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The extraordinary properties of a new X-ray source using a Free-Electron Laser with a brilliance three orders of
magnitude higher than what is achieved at synchrotrons, a very short pulse duration and a high spatial coherence in
combination with a pump probe laser make it possible to perform time-resolved serial femtosecond crystallography which
will allow us to make a 3-D movie of photo-sensitive protein conformational changes upon photo-activation. Upon
absorption of light the photo-cycle of squid rhodopsin proceeds Rhodopsin -> Batho -> Lumi -> LM, and then its photoproduct Acid Meta form has an absorption maximum in visible light with protonated retinylidene Schiff base and can be
hit back to the initial state by absorbing a photon again.

In addition, in contrast to vertebrate rhodopsins, which have

developed evolutionally as an ultimate photo-sensor, other rhodopsins have developed to obtain functional diversity as
well as vision. In this study we have tried to crystallization of squid rhodopsin in the dark and photo-activated acid-meta
states, which are suitable for SFX experiments. It promises to elucidate some common structural features in the activation
mechanism of rhodopsins and GPCRs, and some distinct components contributing for their divergent functions.
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Figure 1 SONICC images of squid rhodopsin crystals
Left) Acid-Meta state

Right) Dark state

Figure 2 Design of Constructs
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