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NMRの利用分野 
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理研横浜NMR施設 



理研NMR施設の特色 
• 文科省「先端研究施設共用促進事業」 

• 横浜市立大学、大阪大学との連携 

• 多彩な装置（H24:共用対象24台） 
– Bruker BioSpin, Agilent, JEOL RESONANCE社製 

– 高感度プローブ、固体用プローブ 

– サンプルチェンジャー 

– 高感度プローブ付き900MHz, 800MHz装置 

• 良好な整備状態 
– 保守点検、定期点検、故障対応 

• 経験豊かな専門家による支援体制 
– 利用相談 

– 技術的指導・支援 

– 試料調製・構造解析支援（パイプライン） 
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課題解決を総
合的に支援 



特色ある装置 

5 

• Bruker BioSpin社 900MHz 

• CryoProbe装着（TCI type） 
• S/N 1H: > 9,000; 13C: > 800 

 

1H [ppm] 

1
5
N

 [
p
p
m

] 

TROSY-HSQC 

45 kDa Ser/Thr kinase 

• Bruker BioSpin社 700MHz  

• CryoProbe装着（TCI type） 
• SampleJet装着 

• ICON NMRによる 
多試料自動測定 

Yamada et al. Z. Naturforsch. 

2007, 62b 1422-1432 

17O MAS spectrum of tripeptide (W*-G-G) 

• JEOL 700MHz 

• 固体測定仕様 

   Φ=4mm MAS (20kHz) 

• Agilent社 900MHz 

• S/N 1H: > 2,000 
13C-HSQC 

１5 kDa protein 
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NMR立体構造解析パイプライン 

6 NMR施設 

cDNA 
ターゲット選択 

小スケール 
タンパク質合成 

中スケール 
タンパク質合成 
とNMR測定 

大スケール 
タンパク質合成 

・精製 

NMR測定 

NMRデータ 
解析 

立体構造 
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「試料調製から構造解析までの
一連のプロセスを実施」 



利用実績 
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•無償利用75件中50件が新規の利用 

 （課題開始以前に理研NMR施設と関係が無かった利用） 

•ライフサイエンス、医薬分野だけではなく、食品・日用品、化学、材料・素材、
分析分野への利用が広がる 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 
(7月現在） 

計 

無償 

イノベーション 

戦略分野
利用推進 

10 
25 

(10) 
31 

(25) 
17 

(17) 
- - 31 

新規利用
拡大 

3 
2 

(1) 
2 

(0) 
0 

(0) 
- - 6 

トライアルユース - - 7 
14 
(5) 

12 8 36 

被災者支援 2 - 2 

小計 13 
27 

(11) 
40 

(25) 
31 

(22) 
14 8 75 

有償 

成果占有利用 7 15 15 39 22 1 99 

成果非占有利用 13 12 17 32 26 2 102 



2012年7月現在 

利用者 
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旭硝子株式会社 
味の素(株)  
株式会社井田ラボラトリーズ 
株式会社エルエイシステムズ 
大塚製薬株式会社 
(財)沖縄科学技術振興センター 
オックスフォード・インストゥルメンツ(株)  
花王(株)  
キッセイ薬品工業株式会社  
株式会社 グライエンス  
株式会社サイエンステクノロジーインタラクト 
サンスター株式会社 
住友化学株式会社 
生化学工業株式会社 
仙味エキス株式会社 
大日本住友製薬(株)  
大陽日酸株式会社  
タグシクス・バイオ株式会社  
千葉製粉(株)  
株式会社ディーエイチシー 
株式会社東芝  
(株)東レリサーチセンター  
株式会社 豊田中央研究所 
日本ハム株式会社 
財団法人野口研究所 

大阪大学 
神奈川大学 
近畿大学 
京都大学 
慶應義塾大学 
神戸大学 
静岡大学 
首都大学東京 
信州大学 
創価大学 
千葉工業大学 

企業（五十音順）38機関 大学等（五十音順）22機関 

株式会社バイオベルデ 
株式会社白寿生科学研究所 
株式会社ビーエムジー 
株式会社ファルマデザイン  
富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 
株式会社ブリヂストン 
株式会社プロテイン・エクスプレス 
北海道システム・サイエンス（株） 
株式会社三菱化学生命科学研究所  
室町ケミカル株式会社 
メルク株式会社 
持田製薬(株)  
RECマテリアルズ（株） 

筑波大学 
帝京平成大学 
東京大学 
東京医科歯科大学 
東京農工大学 
東北大学 
奈良先端科学技術大学院大学 
広島大学 
福島県立医科大学 
明治大学 
横浜市立大学 

成果公開型 

成果非公開型 
21企業・機関 



成果事例(I) 
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イノベーション事業利用課題： 
反応性官能基の導入による高性能ポリマーの開発 

（株式会社ブリヂストン） 

• 利用装置：900MHz クライオプローブ付き 

• 対象：スチレンブタジエンゴム（SBR) 

• 課題：高性能ポリマー開発のための「NMR を用いたポリ
マー中における反応性官能基の構造解析手法の開発」。 

タイヤ用ゴムの様なポリマー／ナノフィラー複合体の末端
変性のような反応性官能基の構造決定、反応率の定量を
高磁場NMR装置を用いて進めれば、変性ポリマーの「構

造⇔物性相関」に対する理解が飛躍的に進み、ひいては
高性能ポリマー開発が加速されるものと期待できる。 

【結果】実用分子量（Mn>100k）のポリマーを用い、分子鎖一本
にひとつの開始末端（n-ブチル基のCH3）を、

13C スペクトル上
で定量することが出来た。この結果により、一本の分子鎖中に
ある各モノマー数から正確な分子量（Mn）を求めることが出来
た。同様の解析を低分子量モデル（Mn<10k）にて行った報告

例はあるが、実用分子量のゴムに関する事例は非常に少ない。
今後、新たな高性能ポリマーの分子設計にあたり、超高磁場
NMR が有力な開発ツールとなる事が期待される。 

（ＮＭＲ施設利用報告書より抜粋、改変） 

イノベーション事業利用課題： 
酵素改変体のセルフリー合成と評価 

（味の素株式会社） 

• 利用装置：600MHz クライオプローブ・サンプルチェンジャー付き 

パイプライン試料調製利用 

• 対象：酵素リパーゼ 

       （油脂を加水分解し、脂肪酸とグリセロールを生成） 

• 課題：バイオディーゼル燃料(BDF)の製造において、従来法（ア
ルカリ法）の課題を解決するリパーゼを用いた方法は高コストで
あることが問題であった。本課題においては、リパーゼを高機能
化しすることにより、BDFの製造コストを低減することを企図した。 

【結果】ラショナルに変異型リパーゼを設計した後、セルフ 

リー合成系を用いて高活性型をスクリーニング。本タンパク質は分泌
タ ンパク質のため、酸化還元条件を考慮した発現系と NMRによる産
物の評価を通じて比活性の高い変異型リパーゼを生産することに成
功。今後、本課題で得られた変異型リパーゼを用いて、BDFの生成を
試み、 収率・生産性・製造コスト等を検討。本課題で用いた手法は、

他の酵素でも適用可能であるため、高機能化酵素を創生するうえで
非常に有用。 

（ＮＭＲ施設利用報告書より抜粋、改変） 

バイオマス 
高効率化 
コスト・環境 
負荷低減 

BDF 

高機
能化
酵素 

変異型酵素 



成果事例(II) 
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イノベーション事業利用課題： 
凍害保護物質ポリマーの構造および水との 

相互作用解析 
（株式会社バイオベルデ） 

• 利用装置：400MHz, 600MHz, 700MHz, 800MHz（固体を
含む） 

• 対象：凍結保護作用を持つ両性電解質高分子カルボキシル
化ポリリジン 

• 課題：凍結保護効果の作用機序解明 

【概要】NMRを用いて、凍結時のポリマー、水、塩の状態や運動
性をモニターし、両性電解質高分子溶液の凍結保護効果の機序
を調べた。その結果、両性電解質高分子は、凍結時に濃縮された
塩イオンの動きを抑制する作用があることがわかった。このことが
凍結濃縮に伴う急激な塩濃度上昇を抑え、細胞の破壊を抑制し
ている可能性があり、既存の凍結保護剤との機序の相異が示唆
された。 

トライアルユース利用課題： 
低温増殖微生物の制御に向けた低温活性酵素の

解析 
（日本ハム株式会社） 

• 利用装置：600MHz, 800MHz, 900MHz 

• 対象：抗病原菌活性を有する酵素 

• 課題：低温での活性発現のメカニズムの解明 

【概要】食中毒原因病原菌の中には、冷蔵という低温の条件でも
増殖するものが知られており問題となっています。天然に存在す
る酵素の中には、この様な低温での病原菌の増殖を抑制するも
のが知られており、この性質の解明が期待されています。解析
の結果、酵素分子の低温での活性発現のメカニズムの解明につ
ながると期待される、酵素分子の立体構造や温度変化に伴う立
体構造の変化などの解析に成功しました。 

【期待される経済効果､雇用創出効果等の社会的インパクト】鶏
卵から得られる酵素などは食中毒原因菌の増殖を抑える作用が
あることから、すでに幅広い食品への利用がすすめられていま
す。低温でも高い活性をもつ酵素の立体構造解析の研究を進め、
その成果を応用することで、長期間にわたり食品を安全に保存
する様々な技術の開発へとつなげることが期待されます。食の
安心・安全への貢献や食品の廃棄にともなう経済的な損失を防
ぐ効果などが期待できます。 

天然由来酵素

坑病原菌
活性の解析

安全な食品保存技術への応用

カルボキシル化ポリリジンの応用 

再生、移植医療 
凍結保存 

ES細胞、iPS細胞 

受精卵、精子 

移植用細胞 

臓器 

食品、医療品 

工業、農業用 

冷凍保存 

凍害防止 

霜害防止 

【期待される経済効果､雇用創出効果
等の社会的インパクト】新規高分子
系凍結保護剤が、細胞内への進入を
必要とせず、外部環境を制御するこ
とで凍結障害から細胞を保護するた
めの機序に関する新知見を得た。こ
れを用いて、全く新しいタイプの凍結
保護剤の提案が可能となり、再生医
療用途では幹細胞や再生組織の保
存といった新規展開が期待できる。ま
た食品保存などの市場の大きな分野
への進出も期待され、事業の拡大が
見込まれる。 （ＮＭＲ施設利用報告書より抜粋、改変） （ＮＭＲ施設利用報告書より抜粋、改変） 



NMRネットワーク構想 
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研究基盤としてのNMR施設 
• 化学、材料、食品・環境、生命科学等で必須な研究ツール 

 

• （特に最先端）装置は高額（導入費、運営費、アップデート） 

• 定常的維持管理 ノウハウ・人員・コスト 

– （アカデミア）学部、部局レベルでの整備維持困難 

– （企業）大型装置の導入はまれ 

– （特に若手）研究者の流動性・自立を阻害 
 

• 最新装置・技術に誰でも何時でもアクセスできる場の整備が
必要 
 

• 放射光施設・大型計算機は国レベルで整備 

• 次ぐ規模の機器（NMR、電子顕微鏡など）も戦略的な整備・
配置が必要に 
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NMR施設ネットワーク構想 

• NMR施設の連携体制を構築し、最先端NMR装置・技術を共有する場 

• 最先端装置を戦略的・重点的整備、既存設備の有効活用 

• 若手・企業・異分野の研究者・技術者の育成・支援 

• 広範囲の分野での利用促進、研究開発へ貢献 

• 最先端技術の開発の先導的役割（装置、利用、データ） 

• 国内の関連産業技術の育成・発展への貢献 

• 海外施設ネットワークとの連携 

 

（参考） 

• EUの取り組み（Framework Program） 

– FP6： EU-NMR   12機関 

– FP7： Bio-NMR（構造生物学） 19機関（72台） 
    EAST-NMR（東欧向け） 21機関（19台） 
    e-NMR（データ・ソフトウェア）   5機関 

– 一体化した運営 事業管理、課題受付・選定 高い費用対効果 

– “Networking”, “Transnational”を重視  

– 装置開発製造企業も深く関与 
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NMR施設ネットワーク参加機関（案） 

機関 共用の枠組 

基幹拠点 

（大型装置複数配置、特徴・得意分野、共用実績） 

理研横浜／横浜市大 先端研究施設共用促進 

大阪大学蛋白質研究所 全国共同利用機関 

先端研究施設共用促進 

物質材料機構 ナノテクプラットフォーム 

分子科学研究所 全国共同利用機関 

ナノテクプラットフォーム 

地域拠点 

（地域の核、基幹拠点への橋渡し） 

北海道大学 ー 

東北大学 ー 

広島大学 先端研究施設共用促進 

九州地区（調整中） ー 
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基幹拠点 

地域拠点 


