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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
タンパク質の結晶化溶液の結晶化分析装置であって、
前記結晶化溶液を保持する測定試料部と、
前記測定試料部に入射された光から放射される前記結晶化溶液の前方小角散乱光又は後
方小角散乱光が平行像となる位置に配置され、前記前方小角散乱光又は後方小角散乱光を
所定の散乱角範囲で取り込み、前記測定試料部に入射された光と平行な平行前方小角散乱
光又は平行後方小角散乱光に変換する測定散乱光変換部と、
前記測定散乱光変換部により変換された前記所定の散乱角範囲の前記平行前方小角散乱
光又は前記平行後方小角散乱光を、前記測定試料部に入射された光と平行のまま、多数画
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素からなる光検出器に対して垂直に入射させ、各画素に対する前記前方小角散乱光又は前
記後方小角散乱光の強度分布を一度に測定する散乱光検出部と、
前記散乱光検出部により測定された前記所定の散乱角範囲の強度分布から、前記結晶化
溶液において前記タンパク質の凝集体形成を解析し、前記タンパク質が結晶化状態に移行
するか否かを実時間で分析する計測解析部とを備え、
前記測定試料部に入射された光のビームサイズは直径１．６ｍｍ以下であり、前記入射
された光が前記結晶化溶液を通過する際の光路長は、前記測定試料部に入射された光のビ
ーム径以下である
ことを特徴とする結晶化分析装置。
【請求項２】
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前記計測解析部は、
前記散乱光検出部で検出された前記平行前方散乱光又は前記平行後方散乱光の強度分布
を、それぞれ前記前方小角散乱光又は前記後方小角散乱光の強度の散乱角に対する分布関
数に変換する
ことを特徴とする請求項１に記載の結晶化分析装置。
【請求項３】
前記計測解析部は、
前記前方小角散乱光又は前記後方小角散乱光の強度の散乱角に対する分布関数に基づい
て、前記結晶化溶液における前記タンパク質が結晶化状態に移行するか否かを分析する
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の結晶化分析装置。
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【請求項４】
前記計測解析部は、
前記前方小角散乱光又は前記後方小角散乱光の時間的強度変化に基づいて、前記結晶化
溶液における前記タンパク質が結晶化状態に移行するか否かを分析する
ことを特徴とする請求項１に記載の結晶化分析装置。
【請求項５】
前記所定の散乱角範囲は、１°〜１５°であり、
前記散乱光検出部は、０．１秒以下の時間で、前記所定の散乱角範囲の強度分布を一度
に測定する
ことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の結晶化分析装置。
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【請求項６】
前記結晶化溶液への入射光の状態を調整する入射光調整部を備え、
前記入射光調整部は、前記入射光の光路変更機能を備えた光学素子と、
前記入射光を所定の強度に調整する機能を備えた光学素子とを含む
ことを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の結晶化分析装置。
【請求項７】
前記測定散乱光変換部は、
シリンドリカルレンズを含み、前記結晶化溶液の前記前方小角散乱光又は前記後方小角
散乱光を、それぞれ前記平行前方小角散乱光又は前記平行後方小角散乱光に変換する
ことを特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載の結晶化分析装置。
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【請求項８】
前記散乱光検出部は、マルチチャンネル光検出器を含み、前記平行前方小角散乱光又は
前記後方小角散乱光の強度の散乱角に対する各チャンネルの分布関数を、前記所定の散乱
角範囲の強度分布として検出する
ことを特徴とする請求項１から７のいずれか１項に記載の結晶化分析装置。
【請求項９】
前記入射光調整部は、スペイシャルフィルター及びコリメートレンズを含む
ことを特徴とする請求項６に記載の結晶化分析装置。
【請求項１０】
前記測定試料部と前記散乱光検出部との間に、前記結晶化溶液からの透過光を防止する
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透過光ブロックを備え、
前記散乱光検出部は、前記透過光ブロックにより前記透過光が防止された状態で、前記
結晶化溶液の前記平行前方小角散乱光を計測する
ことを特徴とする請求項１から９のいずれか１項に記載の結晶化分析装置。
【請求項１１】
前記透過光ブロックは、反射ミラー、光フィルター、及び光ビームスプリッターのいず
れか一種を含む
ことを特徴とする請求項１０に記載の結晶化分析装置。
【請求項１２】
タンパク質の結晶化溶液の結晶化状態を分析する結晶化分析方法であって、
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前記結晶化溶液に光を入射させ、
前記入射された光のビームサイズは直径１．６ｍｍ以下であり、前記入射された光が前
記結晶化溶液を通過する際の光路長は、前記入射された光のビーム径以下であり、
前記入射された光から放射される前記結晶化溶液の前方小角散乱光又は後方小角散乱光
が平行像となる位置で、前記前方小角散乱光又は後方小角散乱光を所定の散乱角範囲で取
り込み、平行前方小角散乱光又は平行後方小角散乱光に変換し、
変換された前記所定の散乱角範囲の前記平行前方小角散乱光又は前記平行後方小角散乱
光を、前記入射された光と平行のまま、多数画素からなる光検出器に対して垂直に入射さ
せ、各画素に対する前記前方小角散乱光又は前記後方小角散乱光の強度分布を一度に測定
し、
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測定された前記所定の散乱角範囲の強度分布から、前記結晶化溶液における前記タンパ
ク質の凝集体形成を解析し、前記結晶化溶液において前記タンパク質が結晶化状態に移行
するか否かを実時間で分析する
ことを特徴とする結晶化分析方法。
【請求項１３】
前記前方小角散乱光又は前記後方小角散乱光の強度分布は、それぞれ瞬時に検出された
前記平行前方散乱光又は前記平行後方散乱光から得られる、前記前方小角散乱光の散乱角
度に対する分布関数又は前記後方小角散乱光の散乱角に対する分布関数である
ことを特徴とする請求項１２に記載の結晶化分析方法。
【請求項１４】
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前記前方小角散乱光又は前記後方小角散乱光の強度は、それぞれ瞬時に検出された前記
平行前方散乱光又は前記平行後方散乱光から得られる、前記前方小角散乱光の散乱角に対
する平均値の分布関数又は前記後方小角散乱光の散乱角に対する平均値の分布関数である
ことを特徴とする請求項１２に記載の結晶化分析方法。
【請求項１５】
前記前方小角散乱光又は前記後方小角散乱光の時間的強度変化に基づいて、前記結晶化
溶液における前記タンパク質の結晶化状態を分析する
ことを特徴とする請求項１２に記載の結晶化分析方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、結晶化分析装置及び結晶化分析方法に係り、特にタンパク質の結晶化溶液の
光散乱の計測によって結晶化状態の分析を行う結晶化分析装置及び結晶化分析方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
従来から、タンパク質等の生体高分子の機能を解明するために、結晶構造解析の技術が
必要不可欠となっている。生体高分子の結晶構造は、Ｘ線回折測定、更には中性子線回折
測定等によって解析される。このような結晶構造の解析と評価は、いかに良質の生体高分
子の結晶を作製するかに大きく依存する。ここで、生体高分子の結晶の製造においては、
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通常、生体高分子の過飽和溶液に各種の沈殿剤（以下、「結晶化剤」と呼ぶ。）等を添加
して行われる。なお、以下では、生体高分子として、主にタンパク質を使用する例につい
て説明する。
【０００３】
ここで、タンパク質の結晶化条件は、タンパク質の溶液濃度、結晶化剤の種類や濃度、
緩衝液の種類、ｐＨ値、溶液温度等の、様々な要因を考慮する必要がある。このため、従
来から、試行錯誤を繰り返し、又は網羅的に結晶化試験を行い、対象のタンパク質を結晶
化させるための結晶化条件を探索する方法が用いられていた。
たとえば、従来は、タンパク質の濃度を一定にし、結晶化剤の濃度を変化させた溶液試
料について、結晶化要件を求める試験が行われていた。また、結晶化剤の濃度を一定にし
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て、タンパク質の濃度を変化させた溶液試料について、結晶化要件を求める試験が行われ
ていた。他にも、例えば、結晶化剤の種類を変えた溶液試料について、結晶化要件を求め
る試験が行われていた。
【０００４】
しかしながら、溶液中におけるタンパク質結晶の成長速度は、一般的には、大変遅い。
このため、結晶化する条件下であっても、光学顕微鏡等で結晶生成が確認できるまでに、
少なくとも数日から数週間の時間が必要であった。また、タンパク質の種類や作製条件に
よっては、数ヶ月以上の時間を要することもあった。これに対して、従来は、実際にタン
パク質結晶を作製することで、対象となる個々のタンパク質にとって最適な結晶化条件の
探索をしていた。さらにまた、結晶化条件がよく判明しているタンパク質でさえ、結晶化
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プロセスの詳細は、未だ明確ではなかった。
【０００５】
上述のように、タンパク質の結晶化条件の探索を行うためには、目的のタンパク質とそ
の結晶化剤を含むタンパク質結晶化溶液（以下、単に「結晶化溶液」と呼ぶ。）中で、溶
液中のタンパク質の状態を観測する必要があった。つまり、タンパク質分子が凝集し、結
晶核形成から微結晶形成へと結晶が成長していく際に、光学顕微鏡等で観察できるように
なるまでのサイズに微結晶が成長するまでの過程を観察していた。
【０００６】
このため、結晶構造解析に用いるタンパク質結晶を作製する溶液においては、その作製
溶液が、結晶核形成から微結晶形成へと結晶が成長する前の段階の凝集プロセスを分析で
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きる技術が望まれていた。
つまり、光学顕微鏡等で観察できるようになるまでのサイズにタンパク質の微結晶が成
長するまでに、タンパク質分子が凝集する様子をリアルタイム（実時間）で分析し、タン
パク質凝集体の形成を追従して、結晶化溶液中のタンパク質が結晶化に進行する方向にあ
るか否かの分析をする技術を開発するニーズがあった。このような技術があれば、従来の
ように結晶化条件を求めるための試験をする回数を減少させることが期待できる。
【０００７】
ここで、従来から、ブラウン運動している微粒子からの散乱光を計測し、その散乱光の
時間的振舞いから、微粒子の粒度分布を調べる動的光散乱（Ｄｙｎａｍｉｃ

Ｌｉｇｈｔ

Ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ、ＤＬＳ）法が、ミクロンメートルオーダー以下サイズのコロイ
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ド等のような微粒子の分析によく用いられている。
このような非破壊的な分析法であるＤＬＳ法は、タンパク質分子が含まれる溶液の評価
にも用いられている。
【０００８】
特許文献１を参照すると、タンパク質等の生体高分子含有溶液からの生体高分子の結晶
化条件を探査する方法であって、生体高分子含有溶液と半透膜で隔てられた溶液に、溶液
の物理化学的性質を変化させる物質を連続的又は断続的に添加して、前記生体高分子含有
溶液の物理化学的性質を連続的又は断続的に変化させ、その間の生体高分子含有溶液の状
態を、光散乱法によって、連続的又は断続的にモニターする方法とその装置について開示
されている（以下、従来技術１と呼ぶ。）。
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従来技術１では、結晶化条件を連続的に最適化しながら探索するために、結晶化条件を
見逃す可能性が、従来法に比べて低いという効果がある。
【０００９】
また、特許文献２では、タンパク質溶液からの低角度の前方光散乱（前方小角光散乱）
が、タンパク質凝集体の形成に高感度であることが示されており、前方小角散乱光又は後
方小角散乱光の散乱角に対する強度分布（静的散乱分布関数、散乱光パターン）を高精度
に計測して、タンパク質の結晶化を分析する方法とその装置について開示されている。
これに関連して、非特許文献１には、前方小角散乱光測定によって、タンパク質溶液の
前結晶化段階におけるタンパク質凝集体を分析する方法、及び凝集体の分析結果、更にそ
れらの結晶化との関係について示されている。具体的には、タンパク質結晶化モデルとし
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て代表的なリゾチーム（ニワトリ卵白由来のタンパク質）の結晶化溶液について、低角度
における前方小角散乱光の散乱角度依存性（前方散乱光パターン）が高精度に計測され、
得られた前方小角散乱光のデータ解析から、結晶化に進行するリゾチーム溶液中には、相
似構造をもったフラクタル凝集体が形成されることが明らかにされている。非特許文献１
では、測定された前方散乱光のパターンから、フラクタル凝集体の構造パラメータである
フラクタル次元Ｄｆが算出され、このＤｆと結晶化条件との関係について述べられている
。
特許文献２及び非特許文献１に記載の技術（以下、従来技術２と呼ぶ。）では、結晶化
溶液の前方小角散乱光又は後方小角散乱光を高精度に検出することによって、溶液がタン
パク質結晶化の前段階状態において、微結晶が生じていない準安定領域であるか否かにつ
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いて高感度に分析できる。これにより、タンパク質の結晶化前段階の凝集体や結晶核の形
成を高感度に調べることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００４−４５１６９号公報
【特許文献２】特開２０１２−１２７９０４号公報
【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】Ｔ．Ｗａｋａｍａｔｓｕ，"Ｆｏｒｗａｒｄ−Ｌｉｇｈｔ−Ｓｃａｔｔ
ｅｒｉｎｇ
ｅ

Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ

Ａｇｇｒｅｇａｔｅｓ

ｉｎ

ｏｆ

Ｐｒｅ−Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｎ

Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｚｉｎｇ

ｏｌｕｔｉｏｎｓ"，Ａｍｅｒｉｃａｎ
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Ｊｏｕｒｎａｌ

ｏｆ

Ｌｙｓｏｚｙｍｅ

Ｓ

Ａｎａｌｙｔｉｃａｌ

Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，（２０１４），ｖｏｌ．５，ｐｐ．５８１−５８８．
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
ここで、従来技術１においては、従来の光散乱法による生体高分子の結晶化溶液状態に
ついての具体的な分析法に関しては、開示されていなかった。すなわち、タンパク質が未
だ完全には結晶化していない状態において、タンパク質凝集体の散乱光は微弱であるため
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に、通常の散乱測定法では、検出が難しかった。
そのため、従来技術１は、ある程度のサイズに成長した微結晶による散乱光を検出して
いると推測できる（例えば、特許文献１の段落［００３０］等参照）。
【００１３】
また、従来技術２は、結晶化溶液からの前方小角散乱又は後方小角散乱の測定において
、散乱光の検出器を微小角度で角度スキャン（角度走査）して、各散乱角度における散乱
光の強度を計測していた（例えば、特許文献２の段落［００６８］等参照）。
したがって、従来技術２では、散乱角スキャン法によって散乱光強度―散乱角度の分布
関数（静的散乱分布関数、散乱光パターン）を得ているために、ある程度の測定時間、例
えば、測定に１０分間程度以上の時間を必要としていた。散乱角スキャン法では、高分解
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能の散乱角ステップで、比較的広い散乱角範囲であればあるほど、測定時間は長くなる。
たとえば、散乱角０．０５°で、１°〜３０°の散乱角範囲では、約３０分間の測定時間
を必要としていた。
【００１４】
このため、従来技術２は、結晶化溶液において、凝集する速度が大きく、故に、散乱光
パターンが時間とともに大きく変化する場合等では、タンパク質凝集体の形成過程を追従
することが困難であった。また、結晶化溶液を分析するまでの時間が掛かっていた。
つまり、従来技術２では、結晶化溶液内で結晶核形成から微結晶形成へと結晶が成長す
る前段階の過程を、実時間で追従することが難しかった。
【００１５】
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本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、上述の課題を解消することを
課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
本発明の結晶化分析装置は、タンパク質の結晶化溶液の結晶化分析装置であって、前記
結晶化溶液を保持する測定試料部と、前記測定試料部に入射された光から放射される前記
結晶化溶液の前方小角散乱光又は後方小角散乱光が平行像となる位置に配置され、前記前
方小角散乱光又は後方小角散乱光を所定の散乱角範囲で取り込み、前記測定試料部に入射
された光と平行な平行前方小角散乱光又は平行後方小角散乱光に変換する測定散乱光変換
部と、前記測定散乱光変換部により変換された前記所定の散乱角範囲の前記平行前方小角
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散乱光又は前記平行後方小角散乱光を、前記測定試料部に入射された光と平行のまま、多
数画素からなる光検出器に対して垂直に入射させ、各画素に対する前記前方小角散乱光又
は前記後方小角散乱光の強度分布を一度に測定する散乱光検出部と、前記散乱光検出部に
より測定された前記所定の散乱角範囲の強度分布から、前記結晶化溶液において前記タン
パク質の凝集体形成を解析し、前記タンパク質が結晶化状態に移行するか否かを実時間で
分析する計測解析部とを備え、前記測定試料部に入射された光のビームサイズは直径１．
６ｍｍ以下であり、前記入射された光が前記結晶化溶液を通過する際の光路長は、前記測
定試料部に入射された光のビーム径以下である
ることを特徴とする。
本発明の結晶化分析装置は、前記計測解析部は、前記散乱光検出部で検出された前記平
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行前方散乱光又は前記平行後方散乱光の強度分布を、それぞれ前記前方小角散乱光又は前
記後方小角散乱光の強度の散乱角に対する分布関数に変換することを特徴とする。
本発明の結晶化分析装置は、前記計測解析部は、前記前方小角散乱光又は前記後方小角
散乱光の強度の散乱角に対する分布関数に基づいて、前記結晶化溶液における前記タンパ
ク質が結晶化状態に移行するか否かを分析することを特徴とする。
本発明の結晶化分析装置は、前記計測解析部は、前記前方小角散乱光又は前記後方小角
散乱光の時間的強度変化に基づいて、前記結晶化溶液における前記タンパク質が結晶化状
態に移行するか否かを分析することを特徴とする。
本発明の結晶化分析装置は、前記所定の散乱角範囲は、１°〜１５°であり、前記散乱
光検出部は、０．１秒以下の時間で、前記所定の散乱角範囲の強度分布を一度に測定する
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ことを特徴とする。
本発明の結晶化分析装置は、前記結晶化溶液への入射光の状態を調整する入射光調整部
を備え、前記入射光調整部は、前記入射光の光路変更機能を備えた光学素子と、前記入射
光を所定の強度に調整する機能を備えた光学素子とを含むことを特徴とする。
本発明の結晶化分析装置は、前記測定散乱光変換部は、シリンドリカルレンズを含み、
前記結晶化溶液の前記前方小角散乱光又は前記後方小角散乱光を、それぞれ前記平行前方
小角散乱光又は前記平行後方小角散乱光に変換することを特徴とする。
本発明の結晶化分析装置は、前記散乱光検出部は、マルチチャンネル光検出器を含み、
前記平行前方小角散乱光又は前記後方小角散乱光の強度の散乱角に対する各チャンネルの
分布関数を、前記所定の散乱角範囲の強度分布として検出することを特徴とする。
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本発明の結晶化分析装置は、前記入射光調整部は、スペイシャルフィルター及びコリメ
ートレンズを含むことを特徴とする。
本発明の結晶化分析装置は、前記測定試料部と前記散乱光検出部との間に、前記結晶化
溶液からの透過光を防止する透過光ブロックを備え、前記散乱光検出部は、前記透過光ブ
ロックにより前記透過光が防止された状態で、前記結晶化溶液の前記平行前方小角散乱光
を計測することを特徴とする。
本発明の結晶化分析装置は、前記透過光ブロックは、反射ミラー、光フィルター、及び
光ビームスプリッターのいずれか一種を含むことを特徴とする。
本発明の結晶化分析方法は、タンパク質の結晶化溶液の結晶化状態を分析する結晶化分
析方法であって、前記結晶化溶液に光を入射させ、前記入射された光のビームサイズは直
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径１．６ｍｍ以下であり、前記入射された光が前記結晶化溶液を通過する際の光路長は、
前記入射された光のビーム径以下であり、前記入射された光から放射される前記結晶化溶
液の前方小角散乱光又は後方小角散乱光が平行像となる位置で、前記前方小角散乱光又は
後方小角散乱光を所定の散乱角範囲で取り込み、平行前方小角散乱光又は平行後方小角散
乱光に変換し、変換された前記所定の散乱角範囲の前記平行前方小角散乱光又は前記平行
後方小角散乱光を、前記入射された光と平行のまま、多数画素からなる光検出器に対して
垂直に入射させ、各画素に対する前記前方小角散乱光又は前記後方小角散乱光の強度分布
を一度に測定し、測定された前記所定の散乱角範囲の強度分布から、前記結晶化溶液にお
ける前記タンパク質の凝集体形成を解析し、前記結晶化溶液において前記タンパク質が結
晶化状態に移行するか否かを実時間で分析することを特徴とする。
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本発明の結晶化分析方法は、前記前方小角散乱光又は前記後方小角散乱光の強度分布は
、それぞれ瞬時に検出された前記平行前方散乱光又は前記平行後方散乱光から得られる、
前記前方小角散乱光の散乱角度に対する分布関数又は前記後方小角散乱光の散乱角に対す
る分布関数であることを特徴とする。
本発明の結晶化分析方法は、前記前方小角散乱光又は前記後方小角散乱光の強度は、そ
れぞれ一度に検出された前記平行前方散乱光又は前記平行後方散乱光から得られる、前記
前方小角散乱光の散乱角に対する平均値の分布関数又は前記後方小角散乱光の散乱角に対
する平均値の分布関数であることを特徴とする。
本発明の結晶化分析方法は、前記前方小角散乱光又は前記後方小角散乱光の時間的強度
変化に基づいて、前記結晶化溶液における前記タンパク質の結晶化状態を分析することを
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特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
本発明によれば、結晶化溶液の前方小角又は後方小角の所定の散乱角範囲の強度分布を
一度に測定して解析することによって、溶液がタンパク質結晶化へ進行するか否かを実時
間で分析することで、未だ微結晶が形成されていない段階のタンパク質凝集体の形成過程
を実時間で追従することができる結晶化分析装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施の形態に係る結晶化分析装置の概略制御構成を示すブロック図であ
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る。
【図２】本発明の実施の形態に係る結晶化分析装置の詳細制御構成を示すブロック図であ
る。特に、結晶化溶液の前方小角散乱光を測定するための詳細制御構成を示すブロック図
である。
【図３】本発明の実施の形態に係る測定試料部の溶液セルの構成例を示す断面図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る測定試料部と各散乱光の関係を示す平面概念図である
。特に、結晶化溶液の前方小角散乱光の測定における測定試料部と各散乱光の関係を示す
平面概念図である。
【図５】本発明の実施の形態に係る結晶化溶液の測定、分析処理のフローチャートである
。
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【図６Ａ】本発明の実施の形態の実施例に係る光検出器の受光部の受光チャンネル／ピク
セル数に対する、測定された平行前方小角散乱光の強度関数を示すグラフである。
【図６Ｂ】本発明の実施の形態の実施例に係る光検出器の受光部の受光チャンネル／ピク
セル数に対する、測定された平行前方小角散乱光の強度関数に関して、受光チャンネル／
ピクセル数を散乱角度に変換して得られた、散乱角に対する前方小角散乱光の強度関数を
示すグラフである。
【図６Ｃ】本発明の実施の形態の実施例に係る光検出器の受光部のチャンネル／ピクセル
数に対する、測定された平行前方小角散乱光の強度関数に関して、受光チャンネル／ピク
セル数を散乱角度に変換し、さらに散乱ベクトル（大きさ）に変換して得られた、散乱ベ
クトル（大きさ）に対する前方小角散乱光の強度関数の両対数を示すグラフである。
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【図７】本発明の実施の形態の実施例に係る異なる２つの結晶化剤濃度について、測定さ
れた散乱ベクトル（大きさ）に対する前方小角散乱光の強度関数の両対数を示すグラフで
ある。
【図８】本発明の実施の形態の実施例に係る散乱光強度の時間的変化を示すグラフである
。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
＜実施の形態＞
〔結晶化分析装置Ｚの構成〕
図１を参照して、本発明の実施の形態に係る結晶化分析装置Ｚの概略構成について説明
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する。
本発明の実施の形態に係る結晶化分析装置Ｚは、結晶化するタンパク質と結晶化剤を含
む結晶化溶液に対して、結晶化溶液からの静的光散乱や動的光散乱の計測を行い、結晶化
溶液中におけるタンパク質結晶化の状態をリアルタイム（実時間）で分析する装置である
。結晶化分析装置Ｚは、特に前方小角光散乱、又は後方小角光散乱の計測に基づいて、結
晶化の状態を実時間で分析する。
すなわち、本発明の実施の形態に係る結晶化分析装置Ｚは、測定対象の結晶化溶液へ光
を入射し、前方小角又は後方小角における散乱光（前方小角散乱光又は後方小角散乱光）
を所定の散乱光角範囲で一度に、瞬時に計測する。そして、結晶化分析装置Ｚは、結晶化
溶液からの前方小角散乱光又は後方小角散乱光の散乱角度に対する強度分布（静的光散乱
、ＳＬＳ：Ｓｔａｔｉｃ

Ｌｉｇｈｔ
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Ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ）、又はその時間的強度変

化（動的光散乱、ＤＬＳ）に基づいて、結晶化溶液におけるタンパク質の凝集体や結晶核
の形成等を分析する。
【００２０】
なお、本実施形態において、「前方小角光散乱」及び「前方小角散乱光」とは、測定対
象の結晶化溶液へ光を入射して、その透過光に対する散乱角度が１０°以下、特に８°以
下における溶液からの散乱及び散乱光であることを示す。
また、本実施形態において、同様に、「後方小角光散乱」及び「後方小角散乱光」とは
、測定対象の結晶化溶液に光を入射して、その反射光に対する散乱角度が１０°以下、特
に８°以下における溶液からの散乱及び散乱光であることを示す。

30

【００２１】
具体的に、図１は、タンパク質結晶化溶液の前方小角散乱光又は後方小角散乱光を計測
する際の概略制御構成を例を示す。
本実施形態の結晶化分析装置Ｚは、主な構成として、光源１と、入射光調整部２と、測
定試料部３と、測定散乱光変換部４と、散乱光検出部５と、計測解析部６とを備えている
。
ここで、図１においては、点線の矢印は光信号の流れを、実線の矢印は制御信号及び計
測に係る電気信号の流れの例を示している。
【００２２】
光源１は、分析対象の結晶化溶液３１（図２）からの散乱光を発生させるために、結晶
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化溶液３１へ入射させる光（以下、「入射光」という。）を発生させる光源である。
すなわち、光源１は、結晶化溶液３１へ入射されると、結晶化溶液３１からの散乱光、
特に前方小角散乱光、又は後方小角散乱光を効率よく発生させるような性質をもつ光を発
生させる。
【００２３】
入射光調整部２は、測定試料部３の結晶化溶液３１への入射光の状態を調整する。
具体的に、入射光調整部２は、光源１の本体から出射された入射光の光量、及び偏光状
態を調整する光学素子群等として構成される。なお、この入射光調整部２により調整され
た入射光は、後述するように、入射光光路変更部２０（図２）により、光路を変更されて
もよい。
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【００２４】
測定試料部３は、溶液セル３０（図２）及び結晶化溶液３１、支持ホルダー（図示せず
）が載置され、散乱光、特に前方小角散乱光、又は後方小角散乱光を計測するため適切に
光学的配置がなされている。
【００２５】
測定散乱光変換部４は、測定試料部３に入射された光から放射される結晶化溶液３１の
前方小角散乱光又は後方小角散乱光を、所定の散乱角範囲（散乱角度の範囲、放射角度の
範囲）で取り込み、平行前方小角散乱光又は後方小角散乱光に変換する。具体的には、測
定散乱光変換部４は、結晶化溶液３１におけるスポット状の照射光部分から放射される、
所定の散乱角範囲の前方小角散乱光又は後方小角散乱光を広げた上で、平行光である平行
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前方小角散乱光又は平行後方小角散乱光に変換する。また、測定散乱光変換部４は、この
平行前方小角散乱光又は平行後方小角散乱光を、散乱光検出部５へ導く。
【００２６】
散乱光検出部５は、測定散乱光変換部４によって平行光に変換された平行前方小角散乱
光又は平行後方小角散乱光の強度を検出する光検出器である。具体的には、散乱光検出部
５は、平行前方小角散乱光又は平行後方小角散乱光について、所定の散乱角範囲の強度分
布を一度に測定する。この所定の散乱角範囲は１°〜１５°程度であり、散乱光検出部５
は、０．１秒以下の時間で、所定の散乱角範囲の強度分布を一度に測定する。
なお、散乱光検出部５は、所定の散乱角範囲の一部についてのみ、強度分布を一度に測
定してもよい。つまり、散乱光検出部５は、測定散乱光変換部４により取り込まれる所定
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の散乱角範囲よりも狭い角度範囲の強度分布を一度に測定してもよい。この場合でも、散
乱光検出部５は、後述する複数のチャンネル（ピクセル）の角度範囲の強度分布を一度に
測定する。
また、タンパク質の結晶化溶液３１（図２）は、透過光や反射光が強く、透過光遮蔽部
４５（図２）が散乱光の影になる影響もあるため、散乱角度０°近傍（光軸上）の散乱光
の測定は実質的に困難である。このため、散乱光検出部５は、１°以上の散乱角度の散乱
光の強度を測定するように構成することが好適である。
【００２７】
計測解析部６は、散乱光検出部５により測定された所定の散乱角範囲の強度分布から、
結晶化溶液３１においてタンパク質の凝集体形成を解析する。このため、計測解析部６は
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、測定した散乱光データの記録、呼び出し、データのグラフ化等の演算処理を行う。すな
わち、計測解析部６は、散乱光検出部５によって検出された散乱光による電気信号（アナ
ログ信号）を増幅することで散乱光の強度を計測し、測定された散乱光の強度に応じた電
気信号（アナログ信号）をデジタル信号に変換する。計測解析部６は、このデジタル信号
に対して、各種データ解析を行って、それぞれ前方小角散乱光又は後方小角散乱光の強度
の散乱角に対する分布関数に変換する。そして、計測解析部６は、前方小角散乱光又は後
方小角散乱光の強度の散乱角に対する分布関数に基づいて、結晶化溶液３１におけるタン
パク質が結晶化状態に移行するか否かを分析する。結晶化溶液３１におけるタンパク質の
結晶化状態を実時間で分析する。この際、計測解析部６は、散乱光検出部５により測定さ
れた所定の散乱角範囲の強度分布から、結晶化溶液３１におけるタンパク質が結晶化状態
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に移行するか否かを実時間で分析する。具体的には、計測解析部６は、前方小角散乱光又
は後方小角散乱光の強度分布の経時変化に基づいて、結晶化溶液３１におけるタンパク質
が結晶化状態に移行するか否かを分析する。これにより、計測解析部６は、タンパク質凝
集体の形成過程を実時間で追従することが可能となる。
【００２８】
なお、結晶化分析装置Ｚは、この他にも、各部に電力を供給する電源（図示せず）、各
部を格納する筐体、他の分析装置やプリンター等に接続するためのインターフェイス等を
備えている。
また、本実施形態においては、結晶化溶液３１として、タンパク質結晶化溶液を使用す
る例について説明する。しかしながら、結晶化分析装置Ｚは、タンパク質以外の生体高分
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子、微粒子、その他の低分子や高分子等についての結晶化の測定、分析、及び観察につい
ても可能である。
また、散乱光検出部５は、散乱角０°から測定可能であってもよい。たとえば、シリカ
微粒子等の強く散乱する対象の場合には、透過光や反射光が弱くなるため、０°からの散
乱測定を行うことが可能である。その場合、後述する透過光遮蔽部４５を用いない構成で
あってもよい。
【００２９】
〔結晶化分析装置Ｚの各機器の詳細構成〕
次に、図２〜図４を参照して、本発明の実施の形態に係る結晶化分析装置Ｚを構成する
10

各部について、より具体的な構成について詳細に説明する。
【００３０】
（光源１の構成）
図２を参照して、特に、結晶化溶液３１の前方小角散乱光を計測するための結晶化分析
装置Ｚの詳細制御構成について説明する。
まずは、光源１の構成について説明する。光源１は、具体的には、例えば、各種ガスレ
ーザ、半導体レーザ（Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ

Ｌａｓｅｒ、Ｄｉｏｄｅ

ｒ、ＬＤ）、ダイオード励起固体（Ｄｉｏｄｅ−Ｐｕｍｐｅｄ
、ＤＰＳＳ）レーザ、及び発光ダイオード（Ｌｉｇｈｔ

Ｌａｓｅ

Ｓｏｌｉｄ−Ｓｔａｔｅ

Ｅｍｉｔｔｉｎｇ

Ｄｉｏｄｅ

、ＬＥＤ）等を光源として用いることができる。
ここで、光源１は、高輝度のレーザ光源であって、高いコヒーレンス長を持った、シン
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グル縦モードの単色一波長を発振するレーザ光源を用いることが好ましい。このレーザ光
源としては、例えば、ＤＰＳＳレーザを用いてもよい。このＤＰＳＳレーザは、レーザ光
発振に必要な光共振器を内蔵した、小型のレーザ光源である。このＤＰＳＳレーザは、低
電力で高効率の安定な高出力レーザが得られるという特長がある。このため、本発明の実
施の形態に係る結晶化分析装置Ｚの光源として、特に好適である。
【００３１】
なお、光源１は、高いコヒーレンス長のレーザ光源でなくてもよい。たとえば、光源１
として、低コヒーレンス長のＬＥＤや、白色光源から得られた単色光等も利用できる。特
に、ＬＥＤは、他のレーザ光源に比べて小型な光源である。このため、光源１としてＬＥ
Ｄを用いた場合、本発明の実施の形態に係る結晶化分析装置Ｚの光源部を小型化できる。
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また、光源１は、分析対象である結晶化溶液３１からの散乱光が比較的強い場合、上記の
光源よりも低輝度の光源、例えば、白色光源から分光器によって得られる単色光等も用い
ることができる。
【００３２】
また、光源１は、駆動電源と光源本体が小型で、結晶化分析装置Ｚへの組み込むのに適
したサイズであることが好ましい。このため、例えば、タンパク質を結晶化溶液３１とし
て用いる場合、数ｍＷ〜数十ｍＷのレーザ光源を用いることが好適である。
また、光源１の本体と駆動電源とについても、結晶化分析装置Ｚに組み込む場合、でき
るだけ小型であることが好ましい。なお、光源１の本体と駆動電源とは、一体化されて構
成されても、これらが別々に構成されてケーブルで接続されていてもよい。別々に構成さ

40

れている場合でも、結晶化分析装置Ｚに組み込める程度のサイズであればよい。
【００３３】
光源１の光の波長としては、結晶化溶液３１がタンパク質結晶化溶液である場合、光散
乱法によるタンパク質溶液中におけるタンパク質の凝集体や結晶核の分析に適する波長を
用いる。この波長としては、測定対象のタンパク質分子に固有の光吸収帯から離れた波長
領域であることが好ましい。これは、タンパク質結晶化で使用される溶液のタンパク質濃
度が高い場合、タンパク質凝集体や結晶核による弾性散乱光が、外部に放出される前に、
結晶化溶液３１中の他のタンパク質分子に強く吸収されるためである。この場合、溶液か
らの測定すべき散乱光の強度が著しく低下する可能性が高い。
可視光領域でタンパク質に大きな吸収帯がある例としては、各種金属イオンを含むタン
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パク質分子がよく知られている。また、多くのタンパク質には、トリプトファン（Ｔｒｐ
）、チロシン（Ｔｙｒ）、フェニルアラニン（Ｐｈｅ）等のアミノ酸に由来する２８０ｎ
ｍ付近の紫外線領域に大きな吸収帯がある。したがって、これらの吸収帯から離れた波長
域を用いることが好適である。
さらに、光源１の光の波長を、測定対象タンパク質の吸収帯から離れた波長域とするこ
とで、光吸収がほとんどなくなり、更に、光吸収が小さい波長域で、より短波長の光がタ
ンパク質分子やその凝集体でより強く散乱される。
このため、散乱光検出の面から、光源１としては、できるだけ短波長であることが好ま
しい。これは、光吸収が非常に小さい波長領域では、物質の屈折率は、短波長であるほど
単調に増加する性質（正常分散）を持つので、より短波長で光散乱の強度が大きくなるた

10

めである。
【００３４】
光源１から結晶化溶液３１へ入射させる入射光の形状には、特に制限はないものの、円
形の光ビームを用いるのが特に好ましい。円形の光ビームは対称性がよいため、これを用
いることで、散乱光の検出器による受光、結晶化分析装置Ｚの光学系の光軸調整（アライ
メント）等が容易になる。なお、入射光のビーム形状は、楕円形や長方形状等であっても
よい。
また、入射光のビーム形状によって、使用する溶液セル３０の形状、測定散乱光変換部
４を構成するレンズ群を用いて、透過させる光又は反射させる光のビーム形状、散乱光検
出部５の光検出器５０の受光部の形状等を選択して決定することが好適である。
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【００３５】
光源１からの入射光のビームサイズは、できる限り小さく細い（スポット状）の光ビー
ムであることが好適である。また、光源１からの入射光は、平行な光、即ち、コリメート
光を用いることが好適である。入射光が円形状である場合、ビームサイズは、直径１．６
ｍｍ以下、特に１ｍｍ以下が好ましい。光ビームサイズに対応して、使用する溶液セル３
０の形状とそのサイズ、測定散乱光変換部４を構成するレンズ群の種類とそれらのサイズ
、散乱光検出部５の光検出器５０の受光部の形状とそのサイズ等を決定することが可能で
ある。以下、光源１からの、平行で小さなスポット状の光ビームを、「コリメートビーム
光」等と呼ぶ。
【００３６】
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光源１からの入射光の広がり角は、できる限り小さくし、全放射角度で１．５ｍｒａｄ
以下、特に１ｍｒａｄ以下とすることが好適である。
入射光自体の広がり角が大きい場合、測定散乱光変換部４のレンズ群によって、所定の
放射散乱角範囲で溶液からの散乱光を平行光に正確に変換することが困難となる。したが
って、平行な測定散乱光を散乱光検出部５の光検出器５０へ正確に入射させることが難し
くなるため、散乱光の角度分布測定を行うことが困難となる。
さらにまた、入射光自体の広がり角が大きいと、入射光調整部２において、レンズとピ
ンホールを組み合わせて構成した空間（スペイシャル）フィルター（以後、「スペイシャ
ルフィルター」という。）、平行光用のレンズ、及び絞り等の光学素子によって入射光を
平行光にしようとしても、光ビーム径が拡大することが避けられない。このため、結晶化
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溶液３１に対する高精度な散乱光角度分布の測定が困難となる。
【００３７】
光源１の出力には、特に制限はなく、測定対象の結晶化溶液３１の散乱光強度、使用す
る散乱光検出部５の光検出器５０の感度、及び散乱光強度計測で使用する増幅器の増幅度
（利得、ゲイン）等に対応して調整することが好適である。
【００３８】
光源１からの光の偏光性には、特に制限はなく、直線偏光、円偏光、及び楕円偏光等の
偏光した光を用いることができ、更に、無偏光であってもよい。特に、ＴＥ（ｓ）偏光や
ＴＭ（ｐ）偏光等の直線偏光が利用しやすい。
また、高精度の散乱光計測には入射光の安定性が要求される。このため、光源１の出力
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安定度は、１時間当たり数％以下であることが好適である。
さらに、散乱光の計測において、入射光の強度変化をモニターすることにより、入射光
変動の影響を避けることも可能である。
【００３９】
（入射光調整部２及び入射光光路変更部２０の構成）
入射光調整部２は、光量調整素子２ａと偏光素子２ｂを含んでいる。
光量調整素子２ａは、光源１からの放射される光、及び測定対象の溶液へ入射する入射
光の強度を調整するニュートラルデンシティー（ＮＤ）フィルター等である。
また、偏光素子２ｂは、光源１から放射される光の偏光状態を調整する光学素子である
10

。
【００４０】
具体的には、光量調整素子２ａとして、各種の光フィルター、例えば、金属薄膜フィル
ター、誘電体フィルター等を用いることができる。光量調整素子２ａは、例えば透過率０
．１％〜５０％までのＮＤフィルター等を用いることで、入射光の光量（光強度）を容易
に調整できる。
光量調整素子２ａの透過率は、対象溶液の散乱光の強度、光検出器５０の検出感度、及
び検出信号の増幅率等に対応して調整可能である。たとえば、光量調整素子２ａにより、
光源１から出射される光の光量について、測定対象の結晶化溶液３１からの散乱光が良好
なＳＮ比（ノイズ信号に対するシグナル信号の比率）で得られるように調整することが好
適である。
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【００４１】
偏光素子２ｂとしては、光源１から出射される光が無偏光であれば、入射光の偏光性を
調整するための各種の偏光板や偏光フィルターを用いることができる。また、光源１から
の出射光が直線偏光である場合には、偏光子として、１／２波長板等を用いてもよい。こ
れを用いることで、偏光の方向を任意の方位角度に設定でき、電場ベクトルが光学系に対
して水平であるＴＭ（ｐ）偏光、又は垂直であるＴＥ（ｓ）偏光が得られる。
また、測定対象の結晶化溶液３１からの前方小角散乱光又は後方小角散乱光の強度が入
射光の偏光性に強く依存する場合、散乱光強度が大きくなるように、偏光素子２ｂによっ
て入射光の偏光状態を調整することが可能である。
【００４２】
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また、入射光調整部２は、溶液セル３０へ入射光を導くためのレンズ等の光学素子群を
備える（図示せず）。入射光調整部２は、より具体的には、結晶化溶液３１へコリメート
（平行）ビーム光を入射させるための、レンズとピンホールとを組み合わせて構成したス
ペイシャルフィルターと、入射光を平行光にするためのレンズと、絞り等の光学素子とを
備える。入射光調整部２により、測定試料部３の溶液セル３０内の結晶化溶液３１へ、入
射光が平行になるように光学調整したコリメートビーム光等を入射させることが可能にな
る。このコリメートビーム光により、溶液セル３０へ、垂直に入射光を入射させることが
可能となる。このため、後述するように、前方小角散乱光を効率よく測定することができ
る。
【００４３】
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また、図２に示すように、入射光調整部２には、さらに絞り２１を入射光の光軸上に配
置することが可能である。絞り２１は、測定試料部３の結晶化溶液３１への入射光以外の
迷光の入射を防止し、さらに測定試料部３や測定散乱光変換部４等からの反射光が、再度
測定試料部３の結晶化溶液３１へ入射することを防ぐ。
絞り２１の口径は、入射光ビーム径よりも大きく、上記のような迷光や反射光を防止す
るために十分なサイズ（口径）であればよい。絞り２１の口径として、例えば、直径１ｍ
ｍφの入射光ビームに対しては、直径１．５ｍｍ以上で３ｍｍ以下程度が好ましい。
【００４４】
ここで、入射光調整部２のスペイシャルフィルター（図示せず）の例について説明する
。このスペイシャルフィルターは、例えば、集光レンズと、ピンホールと、その集光レン
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ズとピンホール間の距離を微調整する機構を備えた、ビーム整形用の光学素子群で構成さ
れる。このスペイシャルフィルターに入射された光は、集光レンズによって集光され、そ
の集光位置に配置されたピンホールにより、集光された光の一部が通過される。これによ
り、形状ひずみの少ない、広がった光が出射される。この集光レンズの集光位置は、例え
ば、集光レンズが集光用凸レンズであれば、焦点位置となる。また、この集光レンズとし
ては、大きなＮＡ（＞０．３）をもちビームスポット径を小さく絞れるレンズ、例えば、
対物レンズが用いられる。この集光レンズとしては、特に、短焦点距離で倍率が×１０〜
×５０の顕微鏡用対物レンズが好ましい。また、ピンホールとしては、例えば口径５μｍ
〜５０μｍの孔をもつ薄い金属板等を用いることが可能である。たとえば、穴径２５μｍ
の金属箔ピンホールを用いることが可能である。また、集光レンズとピンホール間の距離

10

を微調整する機構としては、集光レンズ、若しくは、ピンホールを保持するホルダーを精
密ステージに搭載し、その精密ステージを微小距離で移動させて、その距離を微調整する
ように構成することが可能である。たとえば、集光レンズが集光用凸レンズの場合、微調
整する機構の精密ステージを用いて、ピンホールをこの集光用凸レンズの焦点位置に配置
する。
【００４５】
入射光調整部２のコリメート光変換用凸レンズは、スペイシャルフィルターから出射さ
れ広がった光を、コリメート光に変換する。さらに、そのコリメート光を光学絞りやピン
ホール等に更に通過させることで、その一部の光、つまり、ひずみの少ない非常に細い平
行ビーム光が得られる。すなわち、スペイシャルフィルターと、コリメート光変換用凸レ
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ンズと、光学絞りやピンホール等との組み合わせによって、前方小角光散乱又は後方小角
光散乱の測定に適する、ひずみの少ない非常に細いコリメート光である入射光を、結晶化
溶液３１へ入射させることが可能となる。
このスペイシャルフィルターから出射される広がった光をコリメートビーム光に変換す
るレンズとしては、各種凸レンズ、例えば球面単レンズや球面アクロマティックレンズが
利用できる。また、コリメート光から一部の細い平行ビーム光を切り出すための光学絞り
やピンホール等としては、口径１ｍｍ以下の光彩絞りやピンホール等を使用できる。
【００４６】
なお、図２に示すように、光源１からの出射光を、入射光調整部２にて調整した後、測
定対象の溶液セル３０に入射光として導入するための光路変更を行う入射光光路変更部２
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０を更に備えていてもよい。
入射光光路変更部２０は、例えば、一群のミラー、レンズ、プリズム等の光学素子によ
り光路変更を行う。
入射光光路変更部２０は、より具体的には、例えば、光源１からの出射光に対して入射
角度４５度で平面ミラーに入射するように、２枚一組の平面ミラー２０ａ、２０ｂを配置
し、各平面ミラーで直角に光路変更して、光の進行方向を反転させるように構成する。
このようなミラーの配置によって、溶液セル３０への入射光の導入と、測定散乱光変換
部４のレンズ群及び散乱光検出部５の光検出器５０の配置のための光軸調整（アライメン
ト）とが容易になり、入射光側の光学系を小型化することが可能となる。このため、結晶
化分析装置Ｚを小型化することができる。
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【００４７】
また、入射光光路変更部２０で、入射光の一部を分岐して入射光をモニターするように
構成することも可能である。この入射光の分岐には、例えば、透過光と反射光を分路させ
るハーフミラー等を用いることができる。
【００４８】
（測定試料部３の構成）
次に、図３により、本発明の実施の形態に係る測定試料部３の具体例について説明する
。
測定試料部３は、結晶化溶液３１を収納する溶液セル３０と、溶液セル３０を支持する
支持ホルダー（図示せず）を含んでいる。
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【００４９】
溶液セル３０は、測定対象の対象である結晶化溶液３１を収容し、散乱光を測定するた
めの容器（溶液セル）である。
また、溶液セル３０は、測定試料部３の支持ホルダーによって設置位置が調整され、最
終的には固定される。この溶液セル３０の設置位置は、測定対象の溶液が微量で、高濃度
であっても、結晶化溶液３１からの前方小角散乱光又は後方小角散乱光を効率よく放射さ
せ、前方小角散乱光又は後方小角散乱光を高精度に検出して計測できるような位置である
ことが好適である。つまり、この設置位置は、結晶化分析装置Ｚの光学系における、溶液
セル３０の位置、溶液セル３０への入射光の入射角度、入射光の照射（光ビームスポット
の）位置等により設定され、調整される。

10

【００５０】
また、光源１からのコリメートビーム光は、図３に示すように、薄い平板状の溶液セル
３０へ垂直に入射し、溶液セル３０の結晶化溶液３１を通過する。その透過光は、溶液セ
ル３０の入射側とは反対側から出射される。その際、結晶化溶液３１から、溶液セル３０
を通して前方に、前方小角散乱光が、透過光の光軸に対して様々な角度で放射される（以
下、この散乱光の角度を「散乱角度」という。）。なお、図４で示すように、結晶化溶液
３１からは後方には、後方小角散乱光も放射される。
【００５１】
溶液セル３０は、特に入射面と透過面が平面となる角型セルを用いることが好ましい。
この際、光散乱測定で使用する結晶化溶液３１の容量は、数十μｌ以下が好ましく、市販
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の光吸収測定用の溶液セルは適用が難しい。
【００５２】
このため、タンパク質を結晶化溶液３１とする溶液セル３０として、例えば、図３に示
すように、２つの透明な平板状基板３２ａ、３２ｂで、特定の厚さの平板状のスペーサー
３３を挟み、このスペーサー３３によって形成される基板間の間隙に結晶化溶液３１を注
入し保持する、サンドイッチ型構造で構成される溶液セル３０を用いることが好適である
。
【００５３】
平板状基板３２ａは、溶液セル３０に入射する側の光学ガラス等の板状の透明部材であ
る。平板状基板３２ｂは、溶液セルから透過光が出射され、また散乱光（前方小角散乱光
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）が放射される側の板状の透明部材である。平板状基板３２ａ、３２ｂは、透明で均一な
材料により構成されればよい。
【００５４】
具体的には、平板状基板３２ａ、３２ｂとして、入射光側と散乱光放射側で、測定光の
波長領域で透過性に優れた光学材料を用いることが好ましい。このため、各種透明ガラス
や透明プラスチック等が好適である。透明ガラスは、可視光領域で透過性が高く、均質性
に優れ、化学的に安定しているので、平板状基板３２ａ、３２ｂの素材として好適である
。この場合、ＢＫ−７やパイレックス（登録商標）等のホウ珪酸ガラス、及び紫外線領域
にも高い透過性を有する石英ガラスが特に好適である。また、透明プラスチックは、硬い
ガラス材料と異なり、容易に曲げられるフレキシブルな材料であり、平板状基板３２ａ、
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３２ｂの素材としても使用可能である。光透過性に優れ、化学的に安定な光学プラスチッ
クとしては、ポリエチレンテレフタラート（ＰＥＴ）、ポリ塩化ビニリデン、及びポリエ
チレン等の重合高分子化合物を用いることが好適である。
【００５５】
また、タンパク質結晶化溶液の場合、特に１０°以下の小さい散乱角範囲で、特に８°
以下の散乱角において、散乱光が顕著に大きく、前方小角散乱光が発生する。結晶化溶液
３１からの散乱光は、透明な溶液セル３０を通して外部に放射されるために、溶液セル３
０の出射側壁の曲率によって、屈折されて出射される。
したがって、溶液セル３０の出射側壁の曲率によっては、屈折した散乱光の散乱角度（
透過光の光軸から計った角度）は、真の散乱角度とは大きく異なることがある。この場合
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は、散乱角度に対して、溶液セル３０の出射側壁における屈折角を考慮して補正すること
で対応可能である。
【００５６】
また、溶液セル３０へ入射する入射光としては、平行光、すなわちコリメート光が好ま
しい。
これは、溶液セル３０の入射側の側壁面が、曲率を有する曲面である場合、コリメート
光でない非平行光が、溶液セル３０へ入射する際にこの入射側の曲面で屈折し、結晶化溶
液３１への入射光の入射角度が一定ではなくなり、そのために、溶液からの散乱光の放射
角度強度分布を正確に測定することが困難となるためである。
また、入射光が結晶化溶液３１を通過し、溶液セル３０の透過側の側壁面が曲面である
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場合も、溶液を通過した透過光が溶液セル３０の出射側曲面で屈折し、屈折して非平行と
なった透過光は、前方小角散乱光又は後方小角散乱光の検出を妨げる恐れがある。
さらに同様の場合、溶液セル３０からの透過光だけでなく、溶液セル３０からの反射光
も、溶液セル３０の側壁面が曲面であるために、屈折のために広がった非平行光となり、
迷光として、前方小角散乱光又は後方小角散乱光の検出を妨げる恐れがある。
したがって、入射光、透過光、及び反射光の広がり角を可能な限り低く抑えることが好
ましい。
【００５７】
上述のように、溶液セル３０からの散乱光は、入射側と出射側における屈折角の影響を
受ける。これに対して、本実施形態においては、光源１からのコリメートビーム光が、平
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板状の溶液セル３０へ垂直に入射する。溶液セル３０の入射側と出射側の壁が、図３に示
したように平面状であって、その厚さがある程度薄ければ、散乱角度が１０°以下という
前方小角では、屈折角による補正を特にする必要はない。すなわち、ある特定程度の薄い
平板状の溶液セル３０であれば、前方小角散乱光又は後方小角散乱光の測定において、屈
折角を考慮した散乱角度の補正は、特に必要ではなくなる。
したがって、溶液セル３０を構成する入射側と出射側の平板状基板３２ａ、３２ｂは、
できるだけ薄いことが好適である。前方小角散乱光測定の場合、溶液セル３０の出射側平
板の厚さｃ（図３）は、入射光ビーム径ａ（図３）の１／１０〜１／５程度以下が好まし
い。すなわち、ｃ＜ａ／１０〜ａ／５が好ましい。特にｃ＜ａ／１０が好適である。
また、同様に後方小角散乱光の測定の場合では、溶液セル３０の入射側平板の厚さｄ（図
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３）は、入射光ビーム径ａ（図３）の１／１０〜１／５程度以下が好ましい。すなわち、
ｄ＜ａ／１０〜ａ／５が好ましい。特にｄ＜ａ／１０が好適である。
【００５８】
また、平板状基板３２ａ、３２ｂは、同じ材質及び厚さの透明部材であってもよく、ま
た異なる材質及び厚さの部材であってもよい。同じ材質及び厚さの透明部材により平板状
基板３２ａと３２ｂを構成した場合には、溶液セル３０において入射側と出射側の区別は
なくなる。すなわち、これらのどちらから光を入射させてもよい。この場合、平板状基板
３２ａ、３２ｂとして、例えば、同一規格の厚さ０．２ｍｍ以下のカバーガラスを用いる
ことが可能である。
【００５９】
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溶液セル３０に使用するスペーサー３３としては、ガラスをはじめ、ポリスチレン、ポ
リプロピレン、フッ素ゴムやシリコンゴム等が適する。その中で、シリコンゴムが特に好
ましく、シートやフイルムを使用する。
シリコンゴムは、ガラス基板などとの密着性が良く、数時間以内であれば、隙間からの
水分蒸発で結晶化溶液３１の各種溶質の濃度変化は、ほとんど問題にならない。しかしな
がら、数十時間以上の長時間、タンパク質溶液を溶液セルに保持した状態で使用する場合
などでは、更に液漏れ防止のために、スペーサー３３と、平板状基板３２ａ、３２ｂとの
間をシリコングリースやフッ素グリース等でシールすることが好適である。
【００６０】
上述したように、スペーサー３３と、平板状基板３２ａ、３２ｂとは、結晶化溶液３１
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を保持する容器として機能する。このため、例えば、平板状スペーサー内に円形、楕円形
、長方形等の任意形状の溝孔を形成し、２つの平板状基板３２ａ、３２ｂでこのスペーサ
ー３３を挟むことによって形成される溝孔空間に、結晶化溶液３１を収容することができ
る。すなわち、溶液セル３０は、この溝孔空間に、結晶化溶液３１が注入され、保持され
る。
【００６１】
結晶化溶液３１を収容するためにスペーサー３３に形成する溝孔の大きさは、入射光ビ
ームの大きさ以上あればよい。これは、本実施形態においては、結晶化溶液３１は溶液濃
度が一様であれば、結晶化溶液３１へ入射する入射光を走査して、散乱光の測定によって
溶液内のタンパク質凝集体の分布を調査する必要性がないためである。しかしながら、溝
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孔の縁からの散乱光の発生を考慮すると、溝孔の大きさは、入射光のビームの大きさの数
倍以上であることが好適である。
より具体的には、上述のように結晶化溶液３１への入射光ビームの直径が１．５ｍｍ以
下の場合、例えば、スペーサー３３に直径６ｍｍ〜８ｍｍの円形の溝孔を形成する。たと
えば、直径６ｍｍの円形の溝孔をスペーサー３３に設けた場合、２０μｌ程度の結晶化溶
液３１を溶液セル３０に収容することが可能である。
【００６２】
具体的には、溶液セル３０は、例えば、タンパク質含有溶液と結晶化剤含有溶液とを混
合させた結晶化溶液３１を溝孔空間内に封じ込めて結晶化を行うバッチ法に用いることが
可能である。このバッチ法によるタンパク質結晶化の場合、スペーサー３３内に溝孔空間
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を設け、平板状基板３２ａ、３２ｂを用いて結晶化溶液３１を封止し、結晶化溶液３１の
状態を上述の光散乱法で計測する。
また、溶液セル３０は、例えば、タンパク質を蒸気拡散法で結晶化させる際にも用いる
ことが可能である。光散乱法で結晶化溶液３１の状態を分析する場合、バッチ法と同様に
溶液セル３０の溝孔空間内に、必要な各溶液を離した状態で注入し封止する。
【００６３】
より具体的に説明すると、図３に示す溶液セル３０のスペーサー３３の厚さｔは、結晶
化溶液３１の光路長を示している。結晶化溶液３１は高濃度であるため、溶液中の多重散
乱の効果を可能な限り低減させるような厚さｔにすることが好適である。このため、測定
対象となる溶液セル３０の光路長は短く、結晶化溶液３１の容量も微量であることが好適
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である。具体的には、測定対象の結晶化溶液３１の容量は、例えば、２５μｌ以下と微量
であることが好適である。この場合、スペーサー３３の厚さｔは、結晶化溶液３１に入射
する光のビーム径程度、例えば１ｍｍ以下、特に０．５ｍｍ以下とすることが好適である
。
【００６４】
また、結晶化分析装置Ｚによるタンパク質結晶化の測定時においては、溶液セル３０に
結晶化溶液３１を注入した後、結晶化溶液３１からの蒸発を防止するために、例えばパラ
フィンオイル等でシールする。その後、溶液セル３０から溶液が漏れ出たりしないように
、スペーサー３３と平板状基板３２ａ、３２ｂとを強く密着させ、場合によっては適宜の
留め金具等で溶液セルをクリップする。さらにまた、溶液漏れを防止するために、例えば
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グリース等で密着する側面部分をシールしてもよい。漏れ防止グリースとして、シリコン
グリースやフッ素グリース等を使用することが可能である。
【００６５】
なお、溶液セル３０内に予め結晶化溶液３１を封止した状態、すなわちバッチ法で結晶
化溶液の分析を行う他に、分析の際に結晶化溶液３１を作製するためのタンパク質、結晶
化剤、緩衝剤等を含む結晶化溶液３１を溶液セル３０内に注入したり排出したりできるよ
うに構成することも可能である。この場合、溶液セル３０に溶液を注入、又は排出するた
めの挿入口や排出口等を設けてもよい。この場合、結晶化溶液３１の分析中に、各物質の
濃度を調整したり、変化させたりして分析を行うことが可能となる。
【００６６】
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なお、溶液セル３０として、透過光による光吸収測定用に市販されている従来の角型や
円筒形などの溶液セルを使用することも考えられる。しかしながら、多くの市販溶液セル
の場合には、溶液セルを通過する入射光の光路長は、例えば５ｍｍ〜１ｃｍと長く、数ｍ
ｌ以上の溶液が必要となるため、タンパク質の結晶化については現実的に使用するのが難
しいと考えられる。
【００６７】
支持ホルダーは、平行な入射光を溶液セル３０に、任意の入射角度で入射するための回
転機構、入射光の光軸に対する位置移動等を行う機構を備える。
溶液セル３０への入射光の入射角度としては、垂直（入射角度０°）が特に好ましい。
また、垂直入射に近い角度、例えば５°以下であればよく、溶液セル３０の反射光が迷光
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となって散乱光検出部５の光検出器５０の受光部に入射しないように、支持ホルダーによ
り入射角度を調整する。このような入射角度の調整には、各種回転ステージ、各種傾斜ス
テージ等を利用する。また、特に、回転ステージや傾斜ステージ等を使用しなくても、溶
液セル３０を支持ホルダーに固定する際に、例えば、垂直入射の入射角度付近の僅かな角
度（例えば、１〜２°）で入射角度を調整できるように構成されていればよい。
【００６８】
また、支持ホルダーは、溶液セル３０を支持し、入射光の光軸に対して垂直方向に、溶
液セル３０を移動させる機構を備えてもよい。たとえば、支持ホルダーをＸ軸光学ステー
ジ、或いはＹ軸光学ステージ、又はＺ軸光学ステージ上に設置して、これら各軸の光学ス
テージによって、溶液セル３０を移動させてもよい。このような溶液セル３０の移動調整
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によって、測定溶液である結晶化溶液３１への入射光の照射位置、即ち、光ビームスポッ
ト位置を調整することが可能である。結晶化溶液３１への入射光の照射位置を調整するこ
とで、使用した溶液セル３０において、部分的な埃や汚れ、又は混入や残留の気泡等があ
って、散乱光の測定を妨げる場合等に、これらを避けて、結晶化溶液３１への入射光の照
射位置を設定できる。このため、溶液からの散乱光を正確に計測できる。
また、特に各軸の光学ステージを使用しなくても、溶液セル３０を支持ホルダーに固定
する際に、溶液セル３０中の結晶化溶液３１への入射光の照射位置を微調整するような機
構を備えるような構成としてもよい。
【００６９】
（測定散乱光変換部４の構成）
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次に、図４により、測定散乱光変換部４の詳細な構成について説明する。
図４は、測定試料部３の溶液セル３０と、測定散乱光変換部４のレンズ４０と、散乱光
検出部５の光検出器５０の受光部との配置を示している。具体的には、図４は、測定試料
部３の溶液セル３０、透過光遮蔽部４５（透過光ブロック）、測定散乱光変換部４のレン
ズ４０、及び散乱光検出部５の光検出器５０の受光部と、入射光、透過光、前方小角散乱
光、後方小角散乱光、及び平行前方小角散乱光との配置の関係を示している。
【００７０】
測定散乱光変換部４は、入射光が測定試料部３の溶液セル３０に入射して、溶液セル３
０内の結晶化溶液３１から放射される前方小角散乱光又は後方小角散乱光を平行光（コリ
メート光）、即ち、それぞれ平行前方小角散乱光又は平行後方小角散乱光に変換し、散乱
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光検出部５へ導く。具体的には、測定散乱光変換部４は、結晶化溶液３１から狭い所定の
散乱角範囲で放射された前方小角又は後方小角散乱光を集めて、平行光に変換し、当該平
行前方小角又は平行後方小角散乱光を散乱光検出部５の光検出器５０へ導入する。
散乱光検出部５は、測定散乱光変換部４によって平行光に変換された平行前方小角散乱
光又は平行後方小角散乱光を検出する。
【００７１】
測定散乱光変換部４は、レンズ４０と、支持ホルダー（図示せず）から構成される。支
持ホルダーは、レンズ４０を支持し、レンズ４０の位置や傾き角度を調整する機構を備え
ている。
【００７２】
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測定散乱光変換部４のレンズ４０としては、各種レンズ、例えば球面平凸レンズ、球面
両凸レンズ、非球面レンズ、円筒面平凸レンズ並びに円筒面両凸レンズ（以下、単に、「
シリンドリカルレンズ」と呼ぶ。）等の単一レンズ、及び光学的に性質の異なる単レンズ
を、２つ以上貼り合わせた各種アクロマティックレンズ等を用いることが可能である。
測定散乱光変換部４は、所定の散乱角度範囲で広がった散乱光を効率よく取り込み、平
行光に変換する作用を備えるように、上述の単一レンズ、アクロマティックレンズ、又は
、これら各種レンズを組み合わせた光学系等で構成する。
測定散乱光変換部４として構成する単一レンズは、特に円筒形のシリンドリカルレンズ
を用いることが好適である。また、２つ以上の円筒面レンズを貼り合わせて１枚のレンズ
としたアクロマテックシリンダーレンズも用いることが可能である。

10

【００７３】
測定散乱光変換部４のレンズ４０は、測定試料部３の溶液セル３０と散乱光検出部５の
光検出器５０の間に配置して、結晶化溶液３１から前方小角又は後方小角で放射的に散乱
された光を取り込み、平行光（コリメート光）に変換する。レンズ４０により変換された
平行前方小角散乱光又は平行後方小角散乱光は、散乱光検出部５の光検出器５０の受光部
に導かれる。
このため、測定散乱光変換部４のレンズ４０は、結晶化溶液３１からの前方小角散乱光
又は後方小角散乱光を平行光（コリメート光）に変換できる位置に配置される。そして、
レンズ４０で変換された平行前方小角散乱光又は平行後方小角散乱光が、光検出器５０の
受光部に垂直に入射するように光検出器５０が配置される。すなわち、散乱光検出部５の
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光検出器５０の受光部は、溶液セル３０からの透過光の光軸に対して垂直になるよう配置
される。
【００７４】
測定散乱光変換部４の支持ホルダーは、レンズ４０を支持し、レンズ４０の位置（高さ
方向及び水平方向の位置）と、傾き角度とを微調整する。具体的には、結晶化溶液３１の
前方小角散乱光又は後方小角散乱光が、最適な位置でレンズ４０へ入射されるように、支
持ホルダーは、レンズ４０の高さ方向と水平方向の位置に調整する。
また、レンズ４０の位置調整には、Ｘ軸精密光学ステージ、又はＹ軸精密光学ステージ
、及びＺ軸精密光学ステージを用いることが可能である。
また、レンズ４０の傾き角度の調整には、回転ステージや傾斜ステージを用いることが
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可能である。
【００７５】
さらに、結晶化溶液３１の前方小角散乱光の測定における各部の配置の詳細を示す具体
例について説明する。
図４に示すように、測定試料部３の溶液セル３０から測定散乱光変換部４のレンズ４０
までの距離Ａは、測定散乱光変換部４のレンズ４０の焦点距離ｆ（図示せず）、溶液セル
３０の構造、入射光のビームサイズ、及び入射光ビームの広がり角等に依存する。特に、
測定散乱光変換部４に使用するレンズ４０の焦点距離ｆに大きく依存する。
結晶化溶液３１からの前方小角又は後方小角の散乱光が微小な点から放射されたものと
見なすと、測定散乱光変換部４のレンズ４０を配置する位置は、理論的にはレンズ４０の
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焦点距離ｆとなる。すなわち、理論上は、距離Ａ＝ｆの位置に測定散乱光変換部４のレン
ズ４０を設置する。
しかしながら、測定散乱光変換部４のレンズ４０の最も適切な配置は、レンズ４０によ
って、平行な（コリメートされた）散乱光が得られる位置である。このため、この位置に
測定散乱光変換部４のレンズ４０を配置する。具体的には、測定散乱光変換部４のレンズ
４０を通過した散乱光が平行像となる位置に配置する。すなわち、測定散乱光変換部４の
レンズ４０を通過した散乱光が拡大されたり、若しくは縮小されたりしないような位置に
、レンズ４０を配置する。
【００７６】
より具体的に、測定散乱光変換部４のレンズ４０を配置する位置としては、測定試料部
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３の溶液セル３０からの前方小角散乱光又は後方小角散乱光が、測定散乱光変換部４のレ
ンズ４０によって、散乱光の平行像が得られるレンズの位置、つまり、平行前方小角散乱
光又は平行後方小角散乱光が得られるレンズ４０の位置になる。
散乱光は、実際には微小な点から放射されものではないために、溶液セル３０からレン
ズ４０までの距離Ａ（図４）は、レンズ４０の焦点距離ｆよりやや短い位置になる。
上述のようなレンズ４０の最適な配置位置としては、例えば、焦点距離ｆ＝７５ｍｍ、
１００ｍｍ、及び１５０ｍｍの平凸シリンドリカルレンズの場合、それぞれ距離Ａ＝６０
ｍｍ、９０ｍｍ、及び１３０ｍｍである。つまり、平凸シリンドリカルレンズを配置する
位置としては、Ａ＝ｆ−２０ｍｍ〜ｆ−１０ｍｍの位置範囲である。
実際には、レンズ４０を通過した散乱光が平行像となる位置に、測定散乱光変換部４の

10

レンズ４０を配置する。
なお、このレンズ４０を用いずに、前方小角散乱光又は後方小角散乱光を直接散乱光検
出部５の光検出器５０の受光部に導くような構成も可能である。すなわち、レンズ４０を
用いずに、測定試料部３からの広がった前方小角散乱光を、一度に光検出器で測定するよ
うな構成であってもよい。
【００７７】
ここで、結晶化溶液３１へ入射した光は、そのほとんどが散乱されずに直進透過する。
この結晶化溶液３１を通過した透過光は、結晶化溶液３１からの散乱光に比べて強度が極
めて大きい。このため、微弱な散乱光を測定する場合、強い透過光は光検出器５０の検出
レンジを遥かにオーバーして、微弱な散乱光を測定することが困難となる。つまり、比較
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的微弱な散乱光を測定するために利得（増幅度）を調整された光検出器５０への透過光の
入射は、検出信号のスケールオーバーを招き、好ましくない。また、この透過光は光検出
器５０への迷光の原因となり、微弱散乱光の計測を妨げる。このため、透過光遮蔽部４５
（図４）によって、溶液からの透過光の光検出器５０の受光部への入射を防止することが
好適である。すなわち、透過光遮蔽部４５は、散乱光検出部５の光検出器５０へ、溶液の
透過光が入射するのを遮断し、又は透過光の強度を低下（減衰）させる。
【００７８】
ここで、上述のように、結晶化溶液３１に対し、散乱光に比べて強い透過光が直接、光
検出器５０の受光部に入射すると、微弱な散乱光の測定を妨げる。このために、溶液セル
からの透過光が散乱光検出部５の光検出器５０への入射することを防止するように、透過
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光遮蔽部４５を透過光の光軸上に配置することが好適である。
透過光遮蔽部４５は、特に結晶化溶液３１からの前方小角散乱光を計測する場合に、例
えば、レンズ４０と光検出器５０との間、又は溶液セル３０とレンズ４０との間に配置さ
れる。これにより、透過光遮蔽部４５は、散乱光検出部５の光検出器５０へ、溶液の透過
光が入射するのを防止させる。
具体的には、透過光遮蔽部４５は、測定試料部３の結晶化溶液３１を透過した、溶液セ
ル３０からの透過光が散乱光検出部５の光検出器５０へ入射することを防止する。これに
より、結晶化溶液３１の散乱光の測定において、透過光が影響しないようにすることが可
能となる。
【００７９】
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透過光遮蔽部４５は、各種吸収体、各種ミラー等を用いることができる。さらに透過光
遮蔽部４５は、散乱光を発生しないことが必要である。
透過光遮蔽部４５の材料は、透過光を遮断する機能、又は透過光の強度を低下させ、更
に散乱光を発生しない材質で構成されれば、特に制限はない。このため、透過光遮蔽部４
５として、例えば、紙、金属、プラスチック、ガラス、木材などの材料を用いることがで
きる。透過光の遮断する効果、又は減衰させる効果を高めるには、これらの材料の表面に
特に黒色につや消しをすることが好適である。
透過光遮蔽部４５として、各種光学デバイスも用いることが可能である。たとえば、フ
ィルター、ミラー、ハーフミラー、ビームスプリッター、光路変更用光学デバイス等を用
いることが可能である。より具体的には、金属、金属膜、及び誘電体多層膜等の各種ミラ
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ーやハーフミラー、偏光板や波長板等の偏光素子、光吸収物質を含有させた吸収型ＮＤフ
ィルター、金属膜等で構成された反射型ＮＤフィルター、各種プリズムやレンズ等の光路
変更用光学素子などを用いてもよい。
【００８０】
なお、拡散板のような透過光を拡散させて透過光を弱めるタイプの光学素子は、測定対
象以外の散乱光を増やす原因となるために、透過光遮蔽部４５には使用しない方がよい。
上述したように、透過光遮蔽部４５は、溶液セルからの透過光を防止し、更に散乱光を発
生させないように構成される。透過光遮蔽部４５によって散乱光が新たに発生した場合、
測定対象の結晶化溶液３１からの散乱光に重なって、散乱光検出部５の光検出器５０で検
出され、目的の散乱光を正確に測定することが困難となるためである。

10

【００８１】
また、透過光の形状とそのサイズは、光源１から出射される入射光のビームサイズ、及
び入射光調整部２から測定試料部３へ入射される光ビームの形状とサイズ、測定試料部３
の溶液セルの構造、レンズ４０の焦点距離ｆ等に依存する。
このため、透過光遮蔽部４５で使用する部材の形状とサイズは、透過光の形状とそのサ
イズに応じて、決定する。たとえば、円状の透過光の場合、それよりもサイズの大きな円
板上の部材を用いる。この際、透過光遮蔽部４５がレンズ４０と光検出器５０との間に配
置される場合には、レンズ４０により透過光が収束され又は拡散されるため、透過光遮蔽
部４５の配置位置における透過光の形状とサイズに対応した部材を用いる。
【００８２】
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透過光遮蔽部４５は、溶液セルからの透過光を遮断する、又は透過光の強度を低下させ
る一方、測定試料部３の結晶化溶液３１から放射される散乱光も遮断する、又は散乱光の
強度を低下させる。つまり、透過光遮蔽部４５は、散乱光検出部５の光検出器５０へ入射
する散乱光に対しては影体となり、その影の部分に相当する散乱角範囲では、正確な散乱
光の測定が困難となる。したがって、結晶化溶液３１の前方小角散乱光の低角度側まで正
確に測定するために、透過光遮蔽部４５の部材としては、可能な限り大きさを小さくする
ことが好適である。このため、透過光遮蔽部４５には、透過光のビームのサイズよりもや
や大きいサイズの部材を用いることが好適である。
たとえば、直径１ｍｍφの円状の透過光に対しては、直径１．５ｍｍ以上で４ｍｍ以下
程度の円板状の部材等が好適である。
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【００８３】
また、透過光遮蔽部４５は、散乱光検出部５の光検出器５０への溶液セル３０からの透
過光の入射を防止するために、測定試料部３と散乱光検出部５の間で、透過光の光軸上で
、透過光を光検出器５０の受光部に入射させないように配置する。また、透過光遮蔽部４
５は、透過光の光軸（進む方向）上に配置すればよく、その位置（距離）には制限はない
。
また、透過光遮蔽部４５を配置する位置は、測定試料部３と測定散乱光変換部４の間、
又は測定散乱光変換部４と散乱光検出部５の間のどちらでもよい。
たとえば、図４に示すように、測定散乱光変換部４のレンズ４０と、散乱光検出部５の
光検出器５０との間に透過光遮蔽部４５を配置することが可能である。ここで、散乱光検
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出部５の光検出器５０の受光面により近い位置に、透過光遮蔽部４５を配置した方が透過
光の入射を防止する効果がより高いため、測定散乱光変換部４と散乱光検出部５との間に
配置することが特に好ましい。この場合、上述したように、レンズ４０の集光作用により
透過光が集光され、そのビーム径がより小さくなるために、よりサイズの小さい透過光遮
蔽部４５で透過光を遮蔽することが可能となる。また、小さいサイズで遮蔽できるように
なるため、より小角の散乱角での測定が可能となる。
【００８４】
なお、上述したように、透過光遮蔽部４５は、測定試料部３の溶液セル３０と、測定散
乱光変換部４のレンズ４０との間に配置してもよい。
また、透過光遮蔽部４５は、後方小角散乱光を測定する構成においては、配置されなく
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てもよい。
【００８５】
（散乱光検出部５の構成）
再び図２を参照して説明すると、散乱光検出部５は、光検出器５０と、調整機構（図示
せず）と、光検出器５０からの信号を増幅したり光検出器５０を冷却したりする増幅冷却
部５１と、光検出器５０からの出力信号や光検出器５０への制御信号をやりとりするため
の制御インターフェース（図示せず）と、光検出器５０の駆動電源（図示せず）等とを含
んで構成される。
【００８６】
光検出器５０は、結晶化溶液３１による散乱光の検出に適した光検出器である。光検出
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器５０は、例えば、マルチチャンネルフォトダイオードアレイ並びにリニアイメージセン
サ等の多数の光センサ素子アレイ、ＣＣＤイメージセンサ（Ｃｈａｒｇｅ−Ｃｏｕｐｌｅ
ｄ

Ｄｅｖｉｃｅ）、ＣＭＯＳイメージセンサ等を含むマルチチャンネル光検出器（多数

画素からなる光検出器）を受光部として備えるよう構成する。すなわち、本実施形態の散
乱光検出部５の光検出器５０として、多数の微小光検出素子を高密度で並べられた大面積
の光検出器であるマルチチャンネル光検出器が好ましい。光検出器５０は、例えば、０．
１秒以下、より好適には、５０ｍｓ（ミリ秒）以下の瞬時の時間で、一度に、例えば、所
定の散乱角範囲の強度分布を取得する。
マルチチャンネル光検出器を利用する光検出方法では、光検出器５０を移動させること
なく、平行前方小角散乱光又は平行後方小角散乱光のビーム内の強度分布を一度に、瞬時

20

に測定することができる。したがって、この光検出器５０により、結晶化溶液３１の前方
小角又は後方小角散乱光を一度に、瞬時に計測することが可能となり、タンパク質凝集体
形成から結晶核形成までのプロセスを追従することができるようになる。
【００８７】
散乱光検出部５の光検出器５０の受光感度は、散乱光測定に使用する光源１の光波長付
近で高いことが好ましい。また、結晶化溶液３１からの散乱光は、一般に微弱である。比
較的散乱光強度が大きい、前方小角散乱光又は後方小角散乱光でさえ、各種微粒子、例え
ばシリカ（ＳｉＯ2）微粒子、ポリエチレンやポリスチレン等の高分子コロイド、金属コ
ロイド等の微粒子の散乱光に比べて極端に散乱光強度は小さいために、散乱光検出部５の
光検出器５０は高い感度をもつことが好ましい。微弱な散乱光を測定するために、光検出
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器５０を高感度の状態で使用する。そのためには、光検出器５０自体の量子効率が高いこ
とは勿論必要であって、更に、光検出器５０の暗電流ノイズを可能な限り低く抑えるよう
に、光検出器５０には、発熱を緩和するための送風機講、及び低温度に冷却する機構等を
備えてもよい。
【００８８】
このため、散乱光検出部５に適した光検出器５０の受光部としては、特にＣＣＤエリア
イメージセンサが好ましい。微弱光検出用のＣＣＤエリアイメージセンサが特に適してお
り、量子効率が８０〜９０％以上と高く、暗電流の非常に小さく、飽和電荷量が大きく、
ダイナミックレンジの広いリニアイメージセンサが好ましい。
このＣＣＤエリアイメージセンサには、暗電流を低く抑えるために、増幅冷却部５１等
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にペルチェ素子等の電子冷却器を内蔵して、例えば−１０℃以下までＣＣＤを冷却するよ
うに構成してもよい。
ＣＣＤエリアイメージセンサの出力応答速度、即ち、読み出し速度（電荷の転送速度）
は、１００μs程度以下であればよい。
【００８９】
光検出器５０のマルチチャンネル光検出器に含まれる微小光検出素子（最小単位の光検
出素子）は、画素であるチャンネル（ピクセル）で示され、その数は画素数として表され
る。たとえば、光検出器５０の受光部の受光面積が横２４．５７６ｍｍ×高さ２．９２８
ｍｍの長方形である場合、光検出器５０に入射した光を実際に検出できる微小光検出素子
の有効画素サイズが、例えば２４μｍ×２４μｍ（正方形）であれば、有効画素数は、１
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０２４×１２２チャンネル（ピクセル）である。
【００９０】
散乱光検出部５の多数の微小光検出素子からなる光検出器５０の受光部の受光面の形状
とサイズは、測定対象の結晶化溶液３１から放射される前方小角又は後方小角散乱光の測
定散乱角範囲を決定する。
なお、この多数画素からなる光検出器５０を用いての散乱光の散乱角度の算出方法につ
いては、後述する。
【００９１】
光検出器５０の受光部の受光面の形状としては、特に制限はなく、長方形をはじめ、正
方形、楕円形、円形、三角形等であってもよく、測定散乱光変換部４によって平行光に変
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換された平行前方小角散乱光又は平行後方小角散乱光のビームの形状を考慮して、決定し
てもよい。
すなわち、結晶化溶液３１からの散乱パターンに影響を及ぼす、溶液セル３０へ入射す
る入射光ビームの形状とサイズ及び溶液セル３０の構造、溶液セル３０からの前方小角又
は後方小角散乱光の放射パターン、測定散乱光変換部４によって平行光に変換された平行
前方小角散乱光又は平行後方小角散乱光の形状とビームサイズによって、散乱光検出部５
の光検出器５０の受光部の受光面の形状とサイズが決定される。
また、逆に、使用できる光検出器５０の受光面の形状とサイズに制約がある場合には、
反対に、受光面の形状とサイズを考慮して、入射光ビームの形状とサイズ、溶液セル３０
の構造、測定散乱光変換部４のレンズ群を選定してもよい。
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【００９２】
たとえば、入射光ビームの形状が円形で、溶液セル３０の構造が入射側と出射側が平面
状であって、従って、溶液セル３０からの前方小角又は後方小角散乱光が、円錐形状に広
がる放射パターンとなる場合、測定散乱光変換部４として、円筒面平凸レンズ（シリンド
リカルレンズ）が用いられる。このため、得られた平行前方小角散乱光又は平行後方小角
散乱光のビーム形状に適する、散乱光検出部５の光検出器５０の受光部の受光面の形状は
、長方形等となる。
【００９３】
また、図４を再び参照すると、散乱光検出部５の光検出器５０の受光部を配置する位置
は、測定散乱光変換部４のレンズ４０によって変換された平行な（コリメートされた）前
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方小角散乱光又は後方小角散乱光を光検出器５０の受光部で正確に受光できる位置であれ
ばよい。
つまり、散乱光検出部５の光検出器５０の光検出器５０の受光部に対し、平行前方小角
散乱光又は平行後方小角散乱光を垂直に入射させ、光検出器５０の受光面の各受光位置か
ら、測定した散乱光強度の散乱角分布が得られるように、前方小角散乱光測定の場合、測
定散乱光変換部４のレンズ４０の後方（入射光の向きに対して下流）に光検出器５０を配
置する。なお、後方小角散乱光測定の場合には、溶液セル３０の前方に（入射光の向きに
対して上流）に、光検出器５０を配置することが可能である。
【００９４】
具体的には、前方小角散乱光測定の例である図４に示すように、測定散乱光変換部４の
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レンズ４０から光検出器５０の受光部までの距離Ｂには、特に制限はない。しかしながら
、距離Ｂを大きくとり、散乱光検出部５の光検出器５０を測定散乱光変換部４のレンズ４
０から離し過ぎて配置した場合、その部分の光学系にスペースをとることになり、その結
果、本発明の実施の形態に係る結晶化分析装置Ｚが大型化する。
【００９５】
このため、本発明の実施の形態に係る結晶化分析装置Ｚを小型な装置にするには、測定
すべき散乱角範囲を考慮して、測定散乱光変換部４のレンズ４０を選定し、測定散乱光変
換部４のレンズ４０から光検出器５０の受光部までの距離Ｂが可能な限り短くなるように
、レンズ４０と光検出器５０を配置することが好適である。
【００９６】
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加えて、レンズ４０と光検出器５０とは、他の光学素子等からの散乱光による迷光が、
散乱光検出部５の光検出器５０の受光部へ入射することを避けて、平行前方小角散乱光又
は平行後方小角散乱光を正確に検出できる位置に配置することが好適である。
【００９７】
具体的には、測定散乱光変換部４のレンズ４０から光検出器５０の受光部までの距離Ｂ
は、レンズ４０の焦点距離と同じ程度の値が好ましく、つまり、Ｂ＝ｆの付近になるよう
に、光検出器５０を配置することが好ましい。
【００９８】
また、散乱光検出部５の位置の調整機構により、平行前方小角散乱光又は平行後方小角
散乱光が、散乱光検出部５の光検出器５０の受光部へ正確に入射するように、光検出器５
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０の受光部の位置を微調整することが好適である。
この調整機構は、具体的には、Ｘ軸精密光学ステージ、或いはＹ軸精密光学ステージ、
又はＺ軸精密光学ステージ上に、散乱光検出部５の光検出器５０を搭載して、測定散乱光
変換部４によって平行光に変換された平行前方小角散乱光又は平行後方小角散乱光が、光
検出器５０の受光部へ垂直に入射して、正確に散乱光の検出が行えるように、光検出器５
０の受光部の位置を調整する。
【００９９】
ここで、溶液セル３０からの透過光の光軸は、測定試料部３の溶液セル３０の位置、測
定散乱光変換部４のレンズ４０の位置、及び光検出器５０の受光部の位置を調整する際の
基準となる。したがって、多数のチャンネル（ピクセル）からなる光検出器５０の受光部
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の基準（ゼロ点）が透過光の光軸上になるように、光検出器５０の位置調整（アライメン
ト）を行うことが好ましい。しかしながら、光検出器５０の受光部の中で、透過光が入射
する受光位置に相当するチャンネル（ピクセル）が分かれば、受光部中のその位置を基準
（ゼロ点）としてもよい。光検出器５０の受光部の位置調整（アライメント）には、光検
出器５０を載せたＸ軸精密光学ステージ、或いはＹ軸精密光学ステージ、又はＺ軸精密光
学ステージによって行う。
【０１００】
なお、平行前方小角散乱光又は平行後方小角散乱光の検出方法としては、受光面積の小
さな一個の光検出素子、例えば受光面積の小さな一個のフォトダイオードを用いて、測定
すべき広い平行散乱光ビーム内を光の進行方向に対して、横方向、例えば垂直方向に移動
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させて、平行散乱光ビームの強度分布を計測し、平行前方小角散乱光又は平行後方小角散
乱光を測定してもよい。しかしながら、この検出方法では、光検出素子の移動機構が必要
となるために、結晶化分析装置Ｚの小型化が難しい上に、結晶化溶液３１の散乱光の瞬時
測定には向かない。したがって、タンパク質の凝集体形成から結晶核形成までの結晶化の
過程を実時間で追従する際には適さない。
【０１０１】
（計測解析部６の構成）
再び図２を参照すると、計測解析部６は、光検出器５０を結晶化溶液３１の散乱光を解
析する。つまり、計測解析部６は、散乱光検出部５の光検出器５０で検出された散乱光の
強度信号を計測して、散乱光の測定データの記録、測定データの解析、及びグラフ化など
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の処理を行う。また、計測解析部６は、測定終了後に、記録した測定データを再現して、
測定データを解析して、グラフ化したりすることも可能である。
【０１０２】
具体的には、計測解析部６は、例えば、散乱光検出部５から得られた、平行前方小角散
乱光又は平行後方小角散乱光における散乱光強度の位置分布を、散乱角度に対する散乱光
強度関数に変換する機能を備える。
すなわち、例えば、散乱光検出部５の散乱光の光検出器５０が、多数の微小光検出素子
（ピクセル）から構成されるＣＣＤ型の光検出器、あるいは多数の光検出素子から構成さ
れるアレイ型の光検出器等である場合、各光検出素子（以下、単にチャンネル（ピクセル
）と呼ぶ。）で測定された散乱光の強度から得られる、チャンネル（ピクセル）に対する
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散乱光強度の分布を、散乱角度に対する散乱光強度関数に変換する。
さらに、計測解析部６は、得られた散乱角に対する散乱強度関数を、散乱ベクトルの大
きさ（以下、単に「散乱ベクトル」という。）に対する散乱光強度関数に変換する。
また、計測解析部６は、得られた散乱ベクトルに対する散乱光強度関数を両対数のグラ
フ化する。たとえば、横軸の散乱ベクトルを対数化し、縦軸の散乱光強度の対数化してグ
ラフ化する。ここで対数化には、対数の底の値には制限がないが、常用対数、又は自然対
数が適切である。
この際、計測解析部６は、散乱光の計測では、結晶化溶液３１からの散乱光が微弱な散
乱光であっても、散乱光データとして取り扱えるような演算を行う。たとえば、短時間に
多数回、散乱光の測定を行い、取得した散乱光データに対する平均等の演算を行う。
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さらに、計測解析部６は、測定した散乱光データを解析して、測定溶液である結晶化溶
液３１中に形成されたタンパク質凝集体を分析する。
【０１０３】
また、計測解析部６は、光検出器５０を制御するコントローラ６ａと、光検出器５０か
らのデータを処理するデータ処理装置６ｂとを含んでいる。
コントローラ６ａは、光検出器５０とデータ処理装置６ｂとを接続するインターフェイ
ス機能をもつデバイス等である。コントローラ６ａは、データ処理装置６ｂによって制御
される。
データ処理装置６ｂは、例えば、パーソナルコンピュータ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ

Ｃｏｍ

ｐｕｔｅｒ、ＰＣ）等の演算処理装置である。
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また、計測解析部６は、ＣＰＵ等の制御手段、ＲＡＭやＲＯＭやＨＤＤやＳＳＤ等の記
録媒体、入力手段としてＰＣに接続されるキーボードやマウス等、表示手段としてＬＣＤ
や有機ＥＬを用いたディスプレイ、出力手段としてプリンター等を備えていてもよい。ま
た、計測解析部６は、ＵＳＢメモリ等の外部の記録媒体を接続して、データを入出力する
ことも可能である。
【０１０４】
より具体的に説明すると、散乱光検出部５の光検出器５０で検出された散乱光強度のア
ナログ信号は、光検出器５０に備わった増幅冷却部５１によって適宜の増幅度で増幅され
て、計測解析部６のデータ処理装置６ｂにデジタルデータとして取り込まれる。この際、
光検出器５０を制御するコントローラ６ａが、散乱光の測定、測定データの転送を制御す
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る。また、コントローラ６ａは、データ処理装置６ｂによって駆動制御される。
計測解析部６のデータ処理装置６ｂでは、得られた散乱光の測定データを記録し、測定
データをディスプレイ上にグラフとして表示し、測定データに対して必要な演算処理を行
う。より具体的には、散乱光測定データのグラフ化の例として、２次元グラフでは、縦軸
に散乱光の強度（Ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ）ＩSで横軸に受光器の微小光検出素子の位置（チ
ャンネル（ピクセル））ｘ［ＩS−ｘ表示］、縦軸に散乱光強度ＩSで横軸に散乱角度θｓ
［ＩS−θｓ表示］、縦軸に散乱光強度で横軸に散乱ベクトルｑ（又はｑ／ｋ0、ここでｋ
0は入射光の波数でｋ0＝４π／λ、λは入射光の波長）［ＩS−ｑ表示、又はＩS−ｑ／ｋ
0表示］等である。ここで、受光器の微小光検出素子の位置ｘ（チャンネル（ピクセル）

）から、散乱角度θｓや散乱ベクトルｑを算出する演算方法については後述する。

40

【０１０５】
上記のような散乱光測定データのグラフは、通常の線形スケールで表示してもよい。し
かしながら、測定した前方小角散乱光又は後方小角散乱光からタンパク質の結晶化を分析
するには、後述するように、測定散乱光データの両対数グラフ表示によって解析すること
が好適である。
また、散乱光測定データのグラフ化の例として、上記の２次元グラフ化の例以外にも、
散乱光測定データの時間経過を表すために、さらに時間軸を追加して３次元グラフ化する
ことも可能である。結晶化溶液３１において、タンパク質結晶化の重要な過程である、凝
集体形成から結晶核形成までの結晶化ステップの様子を分析する場合には、特に上記のよ
うな時間軸を追加しての散乱光測定データの３次元グラフ化をすることが好適である。
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散乱光の解析処理については、後述する。
【０１０６】
なお、計測解析部６は、コントローラ６ａをＵＳＢ等の汎用規格のインターフェイス回
路で構成し、データ処理装置６ｂとしてＬｉｎｕｘ（登録商標）やＷｉｎｄｏｗｓ（登録
商標）等のＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ

Ｓｙｓｔｅｍ）をインストールしたＰＣに解析ソ

フトウェア（プログラム）をインストールして実行するよう構成されていてもよい。
【０１０７】
〔散乱光の取得方法〕
次に、再び図４を参照して、結晶化溶液３１からの前方小角散乱光の取得方法の詳細に
10

ついて説明する。
測定散乱光変換部４によって、平行光（コリメート光）に変換された平行前方小角散乱
光が、散乱光検出部５の光検出器５０の多数のチャンネル（ピクセル）を含む受光部に入
射して、散乱光が検出される。溶液セル３０からの透過光の光軸からの散乱角度θｓは、
散乱光検出部５の光検出器５０の受光部における微小光検出素子の位置［チャンネル（ピ
クセル）の位置ｘ］に対応する。このため、所定の計算式により、散乱角度θｓが算出さ
れる。この具体的な計算式は、後述する。
また、測定された散乱光の強度分布ＩS、即ち、光検出器５０のチャンネル（ピクセル
）位置ｘに対する散乱光の強度関数（強度分布）から、散乱角度θｓに対する散乱光の強
度関数（強度分布）ＩS−θｓが得られる。さらに、求められた散乱角度θｓから、所定
の計算式（後述する）により、散乱ベクトルｑ（又はｑ／ｋ0、ここでｋ0は入射光の波数

20

でｋ0＝２π／λ、λは入射光の波長）が算出され、散乱ベクトルｑ（又はｑ／ｋ0）に対
する散乱光の強度関数（強度分布）ＩS−ｑ（又はＩS−ｑ／ｋ0）が得られる。
以下で、散乱光検出部５の光検出器５０により測定された散乱光から、具体的に散乱光
の強度関数（強度分布）を算出する算出処理について説明する。
【０１０８】
〔散乱光の強度関数（強度分布）の算出処理〕
測定対象の結晶化溶液３１に照射される入射光ビームのサイズが小さく、測定試料部３
の溶液セル３０から出射される散乱光の放射部分が、点と見なせるとすると、溶液セル３
０からの透過光の光軸から計った散乱角度θｓは、次の式で表される。
30
‑1

θｓ＝ｔａｎ

（ｘ／ｆ）

……

式（１）

ここで、図４に示すように、ｘは、散乱光検出部５の光検出器５０の受光部における微
小光検出素子［チャンネル（ピクセル）］の位置であり、ｆは、測定散乱光変換部４のレ
ンズ４０の焦点距離である。
【０１０９】
ここで、測定可能な前方小角散乱光の最大散乱角度θｓMaxは、図４に示すように、測
定散乱光変換部４のレンズ４０が取り込める最大角度、及び変換された平行前方小角散乱
光を検出する光検出器５０の受光部の有効受光サイズ等によって決まる。レンズ４０が取
り込める最大角度は、具体的には、そのレンズの有効サイズ、ＮＡ値、及び焦点距離ｆに

40

よって決定される。
【０１１０】
測定する前方小角散乱光の散乱角度θｓは、１５°程度以下の散乱角範囲、特に１０°
以下、即ち、散乱角度θｓは、２．６１８×１０‑1ｒａｄ程度以下、特に１．７４５×１
０‑1ｒａｄ以下と小さい。
たとえば、測定散乱光変換部４のレンズ４０として、焦点距離ｆ＝１００ｍｍのシリン
ドリカルレンズを用い、測定試料部３の溶液セル３０から焦点距離付近の位置、即ち、Ａ
＝１００ｍｍ付近の位置にシリンドリカルレンズを配置する。このシリンドリカルレンズ
で、結晶化溶液３１から放射される散乱光を取り込み、変換された平行前方小角散乱光を
、散乱光検出部５の光検出器５０（ここでは、有効受光サイズを２５ｍｍとする）ですべ
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て検出したとすると、式（１）でｆ＝１００ｍｍ、ｘ＝２５ｍｍとして算出される散乱角
度は、測定可能な前方小角散乱光の最大散乱角度θｓMaxに対応し、θｓMax＝１４．０４
°（２．４５０×１０‑1ｒａｄ）と算出される。
したがって、測定すべき散乱光の最大散乱角度θｓMaxに応じて、測定散乱光変換部４
として用いるレンズの仕様（レンズの有効サイズ、ＮＡ値及び焦点距離ｆ）を選定して、
散乱光検出部５の光検出器５０としては、測定散乱光変換部４のレンズ４０によって変換
された平行前方小角散乱光を検出できる有効受光サイズ以上であることが好ましい。
【０１１１】
測定散乱光変換部４のレンズ４０によって、平行光（コリメート光）に変換された平行
前方小角散乱光は、散乱光検出部５の光検出器５０の受光部に入射して、受光部の各微小

10

光検出素子［チャンネル（ピクセル）］において、散乱光が検出される。
溶液セル３０からの透過光の光軸から、光検出器５０の受光部におけるｉ番目のチャン
ネル（ピクセル）までの距離を距離（位置）ｘiとする（ここで、ｉ番目のチャンネル（
ピクセル）は、透過光の光軸から数えた微小光検出素子を示す。つまり、図４に示すよう
に、ｉ＝０を透過光の光軸に対応させる）、位置ｘiは、次の式で表される。
ｘi＝ｉΔｘ

……

式（２）

ここで、Δｘは、理論的な最小ユニット（１チャンネル（ピクセル）当たりの受光部サ
20

イズ）である。
【０１１２】
散乱光検出部５の光検出器５０の受光部が、一次元に配列した多数の微小光検出素子
［チャンネル（ピクセル）］から構成されている場合、光検出器５０の受光部のチャンネ
ル（ピクセル）数をＮ、受光部のサイズをＬとすると、Δｘは単に次のようになる。
Δｘ＝Ｌ／Ｎ

……

式（３）

光検出器５０の受光部が、二次元配列した多数の微小光検出素子［チャンネル（ピクセ
ル）］から構成されている場合であっても、受光部の形状とサイズ、及び微小光検出素子
の形状とサイズに基づいて、一次元配列の光検出器同様にΔｘを求めることができる。

30

したがって、式（１）〜式（３）によって、光検出器５０の受光部のチャンネル（ピク
セル）位置（ｉ番目）から、散乱角度θｓを算出する。
【０１１３】
さらにまた、散乱ベクトルｑは、散乱角度θｓから、下記の式で算出される。
ｑ＝２ｋ0ｓｉｎ（θｓ／２）

……

式（４）

ここで、ｋ0は入射光の波数でｋ0＝２π／λ、λは入射光の波長である。
【０１１４】
式（１）と式（４）から、散乱ベクトルｑは、次のように表され、光検出器５０の受光

40

部のチャンネル（ピクセル）の位置ｘiから算出される。
ｑ＝２ｋ0ｓｉｎ［１／２・ｔａｎ‑1（ｘi／ｆ）］

……

式（５）

【０１１５】
〔結晶化溶液３１の測定、分析処理〕
次に、図５を参照して、本発明の実施の形態に係る結晶化分析装置Ｚを用いて、結晶化
溶液３１の前方小角散乱光又は後方小角散乱光を解析し、タンパク質の凝集、結晶化を分
析する測定、分析処理について説明する。なお、本実施形態の測定、分析処理は、本実施
形態の結晶化分析方法に係る処理である。
測定、分析処理において、本実施形態の結晶化分析装置Ｚは、前方小角散乱光又は後方
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小角散乱光に基づき、結晶化溶液３１におけるタンパク質の凝集、結晶化を実時間で分析
する。つまり、結晶化分析装置Ｚは、前方小角又は後方小角の光散乱、特に前方小角散乱
光の測定によって、結晶化剤を含む結晶化溶液３１中におけるタンパク質の凝集体の形成
から、結晶核の形成、微結晶の形成などの結晶化形成の結晶化状態を実時間で測定する。
これにより、測定対象の結晶化溶液３１が結晶化する状態にあるかどうか、即ち、結晶化
溶液３１が上述の準安定領域にあるか等、若しくは、タンパク質が凝集体形成から微結晶
等の結晶化形成までの過程についての分析を行うことが可能となる。
以下で、結晶化溶液３１の散乱光を散乱光検出部５で測定し、計測解析部６により測定
データを分析する測定、分析処理の詳細について、図５を参照して説明する。本実施形態
の測定、分析処理は、計測解析部６の制御部が、記録媒体に記録された解析ソフトウェア

10

を、ハードウェア資源を用いて実行することで実現可能である。
【０１１６】
ここで、結晶化溶液３１の測定、分析の前に、結晶化溶液３１を調製する。ここでは、
結晶化溶液３１として、結晶化させたい生体高分子、例えばタンパク質と、塩等の電解質
やグリコール等の有機溶媒等の結晶化剤と、緩衝液とを所定の条件（濃度、温度、ｐＨ値
等）で調整する。このような結晶化溶液３１の調合は、例えばマイクロチューブ等の中で
各溶液を混合させて行う。この上で、調製した結晶化溶液３１を溶液セル３０に注入する
。
そして、結晶化溶液３１を溶液セル３０に注入した後、溶液からの蒸発を防止するため
に、例えばパラフィンオイル等でシールする。また、液漏れ防止のために、２枚の平板状

20

基板３２ａ、３２ｂとスペーサー３３との間を疎水性のシリコングリースやフッ素グリー
ス等でシールすることも好適である。
また、測定試料部３の溶液セル３０から結晶化溶液３１が漏れ出ないように、スペーサ
ーと基板とを強く密着させ、適宜、留め金具等でクリップしてもよい。
なお、この結晶化溶液３１や各種溶液（緩衝液、タンパク質溶液、結晶化剤溶液等）の
測定試料部３への導入に関して、結晶化分析装置Ｚに備えられたマイクロパイプ等の輸液
機構等を制御して実現するように構成できる。このような輸液機構等の制御には、計測解
析部６のＰＣ等を用いることができる。
【０１１７】
（ステップＳ１０１）

30

まず、結晶化分析装置Ｚの計測解析部６は、前方小角散乱光又は後方小角散乱光の測定
を行うための初期設定処理を行う。
計測解析部６は、散乱光検出部５の光検出器５０の計測条件を設定する。具体的には光
検出器センサの露光時間、出力増幅器の利得（アンプゲイン）、光検出器センサヘッドの
温度制御、光検出器センサの読み出しモードの選択、データ取得に関する計測モードの選
択、計測回数、取得するデータの種類を分類するための取得データモード、光検出器セン
サの信号読み出し周波数値の選択、光検出器センサの信号読み出しに関するトリガモード
の選択、及び光検出器センサのシャッター制御モードの選択等を設定する。
また、計測解析部６は、光源１の種類や波長、入射光量の調整、測定散乱光変換部４を
含む光学系、制御及び計測回路系の構成等について、実験を行うユーザーの設定等の入力

40

を入力手段により取得する。
計測解析部６は、上述した結晶化溶液３１の調合条件を含めて、実験を行うユーザーが
設定した各計測条件等についてのデータを記録する。これらの記録した設定は、結晶化溶
液３１の溶液状態を分析する際に使用することが可能である。
【０１１８】
（ステップＳ１０２）
次に、散乱光検出部５は、前方小角散乱光又は後方小角散乱光についての散乱光測定処
理を行う。
この処理において、計測解析部６は、散乱光検出部５を制御して、平行前方小角散乱光
又は平行後方小角散乱光の強度信号を一度で、瞬時に取得する。
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【０１１９】
（ステップＳ１０３）
次に、計測解析部６は、測定散乱光データ処理を行う。
計測解析部６は、散乱光検出部５の光検出器５０で測定した散乱光データ、散乱角度θ
ｓや散乱ベクトルｑの算出等に関する処理を行う。
計測解析部６は、具体的には、光検出器５０の受光部のチャンネル（ピクセル）位置ｘ
iに対する散乱光の強度関数（強度分布）ＩS−ｘi、散乱角度θｓに対する散乱光の強度

関数（強度分布）ＩS−θｓ、及び散乱ベクトルｑ（又はｑ／ｋ0）に対する散乱光の強度
関数（強度分布）ＩS−ｑ（又はＩS−ｑ／ｋ0）など、ステップＳ１０５の散乱光解析で
10

必要となるデータを処理する。
このデータ処理は、計測解析部６のＰＣのディスプレイ等の表示手段上で測定データを
確認しながら行うことが可能である。また、計測解析部６は、ＰＣにインストールした解
析ソフトウェアを実行することによって、一連のデータ処理を自動的に、瞬時に行うこと
も可能である。特に、結晶化溶液３１の散乱光の測定から、タンパク質の凝集体形成や結
晶化への過程を分析する場合には、上記の一連のデータ処理を自動的に瞬時に行う。さら
に、結晶化溶液３１の散乱光の測定を行いながら、計測解析部６のＰＣのディスプレイ等
に、上述の一連の測定データを表示して、リアルタイム（実時間）でタンパク質の凝集体
形成や結晶化への過程を分析することも可能である。
【０１２０】

20

（ステップＳ１０４）
計測解析部６は、散乱光データの保存処理を行う。
計測解析部６は、上述のステップＳ１０３の測定散乱光データ処理で得られたデータ、
即ち、ＩS−ｘi、ＩS−θｓ、ＩS−ｑ（又はＩS−ｑ／ｋ0）等の散乱光の処理データを、
計測解析部６の記録媒体、例えば、ハードディスクやＵＳＢメモリ等に一旦、記録してお
おく。
【０１２１】
（ステップＳ１０５）
計測解析部６は、測定散乱光解析処理を行う。
計測解析部６は、記録した散乱光の処理データ、特にＩS−ｑ（又はＩS−ｑ／ｋ0）の
散乱光データを、計測解析部６のディスプレイ上に表示して、特に、両対数表示ｌｏｇＩ

30

S−ｌｏｇｑ（又はｌｏｇＩS−ｌｏｇ（ｑ／ｋ0））で表示する。ここで、表示する対数

は、底がいずれの自然数値でもよく、常用対数又は自然対数が好ましい。
また、計測解析部６は、散乱光の強度関数（強度分布）ＩS−ｑ（又はＩS−ｑ／ｋ0）
が、ＩS＝Ｉ0ｑ‑α、又はＩS＝Ｉ0（ｑ／ｋ0）‑α（ここで、Ｉ0は、ｑ＝０のときの散乱
光強度、αは正のべき数である）であるかどうかについて、データ解析する。ＩS＝Ｉ0ｑ
‑α

の両対数をとると、

ｌｏｇＩS＝ｌｏｇＩ0−αｌｏｇｑ

……

式（６）
40

又は、
ｌｏｇＩS＝ｌｏｇＩ0−αｌｏｇ（ｑ／ｋ0）

……

式（７）

であるから、両対数表示ｌｏｇＩS−ｌｏｇｑ（又はｌｏｇＩS−ｌｏｇ（ｑ／ｋ0））
にすると、負の傾き−α（α＞０）の直線となる。
直線、即ち、一次関数ｙ＝ｂ＋ａｘ（ｂはｙ軸切片、ａは傾き）によって、上記の散乱
光データの両対数データをフィッティングして、傾きａ＝−αの値、特にべき数αの値を
得ることが可能である。
計測解析部６は、散乱光データの両対数データに対しての一次関数のフィッティングに
は、様々なフィッティング解析法が利用できる。たとえば、解析方法として、最小二乗法
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等を用いることが可能である。この場合、最小二乗法による一次関数フィッティングから
、べき数αの値、フィッティングの度合いを表す標準偏差、決定係数、及び相関係数等を
算出することが可能である。
【０１２２】
（ステップＳ１０６）
次に、計測解析部６は、上述のように分析した散乱光データがべき乗関数であるか否か
、べき乗関数であれば、そのべき数αが所定の値と比較する。また、一次関数フィッティ
ングの度合いを表す標準偏差、決定係数、及び相関係数等の各値から、散乱光データを解
析する。
計測解析部６は、散乱光データの解析から得られたべき数α、標準偏差、決定係数、及

10

び相関係数等の各値から、結晶化溶液３１が結晶化に向かっているか否かを、各フィッテ
ィングパラメータが設定の基準値を超えたか否かにより判定する。この結晶化に向かって
いるか否かの基準値は、結晶化溶液３１中に、密なフラクタル凝集体が形成されているか
否か、即ち、例えばリゾチームタンパク質では、フラクタル次元に対応するαの値が指標
である１．５を超えているか否か、更にまた、そのフィッティングの度合いを表す標準偏
差、決定係数、及び相関係数が指標となる値を超えているか否か等の指標から設定可能で
ある（例えば、非特許文献１参照）。
このように、計測解析部６は、散乱光データの解析から得られた各フィッティングパラ
メータが設定の基準値を超えた場合、Ｙｅｓと判定する。計測解析部６は、それ以外の場
合はＮｏと判定する。

20

Ｙｅｓの場合、計測解析部６は、測定、分析処理を終了する。
Ｎｏの場合、計測解析部６は、処理をステップＳ１０７へ進める。
【０１２３】
（ステップＳ１０７）
ここで、計測解析部６は、ステップＳ１０６でＮｏの場合、このまま対象試料に対して
散乱光の測定を継続するかどうか否かを判定する。計測解析部６は、試料溶液の調合から
ある特定の時間（以下、単に「特定時間」と呼ぶ。）が経過しておらず、結晶化溶液３１
の散乱光強度が極端に小さく、結晶化剤によるタンパク質の凝集が未だ進んでいない場合
、測定を継続する必要があるため、ステップＳ１０７において、Ｙｅｓと判定する。計測
解析部６は、それ以外の場合、Ｎｏと判定する。特に、計測解析部６は、試料溶液の調合

30

から十分な特定時間が経過しているにもかかわらず、タンパク質の凝集が未だ進んでいな
いと見られる場合は、Ｎｏと判定する。ここで、特定時間とは、光散乱測定において、結
晶化溶液３１に結晶化剤を添加後、タンパク質の凝集体形成が進行する指標となる時間を
示し、測定対象とするタンパク質等に対応して設定可能である。たとえば、リゾチームの
場合、光散乱測定から判断すると、約２０分から約１時間程度の時間を設定することが可
能である。
Ｙｅｓの場合、計測解析部６は、処理をステップＳ１０２へ戻す。これにより、計測解
析部６は、散乱光データから判定して、一連の処理、すなわちステップＳ１０２からＳ１
０６までの散乱光測定、測定散乱光のデータ解析までを繰り返して行い続ける。
Ｎｏの場合、計測解析部６は、測定、分析処理を終了する。この際、計測解析部６は、

40

新たな溶液条件下で結晶化溶液３１を調製するよう指示するメッセージをディスプレイに
表示してもよい。
以上により、本発明の実施の形態に係る測定、分析処理を終了する。
【０１２４】
なお、散乱光データの解析結果から、ステップＳ１０７で結晶化溶液３１が結晶化に進
んでいると判定された場合、測定試料部３の溶液セル３０を取り外して、結晶化溶液３１
を回収する。
回収した結晶化溶液３１を放置すると、タンパク質の結晶が成長する。成長したタンパ
ク質結晶のうち、Ｘ線や中性子線回折による構造解析に適したサイズの質の良い結晶を回
収できる。
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【０１２５】
また、散乱光データの解析結果から、ステップＳ１０７で結晶化溶液３１が結晶化に進
んでいなかった場合、別な作製条件で結晶化溶液３１が調合された後で、新たに一連の処
理を行うことも可能である。上述の処理は、結晶化溶液３１に対して、結晶化のスクリー
ニングに好適に用いることが可能である。
【０１２６】
また、ステップＳ１０４で蓄積された散乱光データと、ステップＳ１０５の解析結果か
ら、結晶化溶液３１に対して、タンパク質凝集体の形成から結晶核、微結晶の形成までの
経時的な変化を観察し、タンパク質の結晶化過程（プロセス）を追跡することも可能であ
10

る。
【０１２７】
なお、散乱光計測は、一度の測定回数が１回に限らず、連続スキャン測定、例えば１０
回〜１００回程度連続して散乱光測定を行い、取得した散乱光データを平均化したものを
測定データとしてもよい。特に、結晶化溶液３１の散乱光が極めて微弱であって、光検出
器５０の増幅率を向上させても十分な散乱光の強度シグナルが得られない場合には、散乱
光計測において連続スキャン測定、及び取得データの平均化は大変有効である。しかしな
がら、連続スキャン測定の場合、散乱光の測定時間がかかる。このため、この連続スキャ
ン測定、及び取得データの平均化の処理は、タンパク質結晶化過程の追跡等、実時間での
計測以外に用いることが好適である。

20

【実施例】
【０１２８】
次に、図面に基づき本発明を実施例によりさらに説明するが、以下の具体例は本発明を
限定するものではない。
本実施例では、本発明の実施の形態に係るタンパク質結晶化分析装置Ｚを用いて、タン
パク質結晶化溶液の測定、分析処理を行った例について説明する。
【０１２９】
（結晶化溶液３１の調整）
本実施例において、本発明の実施の形態に係る結晶化分析装置Ｚを用いて、結晶化の前
段階で形成される凝集体を分析するために、タンパク質のニワトリ卵白リゾチームをモデ
ル・タンパク質として使用した。ニワトリ卵白リゾチーム（ＨＥＷＬ：以下、単に「リゾ

30

チーム」と呼ぶ。）は、従来から結晶化の諸条件がよく調査されている。実際に、リゾチ
ームは、結晶化の諸条件の関係性を示した図、いわゆる「相図（ｐｈａｓｅ

ｄｉａｇｒ

ａｍ）」が作成されており、分析対象として最適なタンパク質である。
結晶化剤として、よく使用される電解質の塩化ナトリウム（ＮａＣｌ）を用い、ＮａＣ
ｌを含んだリゾチーム結晶化溶液のｐＨ値を、緩衝液（バッファー）である酢酸―酢酸ナ
トリウム緩衝液を用いて調整した。
【０１３０】
具体的には、以下のように、分析する結晶化溶液３１を調合した。
リゾチームは、高純度に精製された分子生物学用の原料（和光純薬工業製）を使用した
。ｐＨ４．５で調整した５０ｍＭの酢酸―酢酸ナトリウム緩衝液に、リゾチームを室温で

40

溶かし、濃度９０ｍｇ／ｍｌ（６．３ｍＭ）のリゾチーム溶液を作製した。また、上記と
同じ酢酸―酢酸ナトリウム緩衝液に結晶化剤のＮａＣｌを溶かし、濃度１５％（ｗｔ／ｖ
）（２．５６Ｍ）のＮａＣｌ溶液とした。これら各溶液は室温２０℃で別々に調整された
。また、各溶液は０．１μｍ径のフィルターを通して調整された。
各実験では、調整されたリゾチーム溶液、ＮａＣｌ溶液、及び緩衝液を適宜の割合で混
合させて、室温２０℃で様々な濃度のリゾチーム結晶化溶液を調合した。たとえば、結晶
化剤ＮａＣｌの濃度５％（ｗｔ／ｖ）、リゾチームの濃度３０ｍｇ／ｍｌのリゾチーム結
晶化溶液を調合する場合、上記の準備した溶液の混合比を、ＮａＣｌ溶液：リゾチーム溶
液：緩衝液＝１：１：１で混合させる。
【０１３１】
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また、本実施例においては、溶液を混合してから３分以内に、結晶化分析装置Ｚで前方
小角散乱測定を開始した。
ここで、タンパク質溶液に結晶化剤を混合させると、条件によっては、すぐに凝集体形
成が開始され、すぐに結晶化が進行することもある。このため、結晶化分析装置Ｚを用い
てタンパク質溶液中の凝集体生成や結晶核の形成を分析するには、対象溶液の調合、即ち
、上述のような溶液の混合からの経過時間が重要なファクターとなる。したがって、例え
ば、タンパク質結晶化の初期過程を分析する場合、結晶化分析装置Ｚによる測定の直前に
、対象溶液を混合して結晶化溶液３１を調整する必要がある。よって、結晶化溶液３１の
調整から数分以内に、結晶化分析装置Ｚで測定することが好ましい。
【０１３２】

10

リゾチーム溶液、ＮａＣｌ溶液、及び緩衝液の各溶液を適宜の割合で混合して、所定の
リゾチーム濃度とＮａＣｌ濃度で調整された結晶化溶液３１は、結晶化分析装置Ｚの測定
試料部３の溶液セル３０に注入された。
本実施例の溶液セル３０は、図３に示すものと同様に、２枚の透明カバーガラスの平板
状基板３２ａ、３２ｂ（厚さ：ｃ＝ｄ＝約０．１５ｍｍ）で、１個又は２個の孔（直径約
６ｍｍ）が空いた、シリコンゴム製のスペーサー３３（厚さｔ＝約１ｍｍ）を挟んだ構造
である。スペーサー３３の円孔に、結晶化溶液３１（約１８μｌ）が注入された。
【０１３３】
（光源１と入射光ビーム）
光源１には、単一波長発振（シングルモード）の波長λ＝４７３ｎｍ、出力２５ｍＷの

20

ＤＰＳＳレーザ光源を使用した。このＤＰＳＳレーザ光源から出射される光は、全広がり
角１ｍｒａｄ以下の直径０．７ｍｍの細い円形ビームであって、水平面に対して垂直に偏
光した（ＴＥ（ｓ）偏光の）光である。光源１から出射されたレーザ光は、結晶化溶液３
１の前方小角散乱光の測定が行えるように、入射光調整部２の光量調整素子２ａとしてＮ
Ｄフィルターによって光量が調整された。より具体的には、入射光調整部２のＮＤフィル
ターによって、散乱光検出部５において、結晶化溶液３１の前方小角散乱光の検出と計測
が問題なく行えるように、測定試料部３の溶液セル３０へ入射する光の光量が調整された
。本実施例では、ＤＰＳＳレーザ光源からの出射時の光量の１／１００〜１／１０の範囲
において、入射光調整部２のＮＤフィルターで入射光が減光され、光量調整されたレーザ
光が測定試料部３の溶液セル３０へ垂直に入射した。
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【０１３４】
ここで、図３に示すような、入射光が通過する測定試料部３の溶液セル３０の２つの透
明基板の厚さ（本実施例では、厚さｃ＝ｄ＝約０．１５ｍｍ）は、入射光ビームの直径ａ
よりも小さく、また、入射光ビームの広がり角が１ｍｒａｄ以下と十分に小さいために、
結晶化溶液３１から出射される前方小角散乱光は、測定試料部３の溶液セル３０の出射側
壁面での屈折角が十分に小さくなり、従って、結晶化溶液３１からの前方小角散乱光の測
定が、散乱角度の補正をする必要もなく行える。
上述のように使用したＤＰＳＳレーザ光源から出射される光は、全広がり角１ｍｒａｄ
以下の直径０．７ｍｍの細い円形ビームであるから、入射光ビームを整形する必要もなく
、結晶化溶液３１の前方小角散乱光の測定を十分行えるために、入射光調整部２において
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スペイシャルフィルターを配置せず、ＤＰＳＳレーザ光源からの出射光を結晶化溶液３１
への入射光として用いた。
【０１３５】
また、結晶化溶液３１の前方小角散乱光は微弱である上に、図３に示すように本実施例
においては、結晶化溶液３１を通過する光路長を決めるスペーサー３３の厚さ（ｔ＝約１
ｍｍ）は、入射光ビームの直径（ａ＜１ｍｍ）と同程度であるため、結晶化溶液３１の中
での多重光散乱の影響は無視できた。
【０１３６】
（測定散乱光変換部４の構成と配置）
測定散乱光変換部４のレンズ４０としては、高さ２５ｍｍ、横幅５０ｍｍの焦点距離ｆ
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＝１００ｍｍのシリンドリカルレンズ（円筒面平凸レンズ）を使用した。シリンドリカル
レンズは、結晶化分析装置Ｚの配置されている光学系の水平方向に対しては、光の平行化
や集光作用等のレンズ効果があるものの、その垂直高さ方向には、そのようなレンズ効果
を持たない。つまり、例えば、円形状の入射ビームが測定試料部３の溶液セル３０に照射
され、測定試料部３からの散乱光が円錐形状に放射された場合、シリンドリカルレンズは
、その水平方向においてのみ、前方小角散乱光を平行前方小角散乱光に変換する。
したがって、この場合、散乱光検出部５の光検出器５０の受光部は、水平方向に長い（
横幅が大きい）長方形の形状が最適である。本実施例では、散乱光検出部５には、水平方
向に長い長方形型の受光部の光検出器５０を使用したために、測定散乱光変換部４のレン
ズ４０としては、シリンドリカルレンズを用いた。

10

測定散乱光変換部４のシリンドリカルレンズは、測定試料部３の結晶化溶液３１を収容
する溶液セル３０から、シリンドリカルレンズの焦点距離ｆ＝１００ｍｍよりもやや短い
距離である、距離Ａ＝９０ｍｍ離れた散乱光検出部５側の位置に配置された。この配置位
置において、測定試料部３の結晶化溶液３１からの前方小角散乱光が測定散乱光変換部４
のレンズ４０によって集められ、そのレンズを通過した散乱光は少なくとも水平方向で平
行光（コリメート光）となった。
【０１３７】
（透過光遮蔽部４５の構成と配置）
測定試料部３の結晶化溶液３１と測定散乱光変換部４のレンズ４０との間に、透過光遮
蔽部４５を配置した。具体的には、透過光遮蔽部４５として、入射光の波長に吸収帯をも
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った吸収フィルターの小片（最大サイズ５ｍｍ以下）を、測定散乱光変換部４のレンズの
直前（レンズからの距離は約５ｍｍ）に設置して、結晶化溶液３１を通過した透過光を減
光させて、強い透過光が直接、散乱光検出部５の光検出器５０の受光部への入射を防いだ
。
なお、本実施例では使用しなかったものの、吸収フィルターを設置しても透過光のブロ
ック効果が十分でない場合、つまり、透過光が散乱光検出部５における前方小角散乱光の
測定に大きく影響を与える場合には、透過光遮蔽部４５として、更に、小さなミラー（最
大サイズ５ｍｍ以下）を吸収フィルター小片の前後に配置可能に構成した。
【０１３８】
（散乱光検出部５の構成）
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散乱光検出部５の光検出器５０としては、微弱光検出用の高感度マルチチャンネル検出
器のＣＣＤイメージセンサを使用した。このＣＣＤイメージセンサは、有効受光サイズが
、水平方向２４．５７６ｍｍ、垂直方向２．９２８ｍｍである。微小の最小受光素子単位
であるピクセル（ピクセル）のサイズは、２４μｍ×２４μｍであり、受光の有効ピクセ
ル数は、１０２４（水平方向）×１２２（垂直方向）である。
上述のように、測定散乱光変換部４のレンズ４０にシリンドリカルレンズを使用し、測
定試料部３の結晶化溶液３１からの前方小角散乱光を取り込んで得られた、平行前方小角
散乱光は、水平方向の幅が大きな散乱光ビームであるために、上述のような水平方向に長
く、縦幅の狭い受光面をもつＣＣＤイメージセンサが、散乱光検出部５の光検出器５０と
して好適に用いられた。
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測定試料部３の結晶化溶液３１の散乱光は、微弱であるために、光検出器５０は、ダー
クノイズ（暗電流）等が低く高感度な状態で使用することが好ましい。使用したＣＣＤイ
メージセンサには、ペルチェ電子冷却素子を内蔵されており、これにより、ＣＣＤイメー
ジセンサを−１０℃の低温状態で使用した。
【０１３９】
ここで、散乱光検出部５の光検出器５０として使用したＣＣＤイメージセンサの受光部
のチャンネル（ピクセル）数Ｎは、Ｎ＝１０２４、受光部サイズＬは、Ｌ＝２４．５７６
ｍｍであるから、式（３）より、理論的な最小ユニット（１チャンネル（ピクセル）当た
りの受光部サイズ）であるΔｘは、Δｘ＝２．４０×１０‑2ｍｍである。
【０１４０】
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（前方小角散乱の計測）
結晶化分析装置Ｚによって、リゾチームの結晶化溶液３１を分析する前に、散乱光測定
のリファレンス（コントロール）として、ここでは、ｐＨ４．５で調整した５０ｍＭの酢
酸―酢酸ナトリウム緩衝液を使用した。リファレンス試料の散乱光には、リゾチームを含
まない緩衝液（バッファー）による光散乱以外の散乱光、例えば、測定試料部３の溶液セ
ル３０、透過光遮蔽部４５、測定散乱光変換部４のレンズ４０等からの散乱光が含まれて
いる。このため、リファレンス試料に対して測定した散乱光は、バックグランドの散乱光
データとして、リゾチーム結晶化の分析に用いる。
なお、リファレンスの試料としては、リゾチームの結晶化溶液３１の調合で使用した緩
衝液の他にも、結晶化剤のＮａＣｌを含んだ緩衝液であってもよい。また、結晶化剤を含
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まず、リゾチーム凝集体が形成されていない溶液試料、例えば、測定しようとするリゾチ
ームの結晶化溶液３１の濃度と同じ濃度のリゾチーム溶液（ただし、結晶化剤を含まず）
等をリファレンスとして用いることも可能である。この場合、バックグランドとなる散乱
光には、溶液中に分散したリゾチームのモノマー（単量体）による散乱光が含まれること
を考慮して分析を行う必要がある。
【０１４１】
ここでの実施例の散乱光測定において、ＣＣＤイメージセンサの露光時間は１０ｍｓ〜
５０ｍｓであり、一度の測定回数は１回で行った。
【０１４２】
（リゾチーム結晶化溶液の静的光散乱（ＳＬＳ）分布）
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次に、本発明の実施の形態に係る結晶化分析装置Ｚによって測定した、結晶化溶液３１
の前方小角散乱光の一実施例について記述する。測定対象のリゾチームの結晶化溶液３１
は、ｐＨ４．５の酢酸―酢酸ナトリウム緩衝液（５０ｍＭ）を使用して、リゾチーム濃度
２０ｍｇ／ｍｌ（１．４ｍＭ）、結晶化剤のＮａＣｌ濃度４％（ｗｔ／ｖ）［０．６８３
Ｍ］であった。リゾチーム溶液、ＮａＣｌ溶液、及び酢酸―酢酸ナトリウム緩衝液（５０
ｍＭ）の各溶液を混合させてから約２０分後に、そのリゾチームの結晶化溶液３１の前方
小角散乱光を測定した。散乱光測定は、リゾチームの結晶化溶液３１の調合と同じ温度、
つまり、室温２０℃で行った。
【０１４３】
このＳＬＳ分布の測定の結果を、図６Ａ、図６Ｂ、及び図６Ｃに示す。
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図６Ａは、リゾチームを測定対象タンパク質として結晶化溶液３１に用いた際の、光検
出器５０の受光部の受光チャンネル／ピクセル数に対する、測定された平行前方小角散乱
光の強度関数を示すグラフである。図６Ａでは、横軸に散乱光検出部５のＣＣＤイメージ
センサの受光チャンネル／ピクセル数ｘiを、縦軸に散乱光強度ＩS（光子のカウント数）
を示した。
【０１４４】
図６Ｂは、リゾチームを測定対象として、結晶化溶液３１に用いた際の、光検出器５０
の受光部の受光チャンネル／ピクセル数に対する、測定された平行前方小角散乱光の強度
関数に関して、受光チャンネル／ピクセル数を散乱角度に変換して得られた、散乱角に対
する前方小角散乱光の強度関数を示すグラフである。図６Ｂは、横軸に式（１）から求め
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た散乱角θｓを、縦軸に同じく散乱光強度ＩS（光子のカウント数）を示した。
【０１４５】
図６Ｃは、リゾチームを測定対象として、結晶化溶液３１に用いた際の、光検出器５０
の受光部のチャンネル／ピクセル数に対する、測定された平行前方小角散乱光の強度関数
に関して、受光チャンネル／ピクセル数を散乱角度に変換し、さらに散乱ベクトルに変換
して得られた、散乱ベクトルに対する前方小角散乱光の強度関数の両対数を示すグラフで
ある。図６Ｃは、横軸に式（４）あるいは式（５）から算出した散乱光ベクトルｑを、縦
軸に同じく散乱光強度ＩS（光子のカウント数）を示した。ここでは、データ解析のため
に両対数で表示している。
【０１４６】
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また、シリンドリカルレンズの焦点距離ｆ＝１００ｍｍ、入射光の波長λ＝４７３ｎｍ
において、式（１）、式（４）、及び式（５）により、散乱角θｓ、散乱光ベクトルｑを
算出した。
また、図６Ａ、図６Ｂ、及び図６Ｃの各測定データは、受光チャンネル／ピクセル数の
各ｘiにおいて、リファレンスとして測定した酢酸―酢酸ナトリウム緩衝液（濃度５０ｍ
Ｍ、ｐＨ４．５）の散乱光データのバックグランド散乱光を差し引いて得られたものであ
る。
【０１４７】
〔ＳＬＳ強度―チャンネルの表示〕
より詳細に説明すると、図６Ａは、散乱光強度ＩSを受光チャンネル／ピクセル数ｘiの
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関数として示したグラフである。
ｘiが０〜１３０までは、透過光遮蔽部４５によって散乱光が光検出器５０の受光部へ
の入射が阻止されている領域である。つまり、測定試料部３の溶液セル３０からの散乱光
に対して透過光遮蔽部４５の影になるために、検出データとしてはゼロレベルである。し
たがって、この領域のデータは無視する。
また、ｘi＝１８０付近で散乱光強度ＩSは最大となり、それ以降はｘiが大きくなるに
つれて、ＩSは減少している。散乱光強度ＩSが最大値を取るｘiMaxとすると、ｘi＜ｘiMa
x

の小さいｘiの範囲では、透過光遮蔽部４５の影響と判断して、正確な散乱光データとし

ては扱わなかった。つまり、散乱光の解析では、ｘi＜ｘiMaxにおける散乱光データを無
視する。
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したがって、図６Ａにおいては、１８０＜ｘi＜１０２４の受光チャンネル／ピクセル
数に対する散乱光強度ＩSを、前方小角散乱光の測定データとして分析等に用いる。ここ
で、ＣＣＤイメージセンサの有効受光チャンネル／ピクセル数の最大位置は、ｘi＝１０
２４であるため、ｘi＞１０２４のデータを無視する。
【０１４８】
ここで、図６Ａによれば、ＩSは強度変化が顕著であり、すなわち揺らぎが見られた。
このような散乱光の揺らぎは、試料溶液を調合した直後の散乱光には見られない。よって
、結晶化剤の効果で形成されたリゾチーム凝集体による時間的揺らぎであると推定された
。
なお、本実施例では実行しなかったものの、大きな揺らぎによって前方小角散乱光の放
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射パターン（プロファイル）が判定できない場合等では、散乱光測定データを平均化して
もよい。これには、散乱光計測の際に、連続スキャンで測定を行い、取得したデータを平
均化し、その平均化散乱光データを解析に用いる。
【０１４９】
〔ＳＬＳ強度―散乱角度の表示〕
図６Ｂは、散乱光強度ＩSを、算出された散乱角θｓの関数として表したグラフである
。散乱角θｓ＜１．８°では、上述のように透過光遮蔽部４５の影響から、散乱光強度Ｉ
Sはゼロレベルとなり、従って、この散乱角範囲での散乱光を無視する。また、散乱光強
度ＩSは、散乱角θｓ＝２．５°で最大であり、θｓ＜θｓMax（＝２．５°）の散乱角範

囲で増加する散乱光も無視する。
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したがって、図６Ｂにおいては、２．５°＜θｓ＜１３．８°の散乱角度に対する散乱
光強度ＩSを、前方小角散乱光の測定データとして分析等に用いる。ここで、ＣＣＤイメ
ージセンサの有効受光チャンネル／ピクセル数以外の領域ｘi＞１０２４に対応する散乱
角θｓ＞１３．８°における散乱光のデータは無視する。
【０１５０】
〔ＳＬＳ強度―散乱ベクトルの表示〕
図６Ｃは、散乱光強度ＩSを、算出された散乱光ベクトルｑの関数として表し、それら
の両対数で表示したグラフである。明らかに、散乱光ベクトルｑの両端の領域を除くと、
即ち、０．６μｍ‑1＜ｑ＜３．１μｍ‑1の範囲で、散乱光強度ＩSは、負の傾きをもった
直線になることが分かる。両対数の表示グラフで、直線的な依存性は、べき数の関数であ
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ることを示し、負の傾きの直線で表されることから、散乱光強度ＩSは、ＩS＝Ｉ0ｑ‑α（
ここで、αは正のべき数、Ｉ0はｑ＝０のときの散乱光強度）である。
散乱光ベクトルｑの両端領域を除く、０．６μｍ‑1＜ｑ＜３．１μｍ‑1の範囲において
、べき関数（両対数では一次関数）による最小二乗法により、べき数αを求めると、α＝
１．７４±０．０３であった。
また、この範囲において、最小二乗法によるフィッティングの程度を表す決定係数Ｒ2
は、Ｒ2＝０．９６７であった。決定係数Ｒ2の値は、１に近い近ければ近いほど、対象デ
ータの最小二乗フィッティングが良好である。たとえば、Ｒ2＝１の場合には、対象デー
タは完全なフィッティングであると評価される。
【０１５１】
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なお、図６Ｃに示すように、０．６μｍ‑1＜ｑ＜３．１μｍ‑1以外の範囲である、ｑ＜
０．５μｍ‑1においては、散乱光強度ＩSは急激に低下していた。このＩSの低下は、図６
Ａと同様に、透過光遮蔽部４５の影響を受けたものである。よって、散乱光データとして
は無視できる。このため、べき関数（両対数では一次関数）のフィッティングによるデー
タ解析から除外した。
また、ｑ＞３．２μｍ‑1の散乱光強度ＩSは、ｑ＜０．５μｍ‑1と同様に、急に低下し
ており、両対数表示で直線から大きく外れる。この散乱ベクトルｑの範囲は、散乱光検出
部５の光検出器５０であるＣＣＤイメージセンサの端の部分に相当する。このため、この
受光位置では、正確に散乱光が検出されていないと推定される。したがって、ｑ＞３．２
μｍ‑1においても、散乱光データとしては無視できるため、べき関数（両対数では一次関
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数）のフィッティングによるデータ解析から除外した。
【０１５２】
（散乱光データによるリゾチーム凝集、結晶化の解析）
非特許文献１を参照すると、散乱光データの最小二乗フィッティング解析から得られた
べき数αは、リゾチームの場合、決定係数Ｒ2＞０．９であれば、フラクタル凝集体のフ
ラクタル次元Ｄｆに等しいと判断された。すなわち、図６Ｃの散乱光データの解析から、
Ｄｆ＝α＝１．７４±０．０３が得られた。
ここで、フラクタル凝集体は、べき乗のスケール則に則った凝集体であり、タンパク質
の結晶化前段階、つまり、少なくとも数百倍以上の高倍率の光学顕微鏡等で観測できるサ
イズの結晶核が形成される前のタンパク質凝集体で形成される。フラクタル凝集体が形成
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された後、高い確率で結晶核へ移行して、結晶が成長する。
【０１５３】
したがって、測定された前方小角散乱光データの解析結果を示す図６Ｃによれば、上述
の溶液濃度条件下では、リゾチーム結晶化溶液中にフラクタル次元Ｄｆ＝１．７４±０．
０３のフラクタル凝集体が形成されたと分析された。フラクタル次元Ｄｆは、形成された
フラクタル凝集体の構造を示す一つの構造パラメータであって、Ｄｆの値が大きいほど、
フラクタル凝集体の構造が蜜であることを示している。
密な構造をもつフラクタル凝集体は、その形成後、結晶核に移行しやすいので、値の大
きなフラクタル次元Ｄｆを示す場合、その後、結晶化しやすい。非特許文献１によれば、
リゾチームの場合、Ｄｆ＝１．５〜１．８の範囲にあるフラクタル凝集体が形成されると
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、その後、リゾチームは結晶化する。
したがって、測定された前方小角散乱光データの解析結果である図６Ｃから算出された
Ｄｆ＝１．７４±０．０３であるので、このリゾチーム溶液は、結晶化に進行し、数日後
にはリゾチーム結晶が成長すると判定される。非特許文献１に記載されているように、測
定されたリゾチーム溶液（リゾチーム濃度２０ｍｇ／ｍｌ、ＮａＣｌ濃度４％（ｗｔ／ｖ
））は、結晶化する条件に位置している。
実際に、本実施例で測定したＮａＣｌ濃度４％（ｗｔ／ｖ）のリゾチーム溶液を室温２
０℃で放置したところ、測定の２日後には、目視可能なリゾチーム結晶が形成された。
【０１５４】
また、図７は、リゾチームを測定対象として、結晶化溶液３１に用いた際の、異なる２
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つの結晶化剤濃度について、測定された散乱ベクトルに対する前方小角散乱光の強度関数
の両対数を示すグラフである。具体的には、図７は、リゾチーム濃度は２０ｍｇ／ｍｌと
同じであるが、ＮａＣｌ濃度が２％（ｗｔ／ｖ）を、４％（ｗｔ／ｖ）のリゾチーム溶液
の散乱光データとを同時にプロットし、比較した一測定例である。図７は、散乱光強度Ｉ
Sを、算出された散乱光ベクトルｑの関数として表し、それらの両対数で表示したグラフ

である。
【０１５５】
図７に示されたように、ＮａＣｌ濃度が２％（ｗｔ／ｖ）と低い溶液条件の場合、散乱
光強度ＩSは、両対数表示で直線性を示していない。すなわち、散乱光強度ＩSは、べき関
数を示さない。上述のように、散乱光ベクトルｑの両端領域は、散乱光データの解析対象
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から明らかに除外すべき範囲である。その両端の領域を除いて、散乱光強度ＩSが直線性
を示す領域は、０．４５μｍ‑1＜ｑ＜１．２μｍ‑1と４％（ｗｔ／ｖ）ＮａＣｌ濃度条件
と比べて、狭くなっている。
散乱光強度ＩSが直線性を示す０．４５μｍ‑1＜ｑ＜１．２μｍ‑1の範囲において、べ
き関数（両対数では一次関数）による最小二乗法によるフィッティングを実行した結果、
べき数αは、α＝０．９７２±０．０３で、決定係数Ｒ2は、Ｒ2＝０．７６６であった。
ＮａＣｌ濃度が２％（ｗｔ／ｖ）と低い溶液条件の場合、最小二乗法によるフィッティン
グの決定係数Ｒ2が、Ｒ2＜０．９と小さい。その上に、最小二乗フィッティングから評価
されたべき数αは、リゾチームが結晶化前に形成されるフラクタル凝集体のＤｆの最小値
である１．５よりもかなり小さい値である。
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【０１５６】
したがって、２％（ｗｔ／ｖ）ＮａＣｌ濃度の溶液においては、前方小角散乱光の測定
データから評価されたべき数αの値は、フラクタル次元Ｄｆを示してはおらず、つまり、
結晶化前段階で成長するようなフラクタル凝集体ではないと判定できる。すなわち、前方
小角散乱光の測定から、このリゾチーム溶液は、結晶化に進行しないと判定できる。
非特許文献１によれば、リゾチーム濃度２０ｍｇ／ｍｌで、２％（ｗｔ／ｖ）ＮａＣｌ
濃度の溶液条件は、リゾチームは結晶化しないことが分かる。
実際に、散乱光測定後、約１週間、本実施例のＮａＣｌ濃度が２％（ｗｔ／ｖ）で測定
したリゾチーム溶液を室温２０℃で静置したが、リゾチーム結晶の成長は観察されなかっ
た。
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【０１５７】
以上のように、本発明の実施の形態に係る結晶化分析装置Ｚによって測定した前方小角
散乱光のデータを解析することによって、タンパク質溶液が結晶化に進行するか否かを比
較的容易に判定することができる。
つまり、本実施例で示したように、測定された前方小角散乱光強度ＩSを散乱ベクトル
ｑの関数として表し、それらがべき関数であるかどうかを解析し、べき数の値、及びべき
関数とのフィッティングの度合いである決定係数Ｒ2の値等から、タンパク質溶液の結晶
化を判定することができる。
【０１５８】
（散乱光データによるリゾチーム凝集、結晶化の解析）
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最後に、図８により、本発明の実施の形態に係る結晶化分析装置Ｚを用いて、測定対象
のリゾチーム結晶化溶液の光散乱強度が短時間で変動した際の解析の例について説明する
。
図８に示す例では、測定対象のリゾチーム結晶化溶液は、ｐＨ４．５の酢酸―酢酸ナト
リウム緩衝液（５０ｍＭ）、リゾチーム濃度３０ｍｇ／ｍｌ、結晶化剤として塩化カリウ
ム（ＫＣｌ）濃度６％（ｗｔ／ｖ）を使用して、結晶化を解析した。ここでは、リゾチー
ムを短時間で凝集させる効果が高かったＫＣｌを添加塩として結晶化溶液３１を作製した
。結晶化溶液３１の容量は約１８μｌである。測定条件は、室温２０℃で、上述のＣＣＤ
検出器の露光時間は、２０ｍｓであった。図８に示す時間は、別々に用意したリゾチーム
溶液、ＫＣｌ溶液、及び酢酸―酢酸ナトリウム緩衝液（５０ｍＭ、ｐＨ４．５）の各溶液
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を混合させてからの経過時間、即ち、添加塩によってリゾチームが凝集し始めてからの経
過時間である。この例では、散乱光の測定時間は、一瞬（０．１秒以下）で終了した。各
データは、短時間で光散乱強度が変動した時間帯を一例として挙げた。
このように、結晶化分析装置Ｚは、結晶化溶液３１の光散乱強度が短時間で変動した場
合に、その変化を実時間で計測、解析することが可能となる。
【産業上の利用可能性】
【０１５９】
本発明は、タンパク質溶液の結晶化状態の分析装置、及び分析方法を提供するため、産
業上利用することができる。
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【符号の説明】
【０１６０】
１

光源

２

入射光調整部

２ａ

光量調整素子

２ｂ

偏光素子

３

測定試料部

４

測定散乱光変換部

５

散乱光検出部

６

計測解析部

６ａ

コントローラ

６ｂ

データ処理装置

２０

入射光光路変更部

２０ａ、２０ｂ
絞り

３０

溶液セル

３１

結晶化溶液

平面ミラー

２１

３２ａ、３２ｂ

平板状基板

３３

スペーサー

４０

レンズ

４５

透過光遮蔽部

５０

光検出器

５１

増幅冷却部

Ｚ
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結晶化分析装置
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