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学振未来開拓 
 

   Galaxy 試験利用に当たっての現状と今後の計画 

                                
                                                                   坂部知平 
 
 今期より Galaxy の試験的利用を開始した。Galaxy は全く新しい方式による開発機であ

り、極めて複雑な装置であるため、一応完成したとはいえ、これから改良に改良を重ねた

末、真の意味の完成品になる。開発者がいくら良いと思っていても、利用者が不満であれ

ば場合によっては改良する必要がある。その意味で、試験的に利用してもらいユーザーの

意見を聞くことは極めて有意義である。今回、企業ユーザーとしてエーザイ㈱の桜井正博

氏と後藤田正晴氏、生物分子工学研の松宮茂樹氏と有吉真理子氏、第一製薬㈱鈴木誠氏と

永田親弘氏、日本ロシュの曽我部智氏及び深海隆明氏の４企業、大学研究所関係としては

独法生研難波一徳氏及び御茶ノ水女子大の奥平加代子氏、台湾陽明大学 Shwu-Huey Liaw
教授と学生さん（Chih-Yung Hu）等に使用して頂き全員から貴重なご意見を書いて頂いた

のでそれ等を掲載した（  頁参照）。ここではそれらのご意見を踏まえて現在抱えている

問題、コメント、今後の計画などを述べる。 
  
Ⅰ．試験的利用時点での Galaxy の状態と今後の計画 
１．分光器 
 Galaxy 用のモノクロメーターには我々が開発した回転傾斜集光分光器を使用している。

此れは蛋白質の解析に必要な全波長領域（0.7-2.0Å）を分光結晶の交換なしに非対称カッ

ト角と湾曲率を最適値に合わせる事ができる大変理想的なものであるが、分光結晶を取り

付ける台座の加工及び其の台座と分光結晶の張り合わせが難しい。そこで、In-Ga による恒

久的な張り合わせを行う前に、テスト的にシリコンオイルを用いて表面張力を利用した接

着を行い使用していた。しかし、今期は連続的に長時間使用したため X 線によりシリコン

オイルが破壊され5月下旬よりX線強度が約３０％まで落ち込んでしまった。しかし、In-Ga
で接着するためには Ni 蒸着など前処理が必要であるため、ビームタイム中に早急に対応す

ることが出来なかった。そこで仕方なく BL6B の１/３の強度のまま試験的利用を実行した。

その結果露光に時間が掛かりビームタイムの不足から露光不足になったりして折角の

Galaxy の特徴を出し切れなかった。極めて残念である。今回の試験利用では波長はあらか

じめ 0.898Åに固定した。 
 分光器に付いてはシャットダウン中に恒久的なものを作り 10月のビームタイム中にテス

トを行い 11 月頃より波長も可変にする予定である。 
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２．ＩＰ読み取りと画素サイズ 
 画素サイズは 100 μm×100 μm と 200 μm×200 μm の 2 種類が可能である。ビームタ

イム以前に両方の場合について積分強度を box_sum 法を用いて計算する場合については、

すでに検討を終えていた。今回はこの結果にもとずき奥平さんの場合を除いて専ら 200 μm
ｘ200 μm を使用して頂いた。難波氏が持ってこられた格子定数が a＝b＝760Å、c＝621
Åのウイルス結晶の回折像が低分解能領域で分離していた。このような画像が撮影できる

とは思ってもいなかったので、200μm のまま実行してしまい、後から 100 μm を使用すべ

きだったと後悔したが時すでに遅しであった。シャットダウン中にこれまでのＩＰタイプ

ＳＴ－Ｖを貼ったカセットを位置高分解能ＩＰであるＢＡＳ－ＳＲを貼ったものに交換し

た。後期にはこのカセットによる試験運転が行われる。是非 100 μm の画素サイズを用い

て挑戦して頂きたいと思っている。 
 
３．ワイセンベルグモード 
 本来 Galaxy はワイセンベルグモードで使用すると効率が極めてよい。仕様ではワイセン

ベルグモード時、カセットの並進は最大 10.0mm であった。昨年の夏にはこの状態で動い

ていた。その後カメラ部の大掛かりな改良が行われた。ビームタイムが始まって動かして

みたところ、リミッターの設定ミスで 8.0mm 以上動かないことが分かった。リミッターの

位置が奥のほうであったため、メーカーに調整を依頼した。10.0ｍｍまで働くようになった

ので安心していたところ、今度はワイセンベルグ運動のスタート位置のリミッターが時折

作動して 
止まる現象が生じた。此れにはメーカーによる再調整が必要なため、残念ながら今回の試

験的利用にはワイセンベルグ法は使用出来なかった。此れは調整だけの問題であり、シャ

ットダウン中調整を行ったので、来期にはワイセンベルグ法が利用できる。 
 
４．その他 
 第二２θアーム上の搬送台に緩みが出て動作の安定性が下がった。そのため、時折搬送

に支障をきたした。ビームタイム終了後、調整し修復した。 
   
Ⅱ．試験的利用者の感想文（本号    頁参照）に対するコメント 
１．エーザイ㈱の桜井正博氏 
１）Cryo は初めての使用であった為、用意が遅れ申し訳ありませんでした。真空は３週間

に一度引けば充分 100K で使用できることがその後分かりました。 
２）案外時間か掛かるとのご批判は分光器不調のためとワイセンベルグモードがリミッタ

ーの位置が不調で使用できなかったためで、後者については既に調整し次回には利用でき

ます。前者については現在恒久的なものを製作中です。 
３）結晶の良し悪しを判断するために、ポーラロイドカセットが利用できます。場所が込



構造生物 Vol.７ No.２ 
2001 年９月発行 

み入っているため、カセットの脱着が少しやり難いですが、慣れれば問題にならなくなり

ます。簡単に脱着できる方式について現在さらに検討中です。 
４）次回にはカセットを位置精度が高分解能のものにかわります。従って画素サイズ 100
μm×100μm を標準に致します。 
 
２．㈱生物分子工学研の松宮茂樹氏 
１）結晶の脱着の際其の手前の搬送台上に板を置く方法は決してよいとは思っていません。

いろいろ考えましたが、良い方法が見付かりません。皆様からアイデアを頂きたく存じま

す。 
２）照明方法は結晶の裏側に白色の板を置けるようにするなど、これから試行錯誤で良い

方法を見つけて行きたいと思っています。ただ、今でも光の方向は大きく変えられるよう

になっています。色々動かして見て下さい。 
３）読取ヘッド毎についているパソコンの故障は今回が初めての経験でした。メーカーの

説明では、2 回続けて reset ボタンを押したためプログラムが壊れたのが理由であるとのこ

とでした。めったに起こらないことだそうですが、動作中に電源をいきなり切ったのと同

じショックを受けた結果だと言うことでした。現在パソコンの速度が充分速くなったので、

5 台を 1 台にして簡素化を計り故障を少なくすることを検討しています。 
 
３．第一製薬㈱の鈴木誠氏 
１）搬送機構上にモノを置き忘れると事故に繋がリますので、fail safe の問題は極めて重要

です。私自身、コリメーター台に取り付けて光軸を可視化する為の小型レーザーを置き忘

れ、レーザーを潰してしまった経験があります。fail safe は極めて重要ですが、有効な手

段が見付かりません。一番簡単なのは CCD カメラでスクリーンに映し出すことですが、利

用者が見なければ役に立たないし、スクリーンを見るより現物を直接見た方が間違いあり

ません。画像処理で異物を発見し、ＩＰカセットの動きを中断することすることは良い方

法ですが、実際行うとなると大変な作業になり、今のところ実行不可能です。何か良いア

イデアをお持ちの方は是非お知らせください。財政的に余裕ができたら専属のテクニシャ

ンを置くのが理想的だと思います。 
２）１サンプル３時間は長すぎます。此れは最初にも述べましたように、分光器の不調と

ワイセンベルグモードを利用できなかったためです。次期ビームタイムに期待してくださ

い。 
 
４．日本ロシュの曽我部智氏及び深海隆明氏 
１）利用者の立場に立った簡易マニュアルを今期のビームラインアシスタントであった奥

平香代子さんに書いて頂き本号  頁に掲載いたしました。Gslaxy 制御コンピュータの隣

にある結晶軸合わせ用コンピュータ（sbsp6c2）で操作中にマニュアルを見ることもできま
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す。ホームページからもダウンロードできます。 
２）cryo の霜の件は未だヘリウムチェンバーが密閉されていないこと、及び私にあまり経

験が無いためシースガスの最適量が未だ掴めていないためであると思います。何れ解決さ

れるものと思っています。 
３）第二２θ搬送台の不調のため幾度も実験が中断したことは誠に申し訳なく思っていま

す。故障を激減させる方法についてマックサイエンスと共に検討中です。 
４）データ処理ソフトのＧＵＩを名大佐々木教祐氏の院生である西野泰暢氏が製作し使用

できる状態になっています。 
５）今回はワイセンベルグモードが利用できなかったため、自動軸立機構を使用しません

でしたが、作動します。 
  
５．独法生研の難波一徳氏 
１）格子定数が 760Åもあるビールス結晶の写真が振動角 0.5°で撮影できることが分かり

感激しています。画素サイズが 200 μｍ×200μｍであったため、これ以上先に進めなかっ

たことが残念です。次回は是非 100μｍで挑戦してください。 
 
６．御茶ノ水女子大の奥平香代子氏 
１）結晶が小さくしかも常温でデータをとられたため、結晶がＸ線によりダメージを受け

ない前に、１セットのデータを集められたので結果的に､露光不足となり大変残念でした。

一発勝負の難しさを感じさせられました。 
２）ビームラインアシスタントとして皆の世話をして頂いたにもかかわらず、結局 1 回の

チャンスしかあげられなくて申し訳無く思っています。 
 
６．台湾陽明大学の Shwu 教授 
外国の方にもと思って利用して頂いたが、その日は運悪く、２θアーム搬送機構の不調が

ひどく、幾度も止まっている内に私では回復できないエラーに発展してしまった。現在は

既に調整を完了している。 
 
 
 
Ⅲ．現在及び今後の改良計画 
 １．分光器 
 先にも少し触れたが、BL6C で使用している回転傾斜集光分光器の台座は Si(111)結晶の

非対称カット角がα＝19.15°に対応しこの傾斜と直角方向から offset 角Φ=20.8°の方向

に円筒軸を持つ円筒の曲率半径 R=45.05ｍの円周に沿って集光用の湾曲面を削りだす必要

がある。この湾曲を作ることが大変難しい。今回波長可変に出来なかったのも単に分光結
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晶を台座に固定する方法としてシリコンオイルによる一時的な接着を行った為だけでなく、

この湾曲切り出しが理想的な形状を示していなかったためである。昨年特注品として購入

したレーザーによるμm レベルの距離計と XY ステージを組み合わせた計測装置を用い、

分光結晶を接着する台座座表面の形状を宮本康弘氏が 2 次元的に測定し、其の画面を下に

坂部知平が#1500 の水生サンドペーパー（未だ荒すぎるので少しなましたもの）とピカー

ルを用い磨きによって整形した。現在かなり理想に近い形状が得られている。これ以降失

敗しなければ、９月中旬には磨き作業を終えられる予定である。その後接着面の Ni 蒸着に

よりコーティングを業者に頼み、In-Ga により接着を行う。接着の際接着面が均一に押され

るように昨年度製作した 10 気圧以下の空気圧を用いる器具を用いる予定である。１０月中

旬までには此処まで持ち込みたい。10 月中には放射光を用いテストを行う予定である。 
失敗したときの用意に現在 2 個の台座を発注した。自分でも或る程度磨けることが分かっ

たが、より正確な形状を得るため、キャノン光機に最後の磨きを依頼するため現在折衝中

である。 
 
２．自動光軸あわせ装置 
 本装置は昨年度完成し本体に取り付けられているが、此れまで波長を固定していたため

充分なテストを行うことが出来なかった。分光器が完成したら次期ビームタイム中、でき

るだけ早い時期にテストを行い、実用に供したい。 
 
３．位置高分解能用ＩＰカセット 
 群青入りＩＰ（BAS-SR）を用いた位置高分解能用改良カセットと交換した後、Ｘ線の一

様露光による横揺れのテストを実施した。最初から横揺れによる縞模様は無く順調である。

感度は此れまでのものより低いが、Ｓ/Ｎで見る限り大差ない。次期ビームタイムは此れを

主体にしたテスト運転を行う。画素サイズは 100 μｍ×100μｍを標準にする。回転も２回

転/秒では静かなので、暫くこの状態で慣らし、その後３回転/秒をテストする。 
 
４．制御計算機とプログラム 

現在２台のパソコンにより制御を行っているが、「一台で出来ないか」について住商の

中元氏の協力を得てテストを行うことを予定している。 
 
５．データ処理 

データ処理を高速化するため現在利用しているものより高速なＣompaq ＡalphaＳ
tation DS20E (軸立て用コンピュータの隣にある（sbsp6c3）)へのプログラムの移植が検

討されている。 名大・佐々木研の西野泰暢氏が使いやすいＧＵＩ表現のプログラムを製

作した（本誌 頁参照）。今後、西野氏が更に改良する予定である。 
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６．時間分割測定 
あらかじめ決められた時間に従って１セットのデータを集める時分割測定プログラム

も完成した（本誌  頁参照）。 
ヘリウムチェンバーの窓を Be にしたので、光が IP に当たる心配が無くなった。即ち、

結晶を見ながらデーター収集ができる。このことにより、フローセルを用い条件を変える

とき、流す溶液の色で時刻を定めることができる。 
この他、資料周りの小道具は利用者の意見を聞きながら整備する。 

 
  
 


