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SPring-8の理化学研究所のビームライン

BL45XU（理研 構造生物学Ⅰ）を用いて、筋肉

細胞内にある直径わずか2マイクロメートルの筋

原繊維1本からX線回折像を記録し、その中の収

縮タンパクの格子構造を直接可視化することに成

功しました。数マイクロメートル（1マイクロメ

ートルは1ミリメートルの1/1000）の大きさに

絞ったX線（マイクロビーム）を使って生体分子

のX線回折像を記録した例は過去にもありました

が、髪の毛やクモの糸など、照射損傷に強い乾燥

試料が使われていました。今回の成果は、細胞内

で水を含み、機能する状態にあるタンパク質集合

体からX線回折像を記録した例としては世界最小

のものになります（体積にして従来の約

1/1000）。さらに細胞内のタンパク質集合体の

単一格子から回折像が記録されたのも世界で初め

てです。

骨格筋（横紋筋）は、径50～100マイクロメ

ートルの筋細胞（筋線維）が多数集まってできて

います（図1a）。1本の筋細胞の中には

更に径1～2マイクロメートルの筋原繊

維が多数あり（図1b）、これは筋収縮の

最小構造単位である筋節（サルコメア、

長さ約2マイクロメートル）が直列に並

んだものです（図1c）。筋節の中で、収

縮タンパクのアクチン
＊
、ミオシン

＊
から

できたフィラメントが六角格子の形に規

則的に並んでいます（図1d）。このため、

X線を筋肉に照射すると六角格子に由来

する回折像が得られます。回折像は「反

射」と呼ばれる明るい斑点の集まりです。

タンパク結晶構造解析のときと同じよう

に、これらの斑点をなるべく数多く測定

して解析することで収縮タンパクの構造

に関するいろいろな情報を得ることがで

きます。1個の筋節の中で格子面の向き

は全部そろっています（つまり、ただ１

つの六角格子しか含まれていない「単結

１本の筋原繊維からのＸ線回折像撮影に成功
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図1. 脊椎動物の骨格筋（横紋筋）の構造。a、全筋。多数の筋細胞（筋線維）が集まって
できている。b、筋細胞。直径50～100マイクロメートル。直径1～2マイクロメートルの
筋原繊維が多数集まってできている。c、筋原繊維の拡大図。長さ2～2.5マイクロメート
ルの筋節（サルコメア）が多数直列に並んでいる。この中で収縮タンパクミオシンとアク
チンのフィラメントが六角格子の形に並んでいる（d）。1個の筋節中では格子の向きは揃っ
ている（単結晶）。格子の中には多数の線で示したように「格子面」とよばれる面があり
（示した以外のものもたくさんある）、それぞれに1,0とか1,1などの名前がついている。

X線を当てると、ちょうど光が鏡に反射するように、入射の角度と同じ角度でX線が「反
射」する。ただし鏡の場合と違ってどの角度でX線を当てても反射が起こるわけではなく、
X線の波長と格子面の間隔できまる特定の角度でX線を当てないと反射が起きない。
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晶」に相当）。

今まで、X線回折に使われた筋肉試料で最も小

さいものは単一の筋細胞でした。この中にたくさ

んある筋原繊維中の六角格子の方向は全くランダ

ムなので、異なる格子面に由来する反射が全部重

なった「回転平均」された回折像しか記録するこ

とができませんでした。1本の筋原繊維を使わな

ければ異なった格子面からの反射を分けて記録す

ることはできません。今回の研究では、1本の筋

原繊維から回折像を記録するため、以下のような

工夫をしました。

（1）まず、収縮タンパクの配列の規則性が脊椎動

物の骨格筋よりも高い昆虫（マルハナバチ）の飛

翔筋（胸部にあり、羽ばたくのに使う筋肉）を材

料として使いました。

（2）直径2マイクロメートルのピンホール（針穴）

にX線を通すことで、微小なX線ビーム（マイク

ロビーム）を作りました。上にも書きましたよう

に照射損傷に弱い細胞内の水を含んだタンパク集

合体からマイクロビームを使って回折像を記録し

たのは初めてで、しかも露光時間は僅か5秒でし

た。このように短時間で露光できたのは第三世代

放射光施設から発生する明るくて方向性のよいX

線と高感度の検出器によるところが大きいです。

また、BL45XUの1000倍も明るいX線を発生で

きるビームライン（BL40XU）も完成していて、

これを使って格子の中で収縮タンパクの様子をさ

らに高精度で測定する研究も現在進行中です。

（3）エンドオン回折。筋細胞のような繊維状の物

体からX線回折像を記録するときにはX線を繊維

の軸に直角に当てるのが普通のやりかたです。し

かしこの方法で単一筋原繊維から回折像を記録し

ようとすると、図1の説明に書いてある理由から

全ての反射を同時に記録することはできません。

ですから、全ての格子面から反射を記録するため

には筋原繊維の1本を筋細胞から抜き出して、鶏

の丸焼きのように回転させながら撮影しなければ

なりません。この問題を避けるため、通常と違っ

てX線を繊維の軸に沿って当てました（エンドオ

ン照射、図2c,d）。これにより1本の筋原繊維を

筋細胞から抜き出さずに、筋細胞中にある筋原繊

維の1本を狙い撃ちすることで1本の筋原繊維か

らの回折像（エンドオン回折像）を記録すること

にしました。この方法で1回の露光で全部の格子

面からの反射を同時に記録できるはずです。

実際に記録された回折像を図3に示します。ま

ず、径50マイクロメートルのピンホールを使っ

て撮影した回折像が図3aです。この場合、ビー

ムの中には格子面の向きがランダムな筋原繊維が

多数ありますから、反射は同心円状になります。

これは結晶をすりつぶした粉にX線を当てたとき

に記録される「粉末回折像」と同じものです。

それに対して、径2マイクロメートルのピンホ

ールを使って撮影した回折像（図3b,c）では、各

格子面からの反射がスポット状に見えています。

これらのスポットは六角格子状に並んでいるのが

一目瞭然で、明らかにただ1つの六角格子、すな

わち1本の筋原繊維から回折像が記録されたこと

図2. マルハナバチ飛翔筋の筋細胞からX線回折像を記録する方法。a、
マルハナバチ。b、いままでの方法によるX線回折像記録（X線を筋細胞の
軸と直角にあてる）。筋細胞に多数含まれる筋原繊維中の六角格子の向き
はランダムなので全ての格子面からの反射が重なってしまう。c、エンド
オン回折像記録。X線を筋細胞の軸に沿って照射する。この場合も、X線
の径が大きい場合は多数の筋原繊維にX線があたるため、回折像は同心円
状になり、反射はやはり重なってしまう。d、X線マイクロビームにより
筋原繊維1本からエンドオン回折像を記録した場合。X線の中に1本の六
角格子しか含まれないので、それぞれの格子面からの反射がスポットとし
て分離して記録される。
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細胞内には、分裂装置や鞭毛･繊毛、細胞膜裏

打ち構造
＊
など、いろいろな種類の機能性タンパ

ク質集合体があります。しかしこれらは筋肉の収

縮装置よりもずっと小さいので（マイクロメート

ル程度）、いままでX線回折法の対象にはなって

いませんでした。しかし今回の成功によって、こ

れらの試料もX線回折によって構造解析ができる

可能性が開けてきたといえます。ポストゲノム時

代にはタンパク分子集合体中でのタンパク機能･

構造解析が重要性を増すと予想されますが、その

ときには本研究で使われた技術が強力な研究手段

として役立つことでしょう。

本研究は、理化学研究所の藤澤哲郎・西川幸宏

両博士、高輝度光科学研究センターの若山純一博

士と共同で行われました。また本研究は先端的共

同利用施設利用促進事業（科学技術振興事業団）

の一環として行われました。

アクチン，ミオシン
筋肉内の主要な収縮蛋白で、それぞれが重合してフィラメン
トを形成しています。筋収縮は、アクチンとミオシンのフィ
ラメントが互いに滑り合うことで起こります。アクチンは球
状の蛋白質で、ミオシンは球状の頭部と、繊維状の尾部から
なります。頭部にはアクチンと、収縮のエネルギー源である
ATPに対する結合部位があり、収縮の原動力を発生します。
尾部は、フィラメントの形成に関与します。

細胞膜裏打ち構造
細胞膜の直下にある構造蛋白の集合体で、細胞の形態を保つ
のに役立ちます。アクチンは代表的な構成蛋白のひとつです。

がわかります。

さらに、反射がスポット状に見えていることは、

本当は驚くべきことです。先に1個の筋節にはた

だ１つの六角格子しか含まれていないと書きまし

た。しかしX線の軸に沿った筋原繊維の長さは約

3ミリメートルあり、その中には筋節が1000個

も直列に並んでいます。これらの筋節中の格子面

が完全にそろっていないと反射はスポット状には

なりません。隣り合った筋節の間で格子面に0.1

度でもねじれがあれば、3ミリメートルの間に

100度もねじれてしまい、反射は図3aのように

同心円状に広がってしまうことでしょう。3ミリ

メートルというのはマルハナバチ飛翔筋の全長に

近い長さですから、マルハナバチの筋原繊維は全

長を通して格子面がそろった1個の巨大単結晶と

いうことができます。

現在、タンパクの原子構造を決めるために国内

外の多数の結晶学者がタンパクの良質な単結晶を

作ろうと努力しています。得られる単結晶の大き

さは、どんなに大きいものでも1ミリメートルよ

りは小さいです。しかしこれよりずっと大きな単

結晶を体の中に作ってしまう生き物がいるのは大

変面白いことです。外国には世界最大のクモ「タ

ランチュラ」を狩る狩人蜂「タランチュラオオベ

ッコウ」がいて、これは体長が8センチもありま

す。このようなハチでも筋原繊維は巨大単結晶な

のでしょうか? その後の研究で、筋原繊維が巨

大単結晶なのはハチやハエなど、一部の高等な昆

虫に限られることがわかっています。

用語解説

図3. マルハナバチ飛翔筋の筋細胞から実際に記録されたエンド
オン回折像。a、50マイクロメートル径（筋細胞の太さ）のX線ビ
ームで記録したエンドオン回折像。図2cに相当し、多数の筋原繊
維が含まれるため同心円状の反射がみられる。b,c、2マイクロメ
ートル径のX線マイクロビームで記録したエンドオン回折像。ただ
1個の六角格子に由来する反射がスポット状に見える。回折像の中
央が暗くなっているのは直接光から検出器を保護するためのビー
ムストップの影。
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行 事 報 告  

行 事 一 覧  SPring-8  見学者 SPring-8  見学者 

施設見学
の 

申し込み
方法 

見学のお申し込みについては、電話で広報部までお問い合わせ下さい。 
また、下記ホームページからもお申し込みいただけます。 
（財）高輝度光科学研究センター　広報部 
電話番号：0791－58－2785　ファックス番号：0791－58－2786 
URL：http://www.spring8.or.jp/JAPANESE/pr/req-tour.html

 
 

 

3月  3日　ハンブルク放射光研究所所長（ドイツ）　　  1名 

　　 5日　大山総合科学技術会議議員他     4名 

　　 7日　神戸商船大学      4名 

　  15日　大阪府立北野高等学校1,2年生   80名 

4月  2日　お茶の水女子大学物理卒業生   20名  

　　 7日　遠山文部科学大臣他　     6名 

　  16日　岡山大学理学部化学科１回生   35名 

月日 見学者 人数 

3月5日 　　　   SPring-8講習会（東京） 

　　　　　　　　  「超LSI材料の高精度評価―超薄膜・新材料への挑戦」 

3月6日 　　　   SPring-8研修会 

                          「屈折コントラストイメージングによる非破壊内部観察」　　　　 

3月10日               第27回理事会・第16回評議員会 

3月19日～20日　 第8回播磨国際フォーラム「生物マシーナリーの構造生物学」 

3月21日 　　　   第8回播磨国際フォーラム講演会（神戸）「生物マシーナリーの構造生物学」 

 　　　 （兼　第20回ひょうご科学技術トピックスセミナー） 

4月26日 　　　   第１１回SPring-8施設公開「その目で見よう！世界一のSPring-8!!」 

 

（3月～4月の施設見学者数　2,898名） 
 

■主な施設見学者 

・第８回播磨国際フォーラム開催
3月19日D～21日Fの日程で、SPring-8および兵庫県民会館を会場に播磨国際フォーラム「生

物マシーナリーの構造生物学」を開催しました。19日・20日に
SPring-8を会場とした播磨カンファレンス、21日には場所を兵庫
県民会館に移して、県民の方々などに広く参加して頂く播磨国際フ
ォーラム講演会（兼　第20回ひょうご科学技術トピックスセミナ
ー）を行いました。
播磨カンファレンスでは、1988年にノーベル化学賞を受賞した

Hartmut Michel教授（ドイツ、マックスプランク生物物理学研究
所）とJohann Deisenhofer教授（アメリカ、テキサス大学）を
はじめ、海外から5名、国内から7名の著名な研究者をお招きして、
構造生物学に関する最新の研究成果について講演していただきまし
た。参加者は約80名にのぼり、当地でのプログラムは2日間という限られた時間の中ではありまし
たが、国内外の研究者が繰り広げている最先端の研究情報交換の場として有意義なフォーラムにな
ったと考えています。
最終日の3月21日（春分の日）は神戸に会場を移し、兵庫県民会館（11階パルテホール）にて

広く県民の方々等を対象とした講演会を開催しました。
講師は前日までの播磨カンファレンスに引き続き、Hartmut Michel氏とJohann Deisenhofer

氏により、近年急速な発展を見せている生命科学分野、とりわけ創薬との関係から注目を集めてい
るタンパク質の立体構造を探る研究について分かりやすく講演していただきました。本講演会には、
企業や学校関係者も含め100名を超える方々が集まり、講演後の質議応答の際にはかなり専門的な
質問をされる方もみられ、本講演会への期待の高さを感じました。また、専門知識を持たない一般
の方々にとっては、今日科学が支える人間の営みについて理解を深める有意義な時間を楽しんでい
ただけたことと思います。

（播磨国際フォーラム事務局）



人 事 往 来  

3月30日 野田　純也 退職  総務部次長 

3月31日 矢野　　実 退職  総務部長 

3月31日 日塔　正久 退職  企画調査部長 

3月31日 小熊　一郎 退職  利用業務部参事（次長待遇） 

4月  1日 井上　政廣 採用 総務部長 兵庫県 

4月  1日 新名　信康 採用 総務部次長 核燃料サイクル開発機構 

 

発令日付 氏名 異動内容 新 旧 

　4月から総務部長として勤務させていただくことになりました。前任の矢野部長と同様宜しくお願い
します。兵庫県庁においては、中小企業技術支援など主に産業振興行政に従事し、SPring-8の担当も
経験させていただきました。管理部門は経験したことがなく、また、初めての単身赴任など不安が多
いですが、このような環境変化を前向きに捉え、楽しみながらやっていこうと考えております。世界
最高性能のSPring-8の機能を最大限に発揮するために必要な環境整備を行い、研究活動を下支えして
いくのが総務部の基本的な役割だと思います。微力ながら力を尽くしていきたいと思います。 

着任にあたって 

総務部長　井上　政廣 

5月 9日　　　　　　 SPring-8講習会（大阪）「XAFSデータ解析」
6月13日　　　　　　　第28回理事会・第17回評議員会／SPring-8利用推進協議会総会
7月 5日～8日 SPring-8夏の学校　http://www.sci.himeji-tech.ac.jp/sp8ss/sp8ss03.html

今後の行事予定

編集　SPring-8 News 編集委員会 

発行 財団法人  高輝度光科学研究センター 

ホームページ： http://www.spring8.or.jp/
Japan Synchrotron Radiation Research Institute 
〒679-5198　兵庫県佐用郡三日月町光都1丁目1番1号 
TEL（0791）58-2785　FAX（0791）58-2786

広報部 

古紙配合率100％再生紙を使用しています 

SPring-8

Flash

・遠山文部科学大臣がSPring-8を視察
4月7日、遠山敦子・文部科学大臣がSPring-8を視察されました。当日、

大臣は、（財）高輝度光科学研究センターの伊原義徳理事長、兵庫県の齋藤富
雄副知事らの出迎えを受けられた後、SPring-8の概要説明を受けられまし
た。この後、蓄積リング棟内で、タンパク質構造解析用のビームラインや
産業界利用のためのビームライン等をご見学され、それぞれの担当者に熱
心にご質問をされていました。
視察後の懇談で、大臣は、SPring-8においていろんな成果が生まれつつあることについて関係者に敬意

を表されるとともに、今後、関係機関がより一層連携し、当施設の運営を行っていくことを要望されました。

・播磨自動車道開通記念シンポジウム開催
寒さも少し和らいだ3月2日、3月29日の播磨自動車道開通を記念するシンポジウムが、兵庫県立先端科

学技術支援センターで開催されました。
このシンポジウムのイベントの一つとして、（財）高輝度光科学研究センターの吉

良爽放射光研究所長や井戸敏三兵庫県知事ら4名をパネリストとして迎えて、パネ
ルディスカッションが行われました。ディスカッションでは、パネリスト達が描
く播磨科学公園都市の未来像をテーマに活発な意見が交わされ、それぞれが夢を
持って仕事に取り組んでいることがよく分かって来場者にはたいへん好評でした。


