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Abstract 

A sophisticated imaging technique of electron density distribution by the 

Maximum Entropy Method is reviewed. The MEM is now widely applied to materials 

science field, which deal with rather small molecules. The possibility of the 

method to protein crystallography is also discussed. The potential usefulness 

of the method is emphasized from the results for small molecules.            

 

1. はじめに 

 マキシマムエントロピー法と呼ばれるイメージング手法 1)を開発してから 10 年が

経過した。その間、精密構造解析の分野で幾つかの結果を得てきた。開発当初、幾つ

かの解説記事 2-6)を書いたが、その後は得られた実験結果についての記述が主体であ

る。「構造生物」と題した雑誌に書くのは、まだ蛋白質についての結果を公表してい

ないので、次期尚早と思うが、多少は、蛋白質の構造解析に対しても展望が開けてき

ている。蛋白結晶の電子密度分布そのものについての結果は示さないが、構造生物あ

るいは蛋白質の結晶構造解析を、多少、意識して、マキシマムエントロピー法による

回折データのイメージングについて書いて見たいと思う。 

 さて、マキシマムエントロピー法と言う言葉は、ベイズ統計の分野に関連した言葉

で、本来、電子密度分布とは何の関係もない。我々は、マキシマムエントロピー法を、

その応用の一例として、回折データのイメージングの手法として用いてきた。マキシ

マムエントロピー法によるイメージングあるいはマキシマムエントロピー法と言う

言葉は、一部の分野ではかなり説明なしで使われるようになってきた。しかしながら、

蛋白質結晶構造解析の分野では、言葉は知っていても、ほとんど理解されていないよ

うに思う。個人的な経験でも、「マキシマムエントロピー法と言うのは Density 

Modification と同じでしょう？」と言うような質問を受けたりする。それ以外にも「マ

キシマムエントロピー法と言うのは、何々法と同じでしょう？」あるいは「マキシマ

ムエントロピー法と何々法とはどこが違うのか？」と言うような質問を受ける。勿論、

何々法と言うのが差分フーリエ法であったりする。この様な質問を受けたときには、

強い先入観が入っているために、説明が非常に困難である。ある一面を取れば、同じ

であるかもしれないが、基本的な考え方は、やはり異なる。それにより、出きる事も

同じではないが、簡単には説明できない部分も有る。 
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 以上のような状況を考え、この記事では、マキシマムエントロピー法について最初

から説明したい。次に、蛋白との関連を考え、有機物についての結果を中心に述べて

みたい。特に、マキシマムエントロピー法によるイメージングでは水素がどのように

見えるのかについて述べてみたい。また、マキシマムエントロピー法では位相の精密

化は簡単に行えるので、それについても述べる。最後に、蛋白質結晶構造解析に対す

る展望について触れることにする。 

 

2. マキシマムエントロピー法 

 マキシマムエントロピー法(MEM)とは、情報理論より発達した逆問題に対する

一種の推定法である。7) この方法では、逆問題を解くのに、逆関数を必要としない。

情報エントロピーを導入することにより、不完全なデータを基に、観測値とは誤差の

範囲内で一致し、未観測のデータに対しては、最もバイアスが少なくなるように推定

をする。しかしながら、観測したデータに対しては、バイアスが導入される。逆問題

一般に対するアプローチであるので、デコンヴォルーションの問題 8)等、種々の応用

範囲があるが、我々はこの方法を回折データのイメージングに使用している。 

 理解を助けるために、マキシマムエントロピー法により、電子密度分布を求める問

題を例に具体的に説明する。エントロピー,S,は、単位胞内任意の点,r,の推定前後の

電子密度,τ(r),ρ(r),により以下のように定義できる。これまでこのエントロピー

を情報エントロピーと称してきたが、イメージングに使用する場合は、幾何学的エン

トロピーあるいは図形エントロピーと呼ぶほうが相応しいように思う。数学的表現は、

同じである。エントロピー最大の状態は、全てのρ(r)が等しい flat な電子密度分布

である。このエントロピーを使用することにより、マキシマムエントロピー法による

イメージングでは、出きるだけ flat な図形を再生するようになっているものと思う。 
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観測される結晶構造因子,Fobs(k),は、下記のような束縛関数,Q,として作用する。 
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ここに、Nは観測された結晶構造因子の数、σ(k)は Fobs(k)の測定誤差、また、Fcal(k)

は新しく推定された電子密度,ρ(r),より下記のフーリエ変換により計算される結晶

構造因子である。 

       （3） ( ) ( ) ( )rkrk ⋅π−ρ= ∑ i2expVFcal

よって、ρ(r)を求める問題は、束縛条件下での最大値問題に帰結する。ρ(r)が正し

く求められたときには、Q は１になる。逆問題の立場からすると、ρ(r)を求めるの

に(3)式の逆関数を必要としない。(2)、(3)式を変えることにより、種々の逆問題を
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解くことが出来る。 

 実際にどのような結果が得られるのか、同一データを使用して、フーリエ法で求め

たシリコンの電子密度分布とマキシマムエントロピー法により求めた電子密度分布
1,9)を図１及び図２に示す。それぞれ、(a)は電子密度の高い領域、(b)は電子密度の

低い領域を表している。全く同一のデータを使用しているにもかかわらず、非常に異

なった結果が得られている。電子密度の高い領域では、マキシマムエントロピー法に

よる電子密度分布の core 電子のピーク値が非常に高くなること以外視覚的には顕著

な相違が見られない。しかし、電子密度の低い領域では様相が全く異なっている。フ

ーリエ法で求めた電子密度分布には、物理的に意味の無い負の領域がある。そのため

に、シリコンの共有結合電子を観測することは、不可能となっている。一方、マキシ

マムエントロピー法により求めた電子密度分布では、(1)式が有るために、原理的に

負の領域は存在しない。また、共有結合電子は、非常に明瞭に観測されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 (a)フーリエ法。等高線の間隔は 20e/Å3  (b)フーリエ法。等高線の間隔は 0.5e/Å3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 (a) MEM。等高線の間隔は 20e/Å3      (b) MEM。等高線の間隔は 0.1e/Å3 
 

 このような相違が生じるのは、フーリエ法において、未観測の結晶構造因子データ

を強制的にゼロとする打ち切り効果のためである。マキシマムエントロピー法では、

直接的に未観測結晶構造因子の推定を行っているわけではないが、束縛条件下の最大
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値問題を解くことにより、いわば、間接的に未観測データの推定を行っている。マキ

シマムエントロピー法の立場からすると、未観測のデータを強制的にゼロとすること

は、未観測データに対して非常に大きなバイアスをかけていることになる。 

 マキシマムエントロピー法による電子密度分布の core 電子のピーク値が非常に高

くなることについて一言述べておきたい。マキシマムエントロピー法は flat な図形

を好むはずなのに、シリコンの場合マキシマムエントロピー法の方が 2倍も高くなっ

ている。原著論文 1)に詳しく述べたが、マキシマムエントロピー法の値の方が真実に

近い事は明白である。この事は、未観測データを無意識のうちにではあるがゼロとす

ることの不合理性を意味している。勿論、数学的な意味でフーリエ法がおかしいと言

っているのではない。 

 

３．水素のイメージング 

 水素がX線で見えるのか見えないのか時として興味の有る議論が展開される。特に、

中性子回折実験をする人と、何でも X線で見ようとする人が議論をすると白熱する場

合がある。ここで議論の決着を付ける積もりはないが、我々が水素を含んだ有機物を

イメージングした2つの例についての結果10)を紹介したい。議論の一助になると思う。 

最初の例は、1,5-difluoro-2,4-dinitrobenzene（DDB）である。模式的な構造は図

3 に示した。非常に複雑なようであるが、1 種類の分子が対称性を満足するように幾

つかの方向を向いて結晶化している。Kubota&Ohba11)による 120K における単結晶実験

により得られたデータをマキシマムエントロピー法によるイメージングに使用した。

得られた電子密度分布を図 4(a)に示す。図 4(b)には同じ面の構造模式図を示す。こ

の物質は、ほぼ平面分子なので 2次元の等高線図で分子の形が良く分かる。水素に関

しては、水素位置に電子密度の local maxima がなく水素が見えたと言って良いのか、

判断に苦しむ所である。そこで、3 次元の等電子密度面を求め、分子モデルを当ては

めると、図 4のようになった。この図からは、水素位置に lobe が見える事がわかる。

DDB の場合、差分フーリエ法では、球状分布に近い形で水素が検出できる。 

図 3 DDB の単位格子の構造模式図 
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図 4 (a)DDB 1 分子の MEM 電子密度分布図        (b)DDB 1 分子の構造模式図 

 

 

 図 5 DDB の 0.9e/Å3 の等電子密度面       図 6 HMT の構造模式図 

 

 もう少し、水素に関する議論を進めるためにヘキサメチレンテトラミン(HMT)の結

果を示す。HMT の構造は、図 6 に示す。HMT の結果は、放射光粉末法により得られた

データを MEM/Rietveld 法 12)と呼ばれる方法で解析した結果である。実験は、室温お

よび 18K で行った。それぞれの温度における(110)面の MEM 電子密度分布を図 7(b)、

(c)に示す。HMT 分子は籠状の構造で、この面には図 7(a)に模式的に示された原子が

存在する。この図から、多くの知見を得られるように思う。 
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(a) 構造模式図 

 

(b)室温          (c)18K 

図7 HMT(110)面のMEM電子密度分布図。等高線の間隔は0.1e/Å3 
 

(a)室温               (b)18K 

図 8 HMT(110)面の MEM 電子密度分布図。等高線の間隔は 2e/Å3
 

 

 まず、水素以外の原子に対する電子密度分布について述べてみたい。一見すると、

水素以外の原子に対しては、室温と 18K で 270K 以上温度が異なるのに、電子密度分

布の相違はあまり大きくないように見えるかもしれない。そこで、core 電子の分布を

見るために、図 7 と同じ面の電子密度の高い領域を図 8 に示す事にする。等高線は、
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1.0e/Å3 以上の領域を 2.0e/Å3 の間隔で描いてある。室温では、core 電子密度のピ

ークは、低温の場合と比べて、かなり低くなっており、温度による違いは明らかであ

る。この事は、1.0e/Å3以下の結合電子など原子間に存在する電子は温度の違いによ

る原子核の熱振動の影響を非常に受けにくいと言う事を意味しているものと考えて

いる。通常使用される結晶構造因子における温度因子の取り扱いでは、全ての電子が

Thermal smearing を受けるように表現される。図 7、図 8を見ると、この様な取り扱

いは厳密には成り立たないのではないかと考えざるを得ない。 

次に水素に関することについて述べる。まず、図 7(b)と 7(c)の相違は、非常に顕

著と言って良いと思う。室温では完全に非局在化している水素周辺の電子が、18K で

は明瞭な電子密度の極大を示す。因みに、この極大を示す場所と中性子回折により決

定された水素位置を比較すると、極大を示す位置は炭素原子の方に近い位置になって

いる。極大の位置と原子核の中心位置のずれは、炭素の電気陰性度に依るものと思わ

れる。 

DDB および HMT の結果から、水素に関する情報を得るには低温実験が重要であるこ

とが理解できる。室温の HMT のデータでも、差分フーリエ法により水素周辺の差分密

度を検出する事ができる。ただ、完全に非局在化した電子密度分布に対する変形とし

て検知される成分により、水素を検出したと言って良いのか疑問に思う。その意味で

は、X 線で水素を“見る”場合には、差分電子密度分布だけでなく全電子密度分布を

見る必要性があると思う。 

 水素の問題で、もう一言述べておきたい。その為に、図 9に LiH の室温での MEM 電

子密度分布 13)を示す。LiH では、H に対して結晶場の対称性が高いため、室温におい

ても非常に球状に近い分布をしている事が分かる。この様に、水素は結晶場あるいは

化学結合の違いにより、著しく電子密度分布が異なる。もちろん、電子が剥ぎ取られ

てプロトンの状態になったら、間接的な歪場の影響を除けば、原理的に X線では見え

ない。その意味では、X 線と中性子とは正に相補的で、異なった情報を実験的に提供

している。差分フーリエ法において球状分布になる場合と、LiH の様に電子密度分布

として球状となる場合とは、区別して考える必要がある。 

 

図 9 LiH (001)面の電子密度分布図
H

Li 

。等高線の間隔は 0.2e/Å3 
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４．位相の精密化 

 蛋白質結晶構造のように対称心のない場合には、位相の精密化が必要となる。マキ

シマムエントロピー法では簡単に位相の精密化が出きるので、それについて述べたい。

(2)式中の Fobsは、結晶構造因子であり位相も束縛条件として与えている。対称心が有、

構造が解けている場合には、値の非常に小さい結晶構造因子を除いて位相を誤る事は

考えられない。つまり、位相は離散的になるので、全く、曖昧さを残さずに正しく決

定する事ができる。それに対して、対称心がない場合には、位相は連続量となり完全

に確定する事は出来ない。その為に、妥当な位相を推定する必要性が生じる。 

マキシマムエントロピー法による位相精密化は以下に箇条書きで示すような方法

で行う。この方法のフローチャートを参考までに図 10 に示しておく。 

最終的な電子密度分布

初期位相を与える

)k(F
)k(F)k(F)k(F

cal

cal
obsobs ⋅=

電子密度分布から構造因子を計算する

∫ π−ρ= drikr2k )exp()r(V)(FMEM

)k(F
)k(F)k(F)k('F

MEM

MEM
obsobs ⋅=

位相の更新

収束判定

)k(Fobs

観測構造因子

MEM )k('F)k(F obsobs =

構造モデル

)k(Fcal

図 10 MEM による位相の精密化のフローチャート 

 

（１） まず、最小自乗法などで解いた構造モデルにより位相を計算し、Fobsの初期

位相とする。 

（２） MEM により電子密度分布を求め、その電子密度分布より位相を計算する。計

算された位相は、初期位相とは異なる。 

（３） 新たに計算された位相を｜Fobs｜に与えて新たな Fobsとする。 

（４） 新たな Fobsを基に、電子密度分布を計算する。 

（５）（２）～（４）のプロセスを繰り返し、位相の改善がある目標値より小さく

なるまで行う。 
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 この様な方法で位相精密化の計算が収束するかどうかを示すために、GaN14)に対す

る位相精密化の様子を図 11 に示す。図より改善される位相が、iteration の回数を増

やすほどゼロに近づき、収束して行く様子が理解できる。経験上、位相精密化のプロ

セスで収束に問題が生じたことはない。この様な反復プロセスで、改善される位相を

ゼロにする事は可能であるが、電子密度分布にはほとんど変化がないことと、計算時

間もあるので適当なところで計算を終了する。実例で示すために、18K の HMT データ

に対する位相精密化前後の電子密度分布を図 12 に示す。非常に低い電子密度の等高

線が変わるため、識別可能であるが、全体として非常に小さな変化である事が、了解

できる。位相精密化前後の位相差の｜F｜に対するプロットを図 13 に示す。精密化に

より位相の変わる反射は、｜F｜の値が小さな反射であるという事が分かる。 

 対称心のない結晶では、位相精密化が完了して、MEM 解析が終了した事になる。そ

の為に、MEM の計算は何度も行う事になる。通常、位相精密化による効果は小さいの

で、目的によっては、位相精密化を必要としない場合もあろう。 

 

図11 GaN の位相の変化 
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     (a)位相精密化前           (b)位相精密化後 

図12 18KにおけるHMT(110)面の電子密度分布図。等高線の間隔は0.1e/Å3 
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図13 18KにおけるHMTの|F|に対する精密化前後の位相差 

 

５．おわりに 

MEM についての基本的事柄について述べた。蛋白質結晶構造解析に適用された場合

を念頭において、水素の電子密度分布および位相精密化について概略を記した。MEM

の特徴として、ここでは述べなかったが、構造モデルの改良をかなりの程度行える事

が有る。15,16) 基本的には位相の改良と同じようなプロセスで行うのだが、蛋白質結晶

構造解析において、溶媒として含まれる水分子の同定などに使えるかもしれない。本

文で述べた低分子の結果から、何となく「蛋白質結晶構造解析に MEM が有用なのかも

しれない。」と思われる方も、計算量など考えて本当に MEM が蛋白質結晶構造解析に

適用できるのが、疑問に思われる方も多いと思う。長期的に見れば、Hardware の開発

速度は、明らかに、この様な解析には追い風であり、MEM による蛋白質結晶構造解析
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を現実的な値段で買えるコンピューターで計算可能にやがてはなるであろう。短期的

に見ても、現実の問題として我々の研究室でも実現可能性を少しずつ検討している。

プログラムの高速化・並列化など大規模計算の素人には、はなはだ難しい問題も有る。

専門家の協力も得て、実際の計算も進んでいるので近い将来、最初の結果を見せられ

るようになるであろう。その経験から、分子量 2万程度の蛋白質は、現実的な標的に

なってきたと言える。蛋白質結晶構造解析への適用を目指した MEM の開発は、最終段

階である。何か良いターゲットをお持ちの方は、是非、ご連絡下さい。 
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