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＜第４期設置継続ヒアリングおよび承認報告＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　山根　隆副委員長
　平成26年9月2日に設置継続のためのヒアリングが行われ
た。当委員会からは山根隆委員、上村みどり委員、中川敦史委
員の3名が出席し、ヒアリング時間は質疑応答を含め15分で
あった。　9月12日に、平成２７年１月１日～平成３１年１２月
３１日（５年間）の設置継続承認の連絡があり、坂部委員長よ
り全委員にe-mailで連絡がなされた。

　第3期の活動概要と成果(抜粋)
１．運営委員会と総会
平成26年6月末で、既に80回の運営委員会を開催した。運営
委員会の詳細は本委員会が発行しているニュースレターに記
載されている。
委員が一堂に会する総会を、平成24年9月24日、平成25年7
月1日、平成26年7月25日に開催した。
２．第3期の定例研究会
研究会担当委員会を中心に企画し、26年７月末までに15回
開催した(後2回開催予定)。
３．本委員会が発案し且つ主催する国際シンポジウム
（ISDSB）
1) 第3期にはISDSB2010とISDSB2013が3年間隔で開催
された。
第3回回折構造生物国際シンポジウム（ISDSB2010）は、国
際諮問委員会の希望を受け入れ、ヨーロッパの実行委員会
（実行委員長R.Fourme教授）と169委員会の共同主催形式
を取り、平成22年5月25日-28日の4日間パリ南大学と放射
光施設（SOLEIL）で開催された。フランス86名、日本40名
（169委員会派遣）、米国27名、英国10名、ドイツ9名、スイス
5名等、合計18ヶ国から201名の参加があった。37講演と61
のポスター発表が行われ、そのプロシーディングがJournal 
of Synchrotron Radiation（JSR）の特別号として、2011
年1月号に発行された。（JSR (2011) 18 (1), 1-91）
2) 第4回回折構造生物国際シンポジウム・ISDSB2013（実
行委員長兼組織委員長：山根隆）は、平成25年5月26－29日
の4日間、名古屋にて開催された。参加者は207名（内海外
14ヶ国から39名）で Thomas Steitz教授および Brian 
Kobilka教授と2名のノーベル化学賞受賞者を含め34名（内
海外から17名）の招待講演と80件のポスター発表がなされ
た。そのプロシーディングがJSRの特別号として、2013年11
月号に発行された（JSR(2013)､20、819-1009）。この他、
第4回回折構造生物国際シンポジウム2013報告書（A4判
110頁）を発行した。
４．小委員会の活動 
中性子回折小委員会（小委員長：新村信雄）が延べ11日、量
子ビーム融合化研究領域専門委員会が延べ17日、高精度解
析技術開発小委員会が延べ4日、研究会あるいはシンポジウ
ムを開催した。
５．ニュースレターの発行
第3期にはVol.3-3、Vol.4-1、Vol.4-2、Vol.4-3、Vol.5-1、
Vol.5-2、Vol.5-3、Vol.5-4、Vol.6-1、Vol.6-2、Vol.6-3、
Vol.6-4、Vol.7-1、Vol.7-2、Vol.8-1の1５回発行した。
平成26年度は8-4迄発行する予定である。ホームページ

http://www.sbsp.jp/sbdt/でも閲覧できるようになってい
る。(追記；申請書類提出の後にVol.8-2を発行した)

　第4期の活動方針(抜粋)
１．基本方針
第４期は、第3期からのタンパク質の中性子利用のための技
術開発、膜タンパク質の構造・機能の解析を多角的な視野か
ら支援する技術の開発に加え、３Dプリンターの創薬への有
効利用を支援する技術の開発を進める。また、超強力X線
レーザー発生施設であるSACLAの利用支援技術の開発を
進める。そのために、機器メーカーなど、製薬企業以外の企業
との連携を目指すとともに、本委員会への入会を呼びかける。
その他若手援助事業など、これまでの事業を継続して行う。
２．具体的活動方針
1)中性子利用のための技術開発支援：第４期の期間に
J-PARCの加速器は最終目標の1MWに達する予定である。
その結果、中性子強度は現時点の3倍強になる。中性子構造
解析の技術開発を進め、中性子構造解析の適用範囲を広げ、
創薬を含めた産業応用を目指す。研究成果に基づく充実した
研究会を開催する。
2) 量子ビーム融合化研究開発支援：Ｘ線と中性子、レーザー
光など2種以上の量子ビームを同時或いは交互に照射測定
を行うことにより、従来観測できなかった未知の世界・現象を
明らかにできるので、広範な異なる科学研究分野を横断的に
結びつけ新しい科学の創造を目指す。委員の掲げるテーマに
合致した融合量子ビーム測定装置を具体的に検討し、多くの
テーマに適した装置を設計すべく検討を重ねるとともに、
J-PARCの供用しているビームラインでテスト実験を目指す。
3) 高精度解析技術開発支援：タンパク質の選択とコンストラ
クトの設計と発現、精製・結晶化技術、高精度回折強度デー
タ収集法・データ処理法、精密化、高精度構造の利用、など高
精度構造解析のため広範な検討を行い新たな技術開発を目
指す。特にSACLAを利用した回折強度データ収集法・デー
タ処理法の開発ならびに支援を行う。
4) ３Dプリンター利用技術開発支援：computer aided 
drug designと相補的でより可視的かつ感覚的な創薬を可
能とする３Dプリンター利用の技術開発を目指す。
5) 創薬ターゲットとして注目される膜タンパク質の構造・機
能解析支援：電子顕微鏡像からの単粒子解析や電子線トモ
グラフィーは、電子顕微鏡本体の性能向上と並行して、電子
線検出器の分解能と解析アルゴリズムの飛躍的な向上によ
り、解析できる分解能が結晶解析に近づきつつある。大型実
験施設を建設し、オールジャパン体制で取り組むＸ線回折研
究（KEK・Photon Ring、RIKEN・SPring-8）や中性子回折
研究（JAEA・J-PARC）と同じく、電子線の解析拠点の整備
を支援していく。
３．国際シンポジウムの開催
ISDSB2016を169委員会と北米現地委員会との共同主催
で、アメリカ、ノックスビルで平成28年5月に開催する。
ISDSB2019を平成31年に169委員会主催により日本国内
で開催する。
４．産業界のニーズ
・標的蛋白質の立体構造情報は創薬に不可欠ではあるが、
リード化合物の設計には限界がある
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・立体構造情報を活用して他の基盤との連携を図りソリュー
ションを提案する必要がある
169委員会の課題
・ケミカルバイオロジー、バイオインフォマティクス、構造生物
学を総合した創薬への展開をはかる(他委員会との連携）
・産業界の課題に対し、具体的解決の提案およびそのソリュー
ションの実現を可能にするよう学界と産業界のリンケージの
強化をはかる。

＜学振・回折構造生物第169委員会・平成26年度
総会議事録＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議長　山根隆
１．日時：平成26年7月25日（金）13時―14時
２．場所：五反田ユーポート6階 花梨の間
３．出 席 者：34名(産業界　14名、学会　20名)
　 委 任 状：21名(産業界　４名、学会　17名)
　 総委員数：63名(産業界　20名、学会　43名）
　 出席率：55／63＝87.3％
委 員 長：坂部知平
副委員長：山根隆（名大名誉教授）
顧　　問：松崎尹雄（元三菱化学、元東工大）
幹　　事：川上善之（エーザイ）、曽我部智（武田薬品）、相原
茂夫（元京大）、安岡則武(姫路工業大名誉教授)
運営委員：柏木立己（味の素）、上村みどり（帝人ファーマ）、齊
藤純一(協和発酵キリン；代理　高橋雄一)、鈴木誠(第一三共
RDノバーレ)、田仲広明（コンフォーカルサイエンス、代理　高
橋幸子）、小松啓（東北大名誉教授）、新村信雄（茨城大）、宮
澤淳夫（兵庫県立大）、原田繁春（京都工繊大）
産業界委員：青野浩之（参天製薬）、穴井孝弘（JEOL　
RESONANCE）、加藤良平（田辺三菱）、坂部貴和子（FAIS）、
白鳥康彦（中外製薬）、竹内　淳（小野薬品）、ベンアマール・ユ
セフ（富士フイルム）
学界委員：池水信二（熊本大）、緒方一博（横浜市大）、今野美
智子（お茶の水女子大名誉教授）、田中勲（北大）、田中伊知朗
（茨城大）、玉田太郎（JAEA）、津下英明（京都産業大）、畑安
雄（京大）、福山恵一（阪大）、三木邦夫（京大）、山口宏（関西学
院大）
委 任 状：安達宏昭（創晶）、伊中浩治（丸和食品）、志村尚美
（RESラボ）、広瀬二郎(持田製薬)、井上豪（阪大）、出原敏孝
（福井大）、片岡幹雄（奈良先端科学技術大学院大）、片柳克夫
（広島大）、神谷信夫（大阪市大）、小島謙一（横浜創英大）、
佐々木教祐（名大名誉教授）、菅原洋子（北里大）、田之倉優
（東大）、月原冨武（兵庫県立大）、中川敦史（阪大）、中村春木
（阪大）、永山國昭（自然科学研究機構）、難波啓一（阪大）、藤
吉好則（名大）、見浪護（岡山大）、渡邉信久（名大）
４．総　会：山根隆副委員長より、総会成立宣言の後、坂部知
平委員長の挨拶の後議長選出が行われ、山根副委員長が選
出された。
４－１．報告事項（坂部委員長に代わり山根副委員長が報告）
i) 本委員会設置継続（第4期、平成27年1月1日～31年12月
31日）申請について
　これまでの経緯と今後のヒアリングの予定および本員会か
らの参加者について報告がなされた。

ii) 平成25年度決算、平成26年度予算について
　すでに、メールによる総会で承認されているが、パワーポイ
ントの資料に基づき報告がなされた。
iii) 第3期の活動実績について
　すでに、メールによる総会で承認されているが、パワーポイ
ントの資料に基づき報告がなされた。
４－２．審議と採決
i) 第4期の活動方針について
 山根副委員長よりパワーポイントの資料に基づき説明があ
り、
①３Dプリンター利用技術小委員会の設置、
②超強力X線レーザー発生施設であるSACLAの利用に関連
する支援技術の開発、
③原子分解能での解析を可能とする電子顕微鏡解析拠点形
成への支援、
④ISDSB2016を本委員会と北米現地委員会との共同主催
で開催、
⑤ISDSB2019を本委員会主催により日本国内で開催、
等の方針が、審議の結果全委員の賛成が得られ承認された。
ii)第4期の運営（委員長、副委員長、幹事、運営委員、顧問）案
について
 審議の結果全委員の賛成が得られ、以下の役員が承認され
た。
【委員長】    
山根　隆　名古屋大学・名誉教授  
【副委員長】    
上村みどり　帝人ファーマ株式会社 
中川敦史　　大阪大学   
【幹事】    
川上善之　　エーザイ株式会社  
柏木立己　　味の素株式会社(依頼中) 
相原茂夫　　元京都大学   
石山新太郎　日本原子力研究開発機構 
新村信雄　　茨城大学・特命研究員 
山口　宏　　関西学院大学  
【運営委員】
安達宏昭　株式会社創晶
加藤良平　田辺三菱製薬株式会社
鈴木　誠　第一三共RDノバーレ株式会社
曽我部智　武田薬品工業株式会社
田仲広明　株式会社コンフォーカルサイエンス
井上　豪　大阪大学
神谷信夫　大阪市立大学
玉田太郎　日本原子力研究開発機構
宮澤淳夫　兵庫県立大学
渡邉信久　名古屋大学
【顧問】    
松崎尹雄　元三菱化学フェロー、元東京工業大学客員教授 
安岡則武　姫路工業大学・名誉教授
【前委員長】
坂部知平　高エネルギー物理学研究所・名誉教授
iii)その他
　坂部委員長より、産業界委員に対して、本委員会への要望
は遠慮なく出していただきたいとの要望があった。
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＜ISDSB2016の開催について＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　副委員長　山根　隆
　ISDSB2013の開催期間中に開催された国際諮問員会で、
ISDSB2016を第169委員会と北米現地委員会との共同主
催で、アメリカ国内で平成28年5月に開催することが提案され
た。169委員会担当委員（山根隆（副委員長）、新村信雄、安岡
則武）と北米現地委員会担当委員（Paul Langan (Oak 
Ridge National laboratory, USA), John Johnson 
(Scripps Research Institute, USA)）と共にISDSB2016
の開催準備を進めることにした。
　2014年7月22日、新村委員が Paul Langanに第23回
IUCｒ国際会議で、169委員会委員 John Johnson、　John 
Helliwell (University of Manchester, UK)らと会合を持
ち、ISDSB2016の開催について検討したい旨連絡された。以
後、新村委員を中心にISDSB2016についての会合の日程を
調整し、8月6日及び8月11日に会合を持ち、以下のように
ISDSB2016の2016年５月下旬の開催が確認された。

ISDSB2016の会期と会場について
場所：Oak Ridge National Laboratory （日本からはシカ
ゴ経由で，Knoxvilleに行き，そこからバスか車で約30分）
日時：2016年５月下旬
Chair: Paul Langan
エクスカーションとして，HFIR原子炉とSNS（核破砕中性子
源）を考えている
　第23回IUCｒ国際会議中にもかかわらず、ISDSB2016の
開催準備のためご尽力いただいた本委員会委員（新村信雄、
安岡則武、中川敦史、上村みどり、田中伊知朗(敬称略)）なら
びにPaul Langan 博士、 John Helliwell教授、 John 
Johnson博士に感謝します。

＜運営委員会報告＞
　　　　　　　　　　　第169委員会委員長　坂部知平

運営委員会はメールで行っているため、開催期間は最初の提
案から決定までの期間である。なお、議長を委員長以外の委
員が務めたときのみ議長名を記載する。

・第１９７回運営委員会：設置継続申請
開催期間：平成26年6月19日～6月26日
討議内用：本年12月31日で本委員会の第3期が終了するの
で第4期に継続するため、設置継続申請書の原案を審議した。
決定事項：審議の結果原案通り承認された。

・第１９８回運営委員会：次期の運営体勢
議長：山根隆　第169委員会副委員長
開催期間：平成26年7月3日～7月25日
討議内容：169委員会の今後の運営体制と運営のルール、及
び今後の活動方針について審議された。
決定事項：i) 第4期の役員(委員長、副委員長、幹事、顧問、運
営委員)について、資料に基づき審議の結果承認された。ii) 第
4期の役員に学会委員が多数を占めることになるので、「第4
期の運営体制についてのルール」が提案され、審議の結果承

された。iii) ３Dプリンター利用技術小委員会の設置が審議の
結果承認された。iv) ISDSB2016について、第23回IUCr国
際会議でDr. Paul Langanと新村委員、安岡委員、中川委
員、上村委員とで、会期と場所について相談することが承認さ
れた。

・第１９９回運営委員会：藤吉好則委員退会報告 
開催期間：平成26年8月4日
報告：第4期学界委員の残留希望者の調査中、藤吉好則委員
から即刻委員を辞退したいとの希望が述べられ、退会は自由
意思に基づきますので、学振に手続きを取りました。

・第２００回運営委員会：ISDSBのﾌﾟﾛｼｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
議長：山根隆　第169委員会副委員長
開催期間：平成26年8月27日～
討議内容：J. Synchrotron Radiationでプロシーディング
を発行するのが困難となり、その対応について審議された。
決定事項：継続審議中。

＜平成２６年度第１回生物構造学研究会案内＞
主催：中性子産業利用推進協議会
　　　茨城県中性子利用促進研究会
　　　(一財)総合科学研究機構(CROSS東海)
　　　J-PARC/MLF利用者懇談会
共催：日本学術振興会 第169委員会 中性子回折小委員会
　　  新世代研究所 水和ナノ構造研究会
開催日時：平成26年10月3日(金)13:00-17:00
場所：エッサム神田ホール401会議室
テーマ：量子構造生物学と中性子結晶構造解析
趣旨：量子構造生物学における中性子結晶構造解析の役割を議論
する。
プログラム
開会挨拶 　         研究会主査　佐藤  衛（横浜市立大学）
茨城県生命物質構造解析装置iBIXの現状　
                        日下勝弘（茨城大学）
タンパク質結晶学における量子ビームの連携利用と量子構造生物
学　　　　　　　　　
                         三木邦夫（京都大学）
蛋白質の精密Ｘ線結晶構造解析　 
                         中川敦史（大阪大学）
蛋白質の安定同位体標識技術 -セグメントラベル法による重水素化
-
                         児嶋長次郎（大阪大学）
NMRとSANSによる生命分子のダイナミクス研究　   
                         加藤晃一
                           （岡崎統合バイオサイエンスセンター）
概日時計システム研究におけるbioSANSへの期待と展望
　                      秋山修志（分子科学研究所）
<編集後記>
本号では、株式会社創晶の安達宏昭委員に、会社のトピック
スの紹介を行っていただきました。これまでの「研究紹介」、
「技術紹介」、「研究支援技術紹介」にこだわらず、トピックスの
紹介記事を募集しておりますので、本員会委員の皆様のご協
力をお願いします。

4



＜研究紹介＞
シバックス・クリスタル・ライン
　　　　　　株式会社創晶　代表取締役社長　安達宏昭

　当社は結晶化受託事業を柱にビジネス展開しているため、
当社で結晶が得られた場合、お客様に結晶を引き渡す必要が
ある。タンパク質結晶の場合、その利用方法は、Ｘ線結晶構造
解析であるため、当社で引き続き、Ｘ線回折測定を実施すれ
ば、結晶引き渡しの問題は解決するが、サンプルの機密保持の
ため、自社での解析を希望されるお客様が多い。一方、タンパ
ク質結晶は温度変化に弱く、脆く軟らかいため、結晶を輸送す
る手段としては、結晶化プレートを発泡スチロール等の温度変
化が少ない環境に入れ、ハンドキャリーで輸送するのが一般
的である。通常、お客様に当社まで結晶を取りに来ていただく
が、往復の労力、手間、時間、費用がかかる上に、温度管理や振
動、安全性に対しても、十分な対応はできない。そのため、当社
で高品質結晶が得られたとしても、輸送中の損傷が原因とな
り、高分解能データが取得できない可能性が高まる。
そこで、結晶を育成している実験室環境のまま、結晶を高品質
で安全に輸送できないかと検討した結果、柴又運輸株式会社
との業務提携により、結晶輸送サービス「シバックス・クリスタ
ル・ライン」（SCL）を実現した。結晶を小型インキュベーター
内に保持したまま、常時通電環境で輸送するため、長時間・長
距離輸送でも温度を一定にできる。インキュベーターは2台設
置しており、異なる2つの温度帯（例えば、4℃と20℃）にも対
応できる。一番肝心な振動対策については、振動計を取り付
け、結晶化プレートの設置位置や方法を各種検証することで、
結晶に損傷を与えない輸送環境を構築することに成功した。
2012年3月からサービスを開始したが、今日まで全ての結晶
を無事にお届けできている。
また、専門ドライバーによる直接輸送のため、迅速性はもちろ
んのこと、機密保持、品質管理記録、セキュリティーの確保な
ど、万全の体制で結晶輸送する仕組みを整えた。当初は、関東
圏のお客様と当社を結ぶルートのみであったが、今年から新
車両の専用車（チャーター便、図1）を導入したことにより、全
国配送を開始した。平日毎日、集荷・出荷が可能で、お客様の
都合に合わせて、ご要望の場所から場所へ、タイムリーな輸送
ができるようになった。　

　　　図1.　シバックス・クリスタル・ラインの専用車両
　最近では、SCLのコンセプト「実験室環境をそのまま輸送す
る」から発展した新サービスのレーザー照射実験を提供してい
る。お客様の社内で仕込んだ結晶化プレートを当社へ運び、
レーザー照射を実施（簡易観察を含む）した後、結晶化プレー
トを返却するサービスである。結晶化実験を全て外注するので

はなく、お客様の社内でできる作業は自社で実施し、自社では
できないレーザー照射のみを外注するスキームである（図
2）。

　

　

　　　　　　図２.　レーザー照射実験スキーム

　弊社で国際特許を取得しているレーザー照射による結晶
化技術（LIGHT、図3）は、フェムト秒レーザーを結晶化溶液
に集光照射することで、強制的な核発生を促し、結晶化確率
の向上（高いヒット率）と、結晶化の可否判定までの期間を短
縮することが期待できる。また、結晶多形の探索にも役立つこ
とから、結晶化スクリーニングの際にLIGHTを用いることが
効果的である。

         図３. レーザー照射による結晶化技術（LIGHT）
　
　この場合、サンプル情報はもちろん、結晶化条件等も開示
することなく、レーザー照射実験が可能である。往復の輸送費
の負担はあるが、通常の結晶化受託に比べ、低コストであるこ
とも大きな利点である。1回あたりプレートを最大36枚（イン
キュベーターを2台使用）まで輸送できるため、大量の結晶化
スクリーニング実験にも対応可能である。また、実験状況に応
じて、オプション設定となる追加レーザー照射や顕微鏡観察
なども適宜選択でき、最適な実験となるように、当社で最大限
のサポートをしている。
　今後は、結晶輸送以外にも温度や振動等に配慮しながら、
安全に輸送したいと所望するお客様に対して、シバックス・ク
リスタル・ラインを紹介したい。一例として、温度に敏感で振動
にも弱いiPS細胞（人工多能性幹細胞）の37℃環境下での車
両輸送を実現した（2014年5月27日の日刊工業新聞、1面）。
当社は2015年に10周年を迎える。これからも結晶に専念
し、こだわり、極める姿勢を大切にした、結晶総合サービス会
社として、皆様を支援する会社であり続けたいと思う。
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＜研究紹介＞
銅含有亜硝酸還元酵素の真のすがたにせまる結晶構造
解析

大阪大学大学院工学研究科・応用化学専攻
　　　　　　　　　　　　　福田庸太・溝端栄一・井上豪

　われわれは、亜硝酸(NO2-)を一酸化窒素(NO)へと一電子
還元する反応を触媒する、異化型銅含有亜硝酸還元酵素
(CuNIR)について「真のすがたにせまる構造生物学」を目指
し、研究をおこなっている。CuNIRは一般にホモ3量体構造を
とり (図1)、各モノマーに2つの銅中心；電子供与タンパク質か
らの電子受容部位であるタイプ1銅(T1Cu)と触媒活性中のタ
イプ2銅 (T2Cu)を有する。
　

　　　　

　　　　　　図１. CuNIRの3量体構造と2つの銅中心

　これまでに海外の複数のグループによって、CuNIRのNO2-
やNOとの複合体構造が報告されており (1, 2)、反応メカニズ
ムについての議論には決着がついた、とされてきた。しかしその
後、Liverpool大学のHasnainらが分光学的手法を用い、X線
照射によってCuNIR結晶中のT1Cuがすみやかに還元され、
続いて電子がT2Cuへと渡り、最終的にNO2-を還元する事実
を明らかにした (3)。つまり、これまで報告されてきたCuNIRの
「基質複合体構造」とは、基質と生成物、そして副生成物である
水分子の混合構造であり、反応メカニズムを詳細に考察する
には不十分と考えられた。
　われわれは好熱菌Geobacillus thermodenitrificans由来の
GtNIRを用い、T1CuからT2Cuへの分子内電子移動を抑制す
る目的で、T1Cuの配位子でありT2Cuとペプチド結合を介し
て繋がっているCys135をAlaに置換した変異体C135Aを作
製した。C135A-NO2-複合体の構造解析をおこなったところ、
T2Cu上に弧状の電子密度が観測され、占有率100%のNO2-
として帰属できた (4)。これまでに知られているCuNIR中の
NO2-の配位様式がいずれも2座配位であるのに対し、われわ
れの構造では1座配位であった。その後、共同研究者による量
子化学計算で、2座と1座は平衡で存在し得ることが明らかに
された。これをうけ、われわれは、回折データの測定を100Kと
いう極低温でなく、酵素が本来機能する高温下でおこなえば、

平衡が2座のほうへ移動した構造を観察できるのでは、と考え
た。そして、G. thermodenitrificansの生育可能温度の下限付近
である320K (47℃)にて回折データを収集し、1.5Å分解能
で構造決定することに成功した。結果は予想通りで、NO2-の
配位様式は2座配位へと近づいていた。これはおそらく、耐熱
性酵素の基質結合様式が低温下と高温下とで異なることを
結晶構造解析によって示した初めての例と思われる。
　

　　　　　　

                   

   図２. 高温構造（320K, 赤色）と低温構造（100K, 水色）の比較

　ところで、金属タンパク質の真の酸化型結晶構造を知ること
はこれまで、ほとんど不可能とされてきた。というのは、X線照
射によって金属中心が迅速に還元されてしまうためである。実
はいま、SACLAのX線自由電子レーザー(XFEL)と微小結晶
を用いた新しい解析手法により、その「究極の無損傷構造」の
可視化が可能になりつつある。XFELが生みだす10フェムト
秒以下の極短パルス光を用いると、X線照射で化学構造が変
化する速度よりも散乱過程の方が速くなるため、試料が還元
される前の情報を記録できるのである。先ごろわれわれは、
1.3Å分解能の完全酸化型CuNIR構造を得ることに成功し
た。XFELで測定したデータの処理には依然解決すべき課題
が多いため、現在、データと構造の解釈を慎重に進めていると
ころである。われわれの結果は、SACLAを利用すれば、微小結
晶を用いて金属タンパク質の完全酸化型構造を、原子分解能
にせまる高分解能で決定できることを示唆するものであり、こ
の手法は今後、大型結晶の作製が難しい金属含有膜タンパク
質にも応用されていくに違いない。
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