
News letter  Vol.7－2 

2014年2月



当日に開催すことが承認された。

・第１６６回運営委員会：第42回研究会について
開催期間：平成24年12月10日～12月18日
討議内容：武田薬品工業の曽我部智研究会担当委員長から
第42回研究会プログラム(案)が提出され、内容及び日程につ
いて審議された。講演タイトルは１．『時分割蛋白質結晶学に
よるDNAポリメラーゼηのヌクレオチド転移反応過程の追跡
（仮題）』、２．『オートファジーを制御するAtg結合系の構造生
物学（仮題）』、３．『新学術領域研究、ミュオン顕微鏡の概要（
仮題）』、４．『ミュオン粒子の生命科学への応用（仮題）』。
決定事項：プログラムの内容は原案通り承認された。

・第１６７回運営委員会：学振からの「活性化に関するアンケ
ート」の回答
開催期間：平成25年1月30日～2月3日
討議内容：アンケートは7項目5ページにわたる詳細な質問で
あった。これの回答について審議した。
決定事項：全項目について、回答を行った。

＜小委員会報告＞
　　　　　　　　中性子回折小委員会　　　　新村信雄

　生憎、2013年度のJ-PARCは５月２３日に発生しましたハ
ドロン実験室での放射線汚染を伴う事故により運転を停止し
ております。事故の原因究明と再発防止に向け、日本原子力
研究開発機構、高エネルギー加速器研究機構および関係機
関とも協力して鋭意作業を進めております。さて、
J-PARC/MLFの茨城県生命物質構造解析装置(iBIX)におい
ては、2012年度には第3世代の検出器が30台導入され、高
度化され検出効率が平均50%強で各検出器の一様性も向上
されました。更に、J-PARC再開は、加速器出力300kW。近い
将来１MWを目標にしていると聞いております。この段階で、こ
れまで観測されたあるいは観測中の研究について、その目的
と意義、実験においてどのようなことに注意を払ったか、測定
の際の問題点、それをどのように克服したか、あるいは未解決
か、そして測定により得られた結果から、どこまで議論できる
か等について深く議論するための研究会が計画されておりま
す。
　169委員会中性子回折小委員会はこれらの研究会の2回
を共催しました。

１）平成 25 年度第 1 回生物構造学研究会 
主催:中性子産業利用推進協議会,茨城県中性子利用促進研
究会, J-PARC/MLF 利用者懇談会, CROSS 東海 
共催:日本学術振興会第 169委員会中性子回折小委員会, 
新世代研究所 水和ナノ構造研究会 
協賛:SPring-8 利用推進協議会
日時:平成 25 年 10 月 9 日(水) 13:00-17:00 
場所:エッサム神田ホール　　　　出席者：38名　　　

13:00 開会挨拶 研究会主査 　佐藤 衛(横浜市立大学)
13:05J-PARCの現状と中性子の産業利用
　　　　　　　　　　　　　　林 眞琴(茨城県) 

＜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１６１回運営委員会：第40回研究会について
開催期間：平成24年6月22日～8月2日
討議内容：武田薬品工業の曽我部智研究会担当委員長から
第40回研究会プログラム(案)が提出され、内容及び日程につ
いて審議された。講演タイトルは１．『自然免疫系受容体
TLR4とその関連タンパク質の構造生物学的研究』、２．『チロ
シンリン酸化によるCrkII, CblBの活性調節機構』、　３．『創
薬ターゲットの構造生物学（キナーゼやエピジェネティクスを
中心に）』
決定事項：プログラムの内容は原案通り承認された。尚、研究
会出席者数は52名、内学界28名、産業界24名であった。

・第１６２回運営委員会：H23年度活動状況報告書
開催期間：平成24年７月3日～７月16日
討議内容：学振事務局より平成23年度活動状況報告書作成
依頼があり、早速関係者の助力を得て作成した報告書案が提
出された。
決定事項：原案通り承認され、直ちにメールによ総会に諮り承
認された。

・第１６３回運営委員会：ISDSB2013募金委員会の設置
開催期間：平成24年8月29日～9月20日
討議内容：実行委員より募金委員会設置の要求が出され、募
金委員長として坂部知平が内定された。
ISDSB2007の例に従い、坂部知平が募金委員を内定、開催
趣意書を基に募金趣意書案を作成し運営委員会において審
議した。
決定事項：１．募金委員長及び募金委員17名が原案通り承認
された。２．募金趣意書(案)が原案通り承認された。尚、前記9
月24日に開催された総会で承認された。

・第１６４回運営委員会：第41回研究会について
開催期間：平成24年9月21日～10月9日
討議内容：武田薬品工業の曽我部智研究会担当委員長から
第40回研究会プログラム(案)が提出され、内容及び日程につ
いて審議された。講演タイトルは１．『中性子回折小委員会報
告』、２．『本格化するインシリコ創薬』、３．『Protein-Protein 
Interaction をターゲットとした創薬』、４．『構造生物研究者
の創薬研究を支援するシステム：Isolated FAMSD』。
決定事項：プログラムの内容は原案通り承認された。尚、研究
会出席者数は41名、内学界25名、産業界16名であった。

・第１６５回運営委員会：来年度総会等
開催期間：11月28日（水）
議　　長：山根　隆　副委員長
討議内容：総会の開催時期、審議内容の検討がなされ、平成
25年度の総会についてはISDSB2013の終了後の研究会の

　　
　

 



 

13:25 カゼイン蛋白質のミセル化に伴う動的構造変化 　　
　　　　　　　　　　　　　 　中川 洋(JAEA)
14:15 中性子スピンエコー法によるマルチドメイン蛋白質の
　ドメイン運動の直接観察　   井上 倫太郎(京都大学化研) 
15:10 茨城県生命物質構造解析装置(iBIX)の現状
                                       　日下 勝弘(茨城大学) 
15:40 セリンプロテアーゼ阻害剤における FMO 計算による
　阻害メカニズムの解明        　上村みどり(帝人ファーマ) 
16:20 結晶スポンジ法:結晶化を必要としない X 線結晶構
  造解析                            　 藤田 誠(東京大学)

写真１　左：上村氏（帝人ファーマ）　右：講演中の藤田氏（東京大学）

ヒトキマーゼとTHK002との複合体結晶構造の FMO 計算
により、TJK002の特徴的な阻害メカニズム解明の説明が
あった。Trypsin-BPTI複合体の中性子解析での触媒3残基の
プロトネーションの結果が参考になったとお聞きし嬉しかっ
た。藤田氏の発表は今後の展開が楽しみである（写真１）。

2) 平成25年度第３回iBIX研究会
主催：茨城県中性子利用促進研究会
共催：中性子産業利用推進協議会、ＭＬＦ利用者懇談会、学
振第169委員会中性子回折小委員会、新世代研究所 水和ナ
ノ構造研究会
日時：平成25年１１月２６日(火) 15:00-17:00
場所：東海、いばらき量子ビーム研究センターC104号室
出席者:　13名

15:00~15:05
　開会挨拶 研究会主査　今野　美智子（茨城県）
15:05~15:45
　反転型セルラーゼの反応機構再考：X線構造と中性子構造
の共解析がもたらすもの　
　五十嵐 圭日子　（東京大学大学院農学生命科学研究科）
15:45~17:00　講演者を中心に議論

写真２　中性子回折実験に用いた糖質加水分解酵素の大型結晶　
　　　　（体積～６mm3）

1.6Aの高分解能を示す大型結晶（写真２）を用い、キノコ由来
糖質加水分解酵素ファミリー45に属する立体反転型セル
ラーゼの中性子解析の途中経過が報告された。

＜小委員会報告＞
　　　量子ビーム融合化小委員会　　JAEA石山新太郎

1.　量子ビーム融合化先進癌治療研究開発の現状
　量子ビーム融合化小委員会では,量子ビーム融合化先進癌
治療研究としてFig.1に示すホウ素中性子捕獲療法用BNCT
装置とTHz波温熱治療装置との融合化治療装置の実現を目
指しているが,そのための開発課題とされている(1)BNCT装置
の高性能コンパクト化や(2)THzビームの体内伝送技術の開発
において材料の合成,改質,微細加工技術として(3)量子ビーム
融合化技術を駆使することで各課題の克服を図っている。

(1) BNCT装置の高性能コンパクト化　癌治療用に実用機開
発を目指して2013年に国立ガン研究センターに実装配備さ
れる加速器駆動Liターゲット方式BNCT装置において高出力・
長寿命化を達成するためには、低融点Liターゲット部の耐熱性
ならびに補修容易性を改善する必要がある。そのためFig.2に
示すLi-銅冷却基盤間の伝熱面積の大幅増加や装置運転中の
Li蒸発損傷防止のためのLi表面のLi3N化を図った。その結果、
超高真空中でCu基盤上にLi真空蒸着させたLi膜上にN2+イ
オン注入することでLi表面にLi3N薄膜を低温合成することに
成功した。

                   

(2) THzビームの体内伝送技術の開発　動物癌モデル実験に
おいてTHzビーム表面照射実験を行い、難治性がん組織の完

 

　　　　

　　

　　

 

治事例が報告されている。しかしながら、この治療法を上述の
BNCT/THzハイブリッド治療装置として実用化するためには
THz波をマイクロ波化して体内伝送する必要がある。そのため
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体内挿入時に組織からの拒絶反応がなく低侵襲のマイクロ化
THz波伝送用の高誘電体マイクロ素材の開発が必要であった。
そこでサファイア製マイクロファイバーを基材にTHzとのカップ
リング効率を高めた0.5mmφ細線を試作し、THz伝送実験に
供した。 THz波発振源にはFig.3に示す0.2THzのジャイロトロ
ンを使用し、伝送波は伝送系を通してショットキーバリア検出
器に出力される.通常ファイバーとマイクロ加工ファイバーを用
いた伝送比較実験を行った結果、マイクロ加工したファイバー
にのみ0.2THz波がTE11モードで伝送されていることが明らか
となった。

2.結　語
　量子ビーム融合化先進癌治療研究において高い研究ニー
ズがあることとともにこれらの研究ニーズに応えるための量子
ビーム融合化装置の開発・利用において我が国の研究的イン
フラを活用することにより量子ビーム融合化科学研究が一掃
促進されることが分かった。今後、小委員会では上記量子ビー
ム融合化先進癌治療研究の高度化利用を促進するため
BNCTのためのDDD（Direct Drug Delivery）に関する研究
として、①薬剤開発、②薬剤直接輸送技術、③薬剤輸送促進
技術に関する技術開発を促進してゆく。

＜小委員会報告＞
蛋白質研究所セミナー「量子ビームの連携利用に向
けた新しいタンパク質結晶学」

高精度解析技術開発小委員会　中川敦史

　

　大阪大学蛋白質研究所セミナー「量子ビームの連携利用に
向けた新しいタンパク質結晶学」が、高精度解析技術開発小委
員会および「文科省『光・量子融合連携研究開発プログラム』中
性子と放射光の連携利用によるタンパク質反応プロセスの解
明（研究代表者・三木邦夫（京都大学））」との共催で、平成２５
年１２月１７日～１８日に大阪大学蛋白質研究所講堂において

夫、吉川信也、渡邉信久）を含め、168名でした(表紙写真）。　
　本セミナーは、蛋白質結晶学にとって欠かす事のできない
ツールである放射光に加え、近年供用が開始されたJ-PARCや
SACLAなどの新しい量子ビーム施設を利用することで、水素の
可視化や放射線損傷のない構造解析など、新しい回折構造生
物学の展開が期待されるこのタイミングで、これら様々な量子
ビームの連携利用についての議論の場を提供し、回折構造生物
学の将来を展望することを目指して開催されました。
本セミナーでは、「放射光」、「中性子線」、「Ｘ線自由電子レー

の素水「、に心中を画計来将と状現のムービ子量たっいと」ーザ
分体生「、」造構いなの傷損線射放「、」明解の構機応反と化視可

子のイメージング」といったテーマで最新の研究が紹介されま
した。
　本セミナーのテーマは回折構造生物学が将来目指す方向性
を示すものとして、非常に活発な討論が行われました。

プログラムは以下の通りです。

光・量子融合連携研究開発プログラムでの放射光・中性子の連
携利用　　　　　　　　　　　　　　　 三木　邦夫（京大）
放射光を用いた超高分解能結晶解析　 竹田　一旗（京大）
SPring-8 での放射光構造生物学　 中川　敦史（阪大）
J-PARCでの中性子結晶構造解析に向けて　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 黒木　良太（原子力機構）
J-PARCでの新しい中性子ビームライン　 　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 友寄　克亮（原子力機構）
中性子結晶構造解析の取り組みについて　 森本　幸生（京大）
フェレドキシン還元酵素BphA4の機能とpHの関係　 
    　　　　　　　　　　　　　　千田　俊哉（高エネ機構）
Ｘ線・中性子の融合利用によるアミド基転移酵素のアンモニア
輸送制御機構の解明　  　            　　　　　姚　閔（北大）
ヒト酸化プリンヌクレオチド分解酵素の基質認識機構の解明
 　　　　　　　　　　　　　山縣　ゆり子（熊本大）
中性子結晶構造解析による植物の酸素発生機構の理解とその
取り組みについて　　　 川上　恵典・神谷　信夫（大阪市大）
植物型フェレドキシンの精密構造解析に向けて 
                                      　　　　　　栗栖　源嗣（阪大）
放射光・中性子の連携によるチトクロム酸化酵素の高分解能構
造解析　　　　　　　　　　　　 月原　冨武（兵庫県立大）
Ｘ線自由電子レーザーを使用した無損傷回折データの収集の
目的と現状　　　　　　　　　　　　吾郷　日出夫（理研）
Ｘ線自由電子レーザーを用いた球状生体超分子複合体の単粒
子構造解析　      
 　　　　　　　　　東浦　彰史・中川　敦史（阪大）
Ｘ線自由電子レーザーを用いた生きた細胞のイメージング 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　西野　吉則（北大）
総合討論

開催されました。参加者は、169委員会から出席した14名（安
達宏昭、石山新太郎、池水信二、神谷信夫、白鳥康彦、曽我部
智、田中勲、田之倉優、玉田太郎、月原冨武、中川敦史、三木邦

はじめに　　　　　　　　　　　　　　竹田　一旗（京大）

おわりに　　　　　　　　　　　　　　　三木　邦夫（京大）
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