミ

ュニティの合意を取りつける事であった。 

ユーザーはそれぞれ自分のサイエンスを実現する装置を要求し、しかも最優先で設

置することを望む。それを 10 台に絞ろうとすればはみ出たユーザーが満足するわけ

はない。その辺の調整は、後年度へ先送りということになるのであろう。 

物質･生命科学実験施設という名になり、物質科学と並ぶ 2 本の柱のひとつとして

位置づけられた生命科学であるが、それに割りあてられる装置は 1台だけであるらし

い。新村さんがそうではない 2台だとおっしゃったが、まとめ役の方からは 2台だと

いう答えはなかった。続いて坂部さんが発言され、生体高分子構造研究における中性

子回折の意義を生体における水の重要性、そして水素の位置決定の重要性を強調して

力説された。これはかなりのインパクトを与えたのではないかと思う。 
 

5. 装置の数の決定には、将来の発展を考慮すべきである。 

小生は新村さんの依頼を受けて、新村さんの応援団のひとりとして出席したのだか

ら、ここでひとこと発言すべきであった。しかし、坂部さんの発言のインパクトが充

分あったと思って発言しなかった。言うとしたら PDB の検索結果に示されているよ

うに生体高分子の中性子構造研究は少ない、少ないのは重要でないからではなくて困

難な課題であるからである。中性子源が弱いということが困難の原因である。強度が

高くなれば研究は飛躍的に増えるであろう。現在研究者が少ないから設置する装置の

数が少ないというのは将来の発展を考えないものである、との主旨のことであった。 

陽子加速器からの中性子はパルスとして出てくる、それを活用して面白いサイエン



構造生物 Vol.７ No.２ 
2001 年９月発行 

スができるというのはよく分る。neutron macromolecular crystallography

はパルス性を活用しない。それなら原子炉でやればいいというのが生命科学の装置を

1台に抑えようとする側の論理らしい。しかし、現在の JRR-3Mに設置したビームラ

インよりはピーク強度で 1000倍強いようであるから結晶は小さくてすむ。すると飛

躍的に研究が増えるであろう。そこを見越して生命科学分野の要求を認めて欲しいも

のである。 
 

6. ビックサイエンスとスモールサイエンス 

統合計画の第 1期計画は 2006年度に完成するが、その予算総額は 1335億円と見

積もられている。日本の大学研究者が目の色かえて奪い合う科学研究費の総額は

1000億円程度であるから、それに相当する金額が 4年間で使用される。 

もうちょっと広げて、科学に対する投資額を見よう。この表のとおり、多額の研究

費が支出されているのである。大学の研究者の実感としては、自分たちに配分される

のが少な過ぎるというところであろうか。 
 

投資額に見る巨大科学   （2000年度科学技術白書より） 
 

特定目的別研究費（1998年度） 

           内政府資金 

宇宙開発  2,566億円 1,994億円 

海洋開発     872    708 

情報処理        16,829   953 

環境の保護         3,863    899 

ライフサイエンス 15,764 8,184 

エネルギー  11,052 3,937 
 

計            50,946       16,675 
 

1000 億のビッグプロジェクトが走れば、1000 のスモールサイエンスが吹っ飛ぶ。

われわれタンパク質結晶学者は放射光施設や中性子施設などのビッグファシリティ

に身を寄せてやっと自分たちのサイエンスをやっているわけである。しかしどのビッ

グファシリティにおいてもわれわれのタンパク質結晶学・構造生物学の成果は重要な

ものとして言及されている。つまりビッグファシリティを実現するための利用計画の

なかでは大きい寄与をしているわけだから、もう少し声を大きくしてビームラインや

実験装置を獲得しなければならないであろう。ここ 1 年ばかりが重要な時期であり、

皆さんで新村さんの応援をしてあげていただきたい。 


