


            『タンパク質の結晶化』の刊行に向けて  

 

ゲノム科学の進展に伴って、創薬、医薬開発の分野における構造生物学は、ますます重要性を増していま

すが、その際、研究上の大きなネックになっているのが、生体高分子の＜結晶化＞です。この課題に資するべ

く、日本学術振興会回折構造生物第１６９委員会は、その成果の一端として、本委員会の委員をはじめ広く研

究者の方々の協力を得て、日本学術振興会回折構造生物第１６９委員会編として、京都大学学術出版会から『タ

ンパク質の結晶化』の刊行を計画致しました。 

近年、生化学を初めとする生体高分子関連の研究スタイルは、サンプル量の微量化が進んだためその取り

扱い方が一変し、実験自体が簡素化、システム化されるようになってきました。結晶化も同様に、回折実験に

供する生体高分子試料は少量で、良質な単結晶を調製することが要求され、かつ研究目的に適合した結晶でな

ければなりません。従って、タンパク質の結晶化はこの分野に携わる者にとって重要、かつ極めて関心の高い

テーマとなっていますが、条件を満たす単結晶を調製するためには、単に機械的に結晶を作るのではなく、試

料の取り扱いに習熟し、かつ試料のもつ生化学的機能を十分に把握した上で結晶化に取り組むことが必要です。 

本書は構造生物学にこれから取り組もうとする学部学生、大学院学生はもちろん、すでにこの領域に足を

踏み入れている研究者を対象に企画されました。そのため、第１部で生体高分子、特にタンパク質の特性や取

り扱い方について記述すると共に、試料の生産、単離精製から結晶化までの技術についてその原理を平易な表

現で分かり易く解説し、第２部では最新の技術や研究内容を盛り込むことによって、第一線の研究者の関心に

答える内容となっています。さらに第３部では、結晶の品質向上に役立てるべく、結晶を適切に評価する方法

と理論について、論じています。 

また、付録の CD-ROMとして、豊富な図表、写真を掲載し、実験室においても手軽に利用できる実用的な書

物として、あるいは基礎的な内容を備えた教科書としても利用していただけるような内容に編集致しました。 

本書の発行は、本年１１月を予定しております。生命科学の分野で、広くご活用いただければ幸甚です。 

なお、本書の出版経費の一部は（社）日本工業倶楽部から独立行政法人日本学術振興会事業推進のための

「学術振興特別基金」へ寄せられたご厚志のなかから、充てさせて頂くことをご報告するとともに、（社）日

本工業倶楽部に対し感謝申し上げる次第です。 
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編集委員長 相原茂夫 
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