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＜運営委員会報告＞

第１６９委員会委員長 山根 隆

運営委員会はメールで行っている。開催期間は最初の提案か
ら決定までの期間である。
第273回運営委員会：169委員会HPサーバーのセキュリティ
について
開催期間：2月7日
報告内容：委員長より、
日本学術振興会から
「情報資産の保
有・管理状況調査」
の依頼についての報告がなされた。本委員
会のホームページに関して、
サーバ管理・運用に関する規定・
体制の整備が必要なこと、特にインシデントが発生した場合
に早急に対応できるよう連絡体制等の構築することが必要
で、運営委員会で検討していくこととした。
第274回運営委員会：特別委員の選考について
（その１）
開催期間：2月13日～3月6日
討議内容：委員長より、特別委員の候補者5名がしめされ、
そ
の選考を進めていただきたいとの提案がなされた。3月6日ま
でになされた審議では、
選考ルールに従い、委員の定数「3－4名は変えないほうがよ
い」
とのコメントが半数であったが、3月14日の一堂に関する
委員会で継続審議することの承認がなされた。
第275回運営委員会：小委員会の設置について
開催期間：3月7日～3月22日
討議内容：委員長より、小委員会設置第1段審査班の報告に
基づき、小委員会設置の第2段の審議を行っていただきたいと
の提案がなされた。
決定事項：審議の結果、申請された下記の4小委員会の設置
の承認がなされた。
１）
「中性子・放射光連携小委員会」
２）
「回折構造生物に係る技術フォーラム小委員会」
３）
「量子ビーム融合化小委員会」
４）
「構造生物将来検討委員会」
また、小委員会の予算については、
当初予算は20万円とし、活
動に応じて追加の支払いを認めること、次年度は平成30年の
活動をもとに小委員会への予算配分を行うことの承認がなさ
れた。
また、
「量子ビーム融合化小委員会」
には、本委員会との
密接な関連付けの検討がなされるよう要望することとした。
第276回運営委員会（一堂に会する運営委員会）
開催期間：3月14日
討議内容：委員長より、1) 小委員会について、2) 特別委員に
ついて、3) SDSB2020 時期の公表などのロードマップにつ
いて、4) 今後の研究会について、5) 現運営委員の交代の承認
手続きについての審議を行っていただきたいとの提案がなさ
れた。
決定事項：1) 小委員会についての添付の資料に基づいての審
議の結果、基本的に申請の４小委員会の設置の承認と予算案
の承認がなされた。2) 特別委員についての添付の資料に基づ
いての審議の結果、
ルールでは3－4名となっているが、5名行

候補者の優先順位が付けにくい、候補者は全員予算申請で
は役に立っていただける立場の方である、ISDSBでの講師の
招へいなどメリットのほうが大きいので、5人の候補者を承認
していただくよう、運営委員会に改めて審議をお願いすること
の承認がなされた。3) SDSB2020 時期の公表などのロー
ドマップについて、ISDSB2020の実行委員長の承認は4月中
に行いたいとの提案がなされた。4) 今後の研究会について、
清水敏之委員と村田武士委員にくわえて、
あと1名の研究会
担当委員を依早期に決めるよう要望がなされた。5) 現運営
委員の交代の承認手続きについて、松崎顧問、安岡顧問、柏
木幹事(研究会担当)、3名の小委員会委員長の3月末での退
任と、新たに小委員会委員長となられる委員の幹事への依頼
の承認がなされた。
第274回運営委員会：特別委員の選考について、
（その２）
開催期間：3月15日～
討議内容：委員長より、3月14日の第276回運営委員会(一
堂に会する運営委員会)の審議に基づき、特別委員の候補者
を5名とすることの可否についての審議を行っていただきたい
との提案がなされた。
決定事項:継続審議中
第277回運営委員会（研究会の講師に対する謝金について）
開催期間：3月27日～4月20日
討議内容：委員長より、本委員会の研究会等での本委員会委
員の講演などに対する謝金についての審議を行っていただき
たいとの提案がなされた。
決定事項：審議の結果、本委員会委員の講演などに対する謝
金は支払わないこととの承認がなされた。
しかしながら、承認
できないとの意見もあり、
このルールは今年度1年間有効と
し、審議を継続することとした。

＜小委員会設置第1段審査報告＞

第1段審査委員会委員；川上、光井、井上、原田、山口、渡辺
（敬称略）
・小委員会そのものに対する意見
４つの
「小委員会」が，
それぞれかなり性格が違う。169委員
会の
「小委員会」
とはどういうものなのかを整理した方が良い
のか，
あるいは，
こういう多様性が良いのか，判断がつかない。
１．
「中性子・放射光連携小委員会」
（委員長、玉田委員）
・コメント
（抜粋）
通常のⅩ線回折法と比べ大型の結晶が必要で挑戦的な課
題。
装置開発や方法論の開発を推進し、
より汎用性を高めていく
ための活動は重要であり、
そのために委員会を設置して国を
リードしていく必要があると思われる。
・審査結果 設置を承認
２．
「 回折構造生物に係る技術フォーラム」
（ 委員長、田仲委
員）
・コメント
（抜粋）
技術指導などを含むワークショップは新しい試みで、運営が
うまくいけば効果的。
新手法の開発などが議論され、情報交換の場が提供される

ものと期待。
・審査結果 設置を承認
３．
「量子ビーム融合化小委員会」
（委員長、石山委員）
・コメント
（抜粋）
本小委員会は極めて実用的な目的をもっており、
サイエンスの
側面が濃厚な第１６９委員会の発展への寄与に期待。
活動内容が回折構造生物からはやや乖離しているが、本委員
会が回折構造生物にこだわらないという議論も多いことから、
量子ビーム等の生命科学・医学応用を目指す、169委員会の活
動の広がりの広報にもなる。
・審査結果 設置を承認
４．
「構造生物将来検討小委員会」
（委員長、
山本委員）
・コメント
（抜粋）
生体分子の機能と構造の解き明かすために必要な種々の技術
を相補的に活用しながら解決を図る
「相関構造解析」
という新
しいコンセプトを確立するため、種々の解析手法の開発や導入
を議論し、
日本がいち早く整備することで構造生物学分野を冠
たるものにするための議論の場になる。
「実際の実験室での研究開発に生かせることを目指した」
ロー
ドマップ作成に期待。
・審査結果 設置を承認

＜第6回委員総会報告＞

開催期間：3月26日～4月6日
審議事項：委員長より、第275回運営委員会の承認に基づ
き、申請された4小委員会の設置の可否についての審議を
行っていただきたいとの提案がなされた。
決定事項：審議の結果、
１）
「中性子・放射光連携小委員会」
の設置
承認する
36/47=0.766
２）
「回折構造生物に係る技術フォーラム小委員会」
の設置
承認する
36/47=0.766
３）
「量子ビーム融合化小委員会」
の設置
承認する
31/47=0.660
４）
「構造生物将来検討委員会」
の設置
承認する
36/47=0.766
1，2，4の小委員会については設置の承認がなされた。3の小
委員会については、
「本委員会との密接な関連付けを検討い
ただいて」再提出していただくこととした。

＜平成30年度総会、第56回研究会の開催について＞

下記要綱で開催の準備を進めています。詳細はメールにて連
絡させていただきます。
１．
日 時：平成30年7月10日(火)13時～
２．場 所：東京大学農学生命科学研究科
フードサイエンス棟
中島薫一郎記念ホール
３．総 会：13時―13時50分
４．研究会：14時―16時50分
５．懇親会：17時―18時30分
東京大学農学部弥生キャンパス内
向ヶ岡ファカルティハウスアブルボア
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創薬標的膜蛋白質の立体構造を体系的かつ網羅的に解明してい
くことは、
ライフサイエンスの進展に貢献できるばかりでなく、立体
構造に基づいた医薬分子設計（SBDD）
を推進する上で産業界から
も大きな期待が寄せられています。生体構造化学研究室では、創薬
標的膜蛋白質のX線結晶構造解析基盤の構築を目標に、以下の項
目を重点的に研究しています。
1. 創薬関連膜蛋白質のX線結晶構造解析
膜蛋白質は、全蛋白質の30％を占め、細胞間情報伝達など重要
な役割を果たしています。膜蛋白質の多くは創薬ターゲットでもあ
り、市販の医薬品の50％以上が膜蛋白質に作用することが知られて
います。膜蛋白質の立体構造はドラッグデザインなどの創薬に重要
であり、産業界からの期待も大きいのですが、膜蛋白質の構造解析
はきわめて難しく、現在でも700種類程度（ヒト由来は8000種類の
中で50種類程度）
の構造が得られたにすぎません。今後、膜蛋白質
の立体構造を体系的かつ網羅的に決定してゆくためには、下記の3
点の技術開発が重要であると我々は考えています。
(1) 統計熱力学計算に基づく膜蛋白質の理論的耐熱化法の開発
(京都大学エネルギー理工学研究所 木下研究室との共同研究)
膜蛋白質は一般に不安定であり、大量に調製することが困難で
す。特定のアミノ酸残基を他のアミノ酸に置換することにより膜蛋白
質を熱安定化できることが知られていますが、
それを実験で発見す
るのは非常に大変です。私たちは
「生体膜を形成するリン脂質の炭
化水素鎖の並進配置エントロピーが膜蛋白質の熱安定性を決定づ
ける最も重要な因子である」
という新しい考えに基づき、
アミノ酸を
どう改変すれば熱安定化できるのかを液体の熱統計力学理論を用
いて短時間で予測する方法(エントロピー基盤法)を開発していま
す。

(3) 抗体を用いた膜蛋白質の結晶化法の開発
膜蛋白質と特異的に結合する抗体を用いて、膜蛋白質／抗体複
合体を形成させて親水性表面を拡張することによって結晶性を向
上させるという戦略が有効です。我々は、膜蛋白質に結合するモノ
クローナル抗体作製のための免疫法やスクリーニング法の開発お
よび膜蛋白質との共結晶化法の開発を行っています。

2. 創薬につながるV-ATPaseの構造、機能の解明
V-ATPaseは、
ヒトなどの真核生物の生体膜に存在し、水素イオ
ンを膜の外から中に運ぶことで膜内のpHを調整しています。
また、
V-ATPaseは骨の形成に関わる破骨細胞やガン細胞の膜にも存在
し、骨粗鬆症やがんに関与していることが分かっています。そのた
め、V-ATPaseの分子メカニズムを知ることはこれら疾病の理解に
繋がりますし、V-ATPaseの阻害剤は治療薬として期待されていま
す。
我々は、
バクテリアにもV-ATPaseと似た酵素があることを発見
しました。
すでにこの酵素の構造や機能について多くの成果を出し
ており、本酵素の詳細な分子メカニズムの解明を目指しています。
また、バクテリアV-ATPaseの研究で得たノウハウを使って、
ヒト
V-ATPaseの構造機能解析を開始しています。現在では、次のス
テップにもとりかかっており、化合物ライブラリーから候補化合物
を選別しています。最終的には得られた化合物の構造をもとにして
V-ATPaseの新しい阻害剤を創出したいと考えています。

(2) 膜蛋白質の大量発現・精製システムの開発
(1)の方法により予測された熱安定化変異体を大腸菌や出芽酵
母の発現系によりスクリーニングすることで、膜蛋白質の大量発現・
精製を可能にします。
さらに、
ランダム変異導入を用いた進化工学的
アプローチと組み合わせることにより、大きく熱安定化した高発現
変異蛋白質を素早くスクリーニングする技術の開発も行っていま
す。

生体構造化学研究室のメンバー
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