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＜運営委員会報告＞

第169委員会委員長

坂部知平

運営委員会はメールで行っているため、開催期間は最初の
提案から決定までの期間である。
なお、議長を委員長以外の
委員が務めたときのみ議長名を記載する。
・第124回運営委員会：ISDSB2013実行委員長選出
開催機関：平成22年7月28日〜10月8日
討議内容：本年5月パリで開催されたISDSB2010にて次回
は3年後に再度日本で開催されることが決定された。そこで
I S D S B 2 0 1 3 実 行 委 員 長 選 出 に つ いて 討 議 さ れ 、
ISDSB2007で実行委員長を務められた、
山根隆副委員長が
実行委員長を兼務する事に決定され, 山根氏も承諾され
た。
運営委員会提案としてISDSB2013実行委員長を山根隆副
委員長が兼務する件に付いてメールによる総会が開催され
承認された。
・第125回運営委員会：実行委員会委員選出
議長：副委員長兼ISDSB2013実行委員長山根隆
開催期間：平成22年10月12日〜11月12日
討議内容：委員会メンバーにISDSB2013実行委員の推薦を
依頼し、推薦に基づきISDSB2013実行委員を依頼した結
果、
（中性子）田中伊知朗、新村信雄；
（電子線）永山国昭、宮
澤敦夫；
（X線）足立伸一、神谷信夫、坂部知平、菅原洋子、
中
川敦史、安岡則武、
（ 産業界）上村みどり、川上善之、杉尾成
俊、田仲広明（以上敬称略）
の1４名で、ISDSB2013実行委
員会を発足させることが承認された。
・第126回運営委員会：学界委員の交代
開催期間：平成22年11月10日〜11月18日
討議内容：大阪市立大学教授を定年退職され、その後理化
学研究所播磨研究所放射光科学総合研究センターに勤務さ
れていた広津建委員がこの度委員の交代を希望された。
そこ
で、此まで本委員会の量子ﾋﾞｰﾑ融合化小委員会でトポグラ
フィー計測技術･科学研究チームのチームリーダーを御願い
していた横浜創英短期大学の学長兼教授である小島謙一氏
を委員長が推薦し、審議の結果承認された。
・第127回運営委員会：研究会担当委員長改選
開催期間：平成22年12月8日〜12月18日
討議内容：第95回運営委員会で研究会担当委員会設置とそ
れに関するルールが決定された。
このルールに従い、第２期
委員長の改選が行われ、武田薬品工業(株)の曽我部氏が平
成23年4月1日より研究会担当委員会委員長に就任する事
が決定され、本人も了承された。12月18日に運営委員会議
事録を添付し、
メールによる委員総会に報告された。
・第128回運営委員会：第34回研究会
開催期間：平成22年12月16日〜23年１月7日
討議内容：上村みどり研究会担当委員会委員長より定例の
第34回研究会プログラムが提案された。
決定事項：審議の結果原案通り承認された。本プログラム及

び講演要旨は169委員会のホームページ
http://www.sbsp.jp/sbdt/ に公開されている。
・第129回運営委員会：大正製薬㈱退会
開催期間：平成22年12月16日〜23年１月29日
討議内容：退会を思い止まって頂けないか、本委員会をもっ
と魅力的なものに出来ないかなど。
決定事項：結論なしのまま、退会が承認された。
・第130回運営委員会：松末朋和幹事の退任
開催期間：平成22年12月21日〜23年１月12日
討議内容：本委員会設立当初より今日まで11年間幹事を務
めて頂いた松末朋和氏から
「本社に移動し、研究本部ではな
いため、研究所の意向を反映させることが困難になったので、
委員を交代したい」
旨のメールを受け、慰留は出来ないか、後
任者を幹事として、総会に推薦するか否かなどが議論された。
決定事項：松末朋和委員の交代が認められ、
その結果生じる
幹事の欠員は改めて選任する事、後任の委員には
「創薬研究
所・生物研究室の広瀬二郎主幹」
が松末朋和委員から推薦さ
れ承認された。
・第131回運営委員会：第２期研究会担当委員会
開催期間：平成23年１月１２日〜１月１８日
討議内容：曽我部智第２期研究会担当委員会委員長より、下
記の第２期研究会担当委員会委員名簿が提出された。
委 員 長 曽我部智（武田薬品工業㈱）
産業界委員 伊藤秀一郎（第一三共㈱）
齋藤 純一（協和発酵キリン㈱）
学界 委員 足立伸一（KEK)
新村信雄（茨城大学）
宮澤淳夫（兵庫県立大学）
決定事項：審議の結果原案通り承認された。
１月１８日にメールによる総会に報告した。

＜平成23年１月〜6月に加入された企業の紹介＞

１月入会
ライオン㈱

小倉卓委員
機能素材研究所

４月入会
富士フイルム㈱ ベンアマール ユセフ委員
R&D 統括本部 解析技術センター
参天製薬㈱
㈱トヤマ

＜委員交代＞

青野浩之委員
研究開発センター
長谷川雅之委員
開発部
（神津精機からトヤマに転職）

小田垣良彦委員 →

竹内淳委員

小野薬品工業（株）

＜研究支援製品紹介＞

コンパクトなタンパク質溶液用X線小角散乱装置
株式会社リガク

超分子複合体や揺らぎの大きい領域を持つマルチドメイン
タンパク質は機能的に重要であるため、構造・機能解析が注
目を集めています。
しかし、超分子複合体やマルチドメインタン
パク質は結晶化が非常に困難となっています。
このため、超分
子複合体やマルチドメインタンパク質では、主として構成部品
毎に分けて結晶化・構造解析を行うという手法が採られてい
ます。
近年、結晶構造解析が困難なタンパク質の全体構造や機
能状態の構造を解析する手法としてX線小角散乱法によるタ
ンパク質の構造決定、
いわゆるBioSAXSが注目されつつあり
ます。BioSAXSでは溶液状態で測定を行うため結晶を必要と
せず、巨視的な構造機能相関の解明に利用できる可能性があ
ります。
リガクのBioSAXS-1000（図1）
は、微小焦点回転対陰極
型Ｘ線発生装置に、人工多層膜光学系とクラツキーブロック
を組み合わせることにより、小角分解能を維持したまま、従来
の３ピンホール小角装置に較べ10倍程度の強度アップを実
現しています。検出器にはピクセルアレイ型2次元検出器、
PILATUS 100Kを採用しています。装置全長は1.2m程度と
コンパクトで、既設のタンパク用微小焦点X線発生装置との組
み合わせも容易です。
図1：小角散乱測定装置BioSAXS-1000

タンパク質の小角散乱では、散乱強度に寄与するのはタン
パク質の平均の電子密度です。
つまり、
タンパク質の電子密度
とタンパク質外（緩衝液）
の電子密度が異なり、
タンパク質の
密度がどのような大きさで、
どのような形であるかが散乱現象
に寄与します。
また、
タンパク質溶液は緩衝液と比較して十分
に電子密度が高いため、
タンパク質溶液の散乱強度から緩衝
液の散乱強度を差し引くことにより、
タンパク質由来の散乱強
度を算出することができます
（図2）。算出されたタンパク質の
散乱強度を用いて、
プログラムパッケージATSAS（EMBL）
の
ビーズモデリング法により溶液構造決定を行います。
BioSAXS-1000を用いてリゾチーム(Lyz)、
グルコースイソ
メラーゼ(GI)、
サウマチン(Thau)、
ヒト血清アルブミン(HSA)、
インスリン(Ins)を測定し溶液構造を決定した例を図3に示し
ます。
X線小角散乱法では溶液中で測定を行えるため、生体条件
に近い条件や、活性状態での測定・解析ができることが特徴
です。

図２：散乱強度曲線。(a)青：タンパク質溶液、赤：緩衝液
(b)タンパク質の散乱強度。

図3：各タンパク質の散乱強度曲線（左図）。
ビーズモデリン
グ法による溶液構造（右図）。
リボン図は結晶構造。

中性子構造生物学シンポジウム

茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター
中性子回折小委員会委員長
新村信雄

これまで１５年以上、年度末に中性子構造生物学に関連
するシンポジウムを行ってきた。今年のテーマはタンパク質水
和構造である。幸い、平成２２年度茨城大学学術講演会課題
にこのシンポジウムが採択されたので、169委員会中性子回
折小委員会は、新世代研究所水和ナノ構造研究会とこれを
共催するという形態をとった。茨城大学学術講演会は外国人
と日本人との招待講演を中心に実施されることが望まれてお
り、今回はアンリー・ポアンカレー大学のクロード・ルコンテ
教授と大阪大学の児玉孝雄教授を招待することにした。
ルコ
ンテ教授はヒトアルドース還元酵素、DINGタンパク質の超高
分解能X線結晶構造解析結果から得られた電荷分布に球面
調和関数を取り入れたMoProで解析した結果を紹介した。
特に、DINGタンパク質では低障壁水素結合の存在が確認さ
れたが、今後中性子回折実験で再確認されることが望まれる
とした。児玉教授はATPエネルギー変換の原子レベルでの理
解 には 、AT Pとアミノ酸 残 基 の 強 い 結 合とそれによる
conformation変化、
そしてATP結合前後での水和構造変
化の観察が必須になることを紹介した。特に、
『生体分子は溶
液からATPを捕捉し且つ結合することによって“負エントロ
ピー”をとり入れて機能している』
とよく言われているが、原子
レベルでこの“負エントロピー”効果を生じさせる主役は水和
水の配向の自由度の変化と考えられる。
そこで、ATP結合に
より生ずる水和水結合の観察はATPエネルギーの本質的な
理解に繋がる情報を与えると述べた。
また、
これに引き続き、
５名の講師が以下の講演を行った。
桜井武教授（金沢大学）
はマルチ銅オキシダーゼCueOに
よる酸素の４電子還元に伴う、
プロトンの寄与とそれを中性
子回折実験で観測することの意義を講演された。樋口芳樹
教授(兵庫県立大学)はヒドロゲナーゼの水素分子活性化機
構を中性子回折法でプロトンを観測することで解明すること
についての期待を講演された。裏出良博博士（大阪バイオサ
イエンス研究所）
はプロスタグランジンD合成酵素と阻害剤
複合体での水の役割を述べ、
中性子回折実験で水分子の詳
細を観測したいことを強調した。藤原悟博士（JAEA）
は中性
子非弾性散乱によるアクチンダイナミクスの解析において、蛋
白質内部ダイナミクスと水和水ダイナミクスに相関があるこ
とを述べた。中川洋博士(JAEA)は中性子非弾性散乱でタン
パク質周囲の水和水ダイナミクスを観測できたことを講演さ
れた。
どの講演も中性子でプロトンや水分子の水素原子を観測
どの講演も中性子でプロトンや水分子の水素原子を観測
することの意義を強調された。この分野における日本での
することの意義を強調された。
この分野での日本での研究レ
研究レベルは高いので、世界に多くの情報発信をしていく
ベルは高いので、世界に多くの情報発信をしていくことを期
ことを期待させるシンポジウムであった。
待させるシンポジウムであった。

本シンポジウム参加者の集合写真

<研究会プログラム>

日本学術振興会
回折構造生物第１６９委員会
第３５回研究会プログラム

１．
日

時：平成２３年６月２３日
（木）

２．
場

所：ゆうぽうと 6階 菖蒲の間
東京都品川区西五反田８−４−１３
電話：03-3490-5111
東急池上線
「大崎広小路駅」
徒歩約1分
都営地下鉄・JR
「五反田駅」
西口徒歩約5分
JR
「大崎駅」
西口徒歩約7分
http://www.u-port.jp/

３．
研

究

会

１）13:00 − 14:00
司会 曽我部 智
シグナル伝達蛋白質の機能制御メカニズムに基づく創薬
研究
大阪府立大学 大学院理学系研究科 生物科学専攻
木下 誉富
２）14:00 ー 15:00
司会 曽我部 智
TNF構造変異体の創製と機能解析、
疾患治療への応用
独立行政法人医薬基盤研究所
創薬基盤研究部 バイオ創薬プロジェクト
角田 慎一
３）
休憩 １５：００ − １５：３０
４）15:30 ー 17:00
司会 伊藤 秀一郎
脂質メディエーター産生酵素オートタキシンによる細胞遊
走活性化機構
東京大学 大学院理学系研究科 生物化学専攻
濡木 理
４．
懇親会 17:30 ー 19:30
ゆうぽうと 6階 楓で行います。
講師以外の懇親会出席者からは当日懇親会費１,０００円
を徴収させて頂きます。
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