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プロジェクトの概要
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子を観察したりできる全自動化ロボット「4%2!」

大型放射光施設 30RING  のビームライン ","

→左の技術開発も含めた基盤整備につ

に設置されたサンプル自動交換装置「30!#%」

いては次ページをご覧下さい。

プロジェクトの予算

このプロジェクトには、人あまり

平成  年  月  日時点のデータ

結晶化技術が件、8線解析技術が

の研究者が参加し、タンパク質構造研究

→構造解析されたタンパク質の例は

件、.-2解析技術が件、その他

者の育成にも大きく貢献しました。

PP  をご覧下さい。



結晶のできる条件を探したり、結晶ができてくる様

平成  年度から  年度までに総額約  億円の予算が投じられました。
平成  年度

平成  年度補正

平成  年度

平成  年度

平成  年度

平成  年度

合計

 億円

 億円

 億円

 億円

 億円

 億円

約  億円



タンパク  プロジェクト
8線結晶構造解析用ビームラインの高度化

基盤整備
構造解析のための施設・設備を構築しました
構造解析パイプラインの整備

構造解析パイプライン
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