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NMR法は分子間の弱い相互作用を原
子レベルの精度で解析することができ
ます。FBDD（Fragment Based Drug 
Design）はこの特徴を生かした方法です。

試料をそのまま分析できる特徴を生か
し、リチウム電池電極材料、ガラス、セ
メント等の無機材料で固体NMRが利
用されています。

iPS細胞等の幹細胞保存に有効な新
しいタイプの凍害保護剤の保護メカニ
ズムが当NMR施設の利用により解明
されました。

文部科学省「先端研究基盤共用・プラットフォーム形成事業」
NMR共用プラットフォーム
　「NMR共用プラットフォーム」は、先端的なNMR施設と技術を
有する理化学研究所、横浜市立大学、大阪大学、北海道大学の
４機関の連携により、最先端技術開発の基盤をつくり、NMRを広
く産業界やアカデミアへ共用していくためのネットワークです。理
化学研究所はその代表機関となり、イノベーションの創出、最先
端技術開発の促進、NMR技術領域における人材の育成、国内
外との連携関係の強化などに取り組んでいます。

国立研究開発法人理化学研究所　放射光科学研究センター（RSC）　NMR研究開発部門
〒230-0045　神奈川県横浜市鶴見区末広町1丁目7番22号　 Tel：045-503-9642／Fax：045-503-9641

混合物の一括・非破
壊・経時変化分析によ
り、材料・食品・医薬品
等の品質・安全評価
に貢献。

混合物

試料をそのまま分析で
きるという固体NMRの
利点を活かし、機能・
物性を解析。

物質・材料系
独自の無細胞タンパク
質合成技術で高品質
試料を調製し、原子レ
ベルの精度で立体構
造と相互作用を解析。

創薬研究
新しい機能性素材の
NMRデータを機能や
物性と関連付けること
により機能・物性の機
序を解明。

機能性材料

極低温超高感度プ
ローブ付きの超高磁場
NMRを用いることによ
り、微量・高分子量天
然物の構造を解析。

有機化合物

理化学研究所
放射光科学研究センター

NMR研究開発部門

世界最大規模のNMR施設を産業界・アカデミアに開放

解析例

1 2 3

外部共用
　NMR研究開発部門は、最先端の「開発」と「応用」を同時推進することによって世界最高水準のNMR技術基盤を創り
上げ、その成果を「外部共用」を通じて広く社会へ還元していきます。多くの企業・大学・研究機関から解決すべき研究課題・
技術テーマが集積されることで、絶え間なく情報交流と技術革新が生まれる循環をつくり、国際的な科学技術のハブを形成
していきます。
　さらに、国内の主要なNMR拠点を結ぶ「NMR共用プラットフォーム」の代表機関としても活動を続け、国内外のユーザー
と共に生物学、材料化学の分野で先端科学を推進しています。
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Message

Project

世界有数から、

世界最高のNMR研究拠点へ。

各国の頭脳をつなぎ、

産学をつなぐハブを目指して。

　NMR研究開発部門は、理化学研究所が誇る世界最高水準のNMR施設を拠点として、2018年4月に発足しまし

た。この施設は900MHzをはじめとする高性能NMR装置を10台以上備えた世界有数のNMR集積施設であり、各

国から研究者が訪れる拠点の一つとなっています。私たちは、このNMR施設のさらなる発展と整備を促し、世界の

中でより先導的・中核的な役割を担っていくために、「最先端装置開発」「先端NMR応用」「外部共用」という３つ

の取り組みを推進しています。

　「最先端装置開発」においては、世界最高磁場1.3GHzのNMR装置の開発をはじめ、次世代のフラッグシッ

プ機となる装置の開発に取り組んでいます。そして、その装置を十分に扱えるだけの技術と利用法を開拓し、新

たな応用分野へとインパクトを拡げていく「先端NMR応用」。開発と応用の2大機能を併せ持つNMR施設は

世界的にも希有であり、そのレベルを世界最高にまで高めることで、世界中から優秀な研究者を集める求心

力を生み、日本を中核に国際的な頭脳循環のハブを構築したいと考えています。

　さらに、その成果を「外部共用」として広く社会へ還元し、最先端NMRによる高度な解析を、より多くの可

能性に結びつけていく。そこからまた次の装置と技術が生まれ、イノベーションが次々と創出されていく。こ

うした循環を生み出すことが、私たちの目指す大きなゴールです。

　私自身、一人の研究者として、この部門で世界一のNMR装置と研究拠点の確立に携われるチャンス

をいただいたことを光栄に思っています。NMR研究開発部門の成果が、広く世界のコミュニティの中で

活かされ、科学技術の進展と産業の発展に寄与していくことを願ってやみません。

最先端の

「開発」と「応用」、

「外部共用」により、

世界のNMR研究を

牽引

次世代のフラッグシップ機となる、世界初の超伝導接

合技術を用いた世界最高磁場NMR（1.3GHz）を開

発。さらには、卓上NMRや超高感度固体NMRプロー

ブの開発により、技術利用の可能性を広げる。

世界最先端の施設と技術を民間へ開放し、イノベー

ションの起爆剤に。多くの企業・大学・研究機関との共

同研究を可能にするとともに、そこから得られた知見

を次なる装置・技術の開発につなぐ。

放射光科学研究センターの一翼を担う
NMR研究開発

　放射光科学研究センター（RSC）は、大型放射光施設「SPring-8」や
X線自由電子レーザー施設「SACLA」の安定した運転を行い、大学･研究
機関･産業界を含む幅広い利用者に世界最高水準の高輝度X線を提供
しています。NMRは、放射光と相補的な役割を果たす構造解析手法であ
り、それぞれの特性を活かすことで、必要な情報に適した解析手法の選択
や、装置の併用による複合的な解析が可能になると期待されています。ま
た、アルツハイマー病関連タンパク質の解析等において、当センターが保
有する「クライオ電子顕微鏡」と高性能固体NMR装置の併用が行われて
います。NMR研究開発部門は、RSCの各部門・施設との綿密な連携をは
かり、より厚みと広がりのある構造情報の取得に努めてまいります。

世界屈指の NMR施設と研究チーム

　理化学研究所の横浜キャンパスにあるNMR施設は、大型放射光施設SPring-8とともに日本における構造生物学研究
の中核的役割を担う研究拠点として、2000年に開設されました。現在は、900MHz、800MHz、700MHz、600MHzの
高磁場NMR装置をそれぞれ複数台ラインナップし、世界最大規模のNMR装置集積台数を誇っています。さらに、NMR装
置を扱う研究者・技術者の存在も、世界に冠たるNMR研究を支えています。超高速MAS、高温超伝導磁石、超高感度プ
ローブ、膜タンパク質、アミロイドなど、多様な専門性と経験を備えた人材が集まり、NMR研究開発部門に多彩なチームが織
り成す学際的な雰囲気と成果をもたらしています。

JST MIRAI  未来社会創造事業

クライオ
電子顕微鏡NMR

SPring-8
SACLA

高温超電導線材接合技術の超高磁場NMRと鉄道き電線への社会実装

外部共用

最先端装置
開発

国立研究開発法人 理化学研究所

放射光科学研究センター  NMR研究開発部門 部門長

石井 佳誉

　国立研究開発法人 科学技術振興機構（JST）が2017年度から開始した「未来社会創造事業（大規
模プロジェクト型）」に「高温超電導線材接合技術の超高磁場NMRと鉄道き電線への社会実装」が採択
されました。前理化学研究所NMR施設長である前田秀明氏がプログラムマネージャーに就任。NMR研究
開発部門は本プログラムにおいて、中核的な役割を担っています。世界最高磁場1.3GHzのNMR装置開
発も、本プロジェクトが掲げる目標の一つ。超高磁場のNMR装置は、数十㎞にのぼる高温超電導線材を
必要とするため、その「接合技術」が重要な鍵となります。この技術をコアに超高磁場NMR装置を開発
し、アルツハイマー病などの神経編成疾患原因タンパク質の微量構造解析や、高難度な材料解
析など、これまで不可能だった新たな解析を実現します。また、この技術は鉄道技術におけ
るエネルギー損失の革新的な低減化と変電所の負荷標準化につながるなど、大き
な社会的インパクトをもたらすことが期待されています。

超高磁場NMR等の新しい装置の利用法の開拓や、

新たな理論にもとづく測定法の開発を通じて、従来の

限界を超越したNMR技術基盤を確立。さらに、NMR

を用いた新しい応用分野を切り拓く。

先端NMR
応用
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　NMRは磁場が高くなるほど高感度化と高分解能化が進みます。また、超高磁場に最適化したNMR分光計やプローブを
システムとして一体的に開発することで、より短い時間、より少ない試料で解析を進めることができます。NMR研究開発部
門では、世界最先端の科学を可能にする推進力として「最先端装置開発」に力を注いでいます。世界最高磁場となる
1.3GHz（30.5テスラ）NMR磁石の開発に先立って、マグネットサイズの小型化・軽量化による1GHz（23.5テスラ）級のコ
ンパクト超高磁場NMRシステムを開発しています。さらに、NMRの簡易利用と普及促進を可能にするための「卓上NMR」
の開発、計測が困難だとされてきた四極子核の構造情報を得るための「超高感度固体NMRプローブ」の開発など、世界最
高・世界初となる開発アプローチを多角的に推進することで、これまでの限界を超越した技術基盤を構築し、世界に冠たる
NMR研究拠点を確立することを目指しています。

　世界最高磁場のNMR装置に挑む一方で、これまでNMRが関わりを持た
なかった領域にも裾野を拡げるために、世界にも類を見ない「卓上NMR」の
開発に取り組んでいます。NMRの設置スペースを最小化するとともに、計測
の簡便化、ヘリウムや窒素の充填も必要としないオペレーションの簡素化に
よって、従来想定されていなかった医療検査への応用など、新たな用途の開
拓を見据えています。NMRは分子構造解析において非常に有益な情報をも
たらしてくれる装置であり、その利用がより多くの機関に広がることで、ビッグ
データ時代におけるマテリアルズ・インフォマティクス（MI）などにも寄与できる
と期待されています。

　NMR装置において、プローブは測定物に対してシグナルを送受信するア
ンテナのような役割を果たしています。高知大学、京都大学、山形大学と協
力してこのプローブの性能を高めるとともに、新たな測定手法を開拓し、これ
までのNMR法では測定が困難だとされてきた超広幅四極子核NMR観測に
よる分子構造解析に挑みます。
　四極子核は全元素のおよそ70％を占め、広大な未踏領域がそこに広がっ
ています。「超高感度固体プローブ」は四極子核の中でも特に解析が困難と
される硫黄に照準を定め、既存の技術では解明できなかった、タイヤゴム中の
硫黄による架橋構造の解析に取り組みます。材料開発・製品開発に新たな
光をもたらすとともに、長く解析不可能だと言われてきた四極子核に解明の
糸口を示し、NMR研究の新たな局面を切り拓いていきます。

　世界一の高磁場を発生させる鍵であり、超高感度のプローブを開発するための鍵でもある技術が「高温超伝導」で

す。超伝導現象は1911年にオランダで発見され、現在は超伝導現象を示す金属をワイヤー状にした「低温超伝導線

材」が実用化されています。この線材をコイルにすることで地磁気の約50万倍に相当する強力な磁場を得ることができ

ます。しかし、低温超伝導線材はおおむねGHz（23.5ステラ）を超える磁場のもとでは、自らの出す磁場によって超伝導

状態を保てなくなり電気抵抗が発生してしまいます。このためNMRの磁場には1GHzという大きな壁がありました。

　その壁を打ち破る突破口をもたらしたのが、より強力な磁場のもとでも超伝導現象を維持できる「高温超伝導」の線

材です。高温超伝導線材（マイナス196℃）を従来の低温超伝導線材と同じマイナス269℃まで冷やすと、流せる電流

を10倍にまで向上させることができます。超高磁場の磁石開発においては、高温超伝導線材をあえて低温に冷やすこ

とで、その特性を極限まで引き出します。

　2015年、日本の研究者たちは高温超伝導線材をNMR装置に取り入
れることによって、従来の低温超伝導線材の物理特性の限界である
1GHzの壁を超え、1.02GHzという高磁場を達成しました。NMR研究開
発部門では、そのさらに先を行く次世代NMR装置として、コンパクトな
1GHz級NMR磁石、そして、世界最高磁場1.3GHzのNMR磁石の開
発を目指しています。高温超伝導材料を用いた線材・コイルを扱うための
技術的課題の克服、そして、未来社会創造事業の技術テーマである「エ
ネルギー損失の革新的な低減化につながる高温超電導線材接合技術」
の確立によって、未踏の超高磁場に挑みます。
　1GHz超級NMRが次世代のスタンダードとなるためには、マグネットの
小型化・軽量化も重要な課題となっています。2007年に行われた概念
設計によると、1.3GHzの磁石には総重量30tもの線材が必要とされて
いました。より強い電磁力に耐え得る線材・コイルの開発により、2017年
時の設計では数tにまで軽量化が見込まれています。

最先端装置開発

世界最高磁場・次世代NMR装置への鍵 -高温超伝導-

「世界最高磁場」「小型化」「特殊プローブ」
 多角的な開発でNMR装置の可能性を広げる
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Aβ(1-42)

Aβ(1-40)

( A.T.Petkova, Y.Ishii et al.,  
 PNAS. 2002, 96, 16742-16747. )

( Y.Ishii et al., Nat.Struct.Mol.Biol. 
2015, 22, 499-505. )

先端NMR応用

　NMRはその誕生から70年を経た今も新たな技術が次々と生まれ、測定の可
能性を広げています。新しい原理とテクノロジーに基づく測定法の開発や、NMR
研究開発部門で開発している超高磁場磁石を最大限に活用するための技術的
課題の克服、利用法の確立等を通して、開発グループと共に世界最高水準の
NMR施設を発展させ整備していきます。

　「先端NMR応用」では、貴重な分子情報を得るための新しい方法論の

枠組みを開発し、NMRの新たな応用分野と利用法の開拓を通して世界

の科学界をリードします。また、本部門が保有する高性能NMR装置と、

今後「最先端装置開発」によって創出する次世代装置の性能を最大

限に引き出すために、常に次世代の先端技術基盤を確立しています。

　高度な測定技術と最新の装置・実験法を組み合わせることによって、アル
ツハイマー病の病原タンパク質や電池材料の解析等、NMRを用いた新しい
応用分野を開拓し、これまで解明し得なかった重要課題に迫ります。医学、生
物学や材料科学をはじめ、さまざまな分野へとNMRの技術を活かし、先導的・
中核的な研究拠点としての役割を果たしていきます。

近年、NMRの中でも特に目覚ましい進展を遂げた分野がタンパク質の固体NMR法であり、その原
動力となっているのが超高速Magic Angle Spinning（MAS）法と言われるアプローチです。MAS法
とは、磁場に対して傾けた軸の周りに試料を高速回転させ、極子間の相互作用を取り除くことで固体
NMR信号を先鋭化する手法です。本部門の研究者はこの分野の世界的パイオニアとして、超高速
MASプローブの開発や利用を通じて固体スペクトルのさらなる先鋭化と高分解能化を推進し、タンパ
ク質の固体NMR解析の迅速化や、Liイオン電池正極の常磁性イオン含有物質の解析等に役立つ
新規方法を開発しています。

超高速
MAS法

他の分光法と比べて、構造解析や分子運動解析に大きなアドバンテージを有するNMR。そこに次な
る局面を切り拓くアプローチとして注目されているのが、新規In-situ光照射NMR測定法の開発。高
輝度の光をNMR磁石内の試料管まで導入し、NMRパルスシーケンスと同期した光照射を可能にし
ました。光化学反応により動的に変化するタンパク質の構造を追跡し、将来的には光によってタンパ
ク質の機能を制御する研究へと進展させていく試みです。動的な構造変化は結晶構造解析には馴
染まず、NMRならではの技術テーマとなっています。

In-situ
光照射

NMR測定は、解析を行う対象物に対して、ラジオ波電波を照射することで信号を励起しますが、どの
ような励起信号（パルス）を投げかけるかによって得られる情報が大きく変わります。パルスシークエン
スと呼ばれるその手法は一様ではなく、楽譜やレシピのようにその時々に応じて大胆な調整を加える
必要があります。また、対象物から返ってきたシグナルは周波数のスペクトルとして表され、そのスペク
トルから複合的な立体構造や、構造体の相互作用を解き明かす力も求められます。NMR研究開発
部門にはこうした一連の測定を世界レベルで行える専門家が数多く在籍しており、高磁場NMRの性
能を活かした測定を可能にしています。

パルス
シーケンス

  病原タンパク質の解析

　アルツハイマー病の発症メカニズムは未だに不明ですが、患

者の脳には「アミロイド斑」の出現と脳の萎縮が見られます。アミ

ロイド斑は、アミロイド前駆体タンパク質（APP）の一部が切り取

られたアミロイドβが凝縮してアミロイド線維となり形成されること

が知られています。アルツハイマーの原因と考えられている42残

基アミロイドβのアミロイド繊維化した構造は長い間未知でした

が、本部門の研究者が固体NMRを用いて初めて解明しました。

また、APPは複数のタンパク質と相互作用し、タンパク質同士の

相互作用ネットワークを形成していると考えられており、APPの細

胞内ドメインと（32残基のペプチド）、Fe65L1タンパク質のPID

ドメインの複合体について、立体構造解析を行いました。

  有機太陽電池の材料解析

　次世代のエネルギー需要を支える有機太陽電池。理化学研

究所 創発物性科学研究センターやJEOL連携センターからなる

共同研究チームが、NMR研究開発部門のNMR装置を活用し

て有機太陽電池の界面構造を解明しました。同研究チームは、

有機太陽電池中の半導体分子の混合状態における界面構造

を、分子設計によって制御できることを見出し、NMR法によって

分子レベルでの界面構造を明らかにしました。この研究成果は、

有機太陽電池の効率化に向けた、新たな材料開発につながっ

ていくことが期待されています。

  タンパク質の光構造操作

　ヒトの目が光を感じ取るのは、レチナールタンパク質の光構造

変化によるものであり、植物の光合成もタンパク質が光に反応

することによって生まれます。光遺伝学・光薬理学といった研究

領域では、光によって人工的にタンパク質の構造を変えること

で、その機能を変えたり、薬効をコントロールしたりする研究が進

められています。NMR研究開発部門では、光照射下におけるタ

ンパク質の構造変化を調べるとともに、光によって構造変化を起

こすアゾベンゼンとタンパク質を共有結合することによりタンパク

質の構造を任意に操作する研究等を行っています。

  化合物相互作用解析 -創薬-

　NMRはタンパク質の立体構造を特定するだけでなく、複数の

化合物の相互作用を明らかにする手法としても有効です。タンパ

ク質の立体構造を用いた医薬品の開発においては、標的となる

タンパク質に結合してその動きを阻害する低分子化合物を設計

し、改良を加えながら最終的な薬剤分子としていきます。その際

に、NMRを用いて化合物が標的タンパク質のどこに、どのような

構造で、どのような向きで結合しているのかを調べることにより、よ

り効果のある医薬品の開発を効率的に進めることができます。

NMRだけでなくクライオ電子顕微鏡やX線回折と組み合わせた

複合解析によって構造を捕らえるアプローチも進めています。

新たな実験法・測定技術を活かし、
従来の限界を超えた構造解析を可能にする

NMR装置の性能を最大限に引き出し、
世界に冠たる技術基盤を確立する

C. Wang et al., Angew. Chem Int. Ed. 2018, 57, 7034-7039.

NMR

X線結晶回折
（SPring-8/SACLA）

クライオ電子顕微鏡
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