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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１６８回運営委員会：第一三共委員交代
開催期間：平成25年2月26日〜2月26日
討議内容：清水洋成委員の異動に伴い、本委員会委員、運営
委員及び研究会担当委員を退任し、後任の委員として鈴木誠
委員の推薦があった。
決定事項：産業界委員の交代であるため報告事項として取り
扱い、承認された。
・第１６９回運営委員会：産業界運営委員1名選出
開催期間：平成25年3月8日〜3月25日
討議内容：第一三共の清水洋成委員が配置転換に伴い、
４月
１日を持って産業界運営委員が１名空席になる。
そこで、
「運
営委員決定の手続き」
に従って、人選を行った。
決定事項：第一三共の鈴木誠委員が運営委員会として総会
に推薦することが決定された。
メールによる総会（3月25日〜
4月3日）
にて審議を行いい、86.4%の回答者全員の賛成があ
り、鈴木誠委員か運営委員に決定された。
・第１７０回運営委員会：研究会担当委員長継続
開催期間：平成25年3月19日〜3月26日
討議内容：曽我部智研究会担当委員長の任期は本年度末で
あるが、第37回、第40回研究会ではそれぞれ54名、52名と
いう参加者があったので、
その留任について討議した。
決定事項：本人の了承も得て25年度は留任して頂くことが決
定された。
・第１７１回運営委員会：穴井、
出原抱き合わせ入会
開催期間：平成25年3月20日〜4月24日
討議内容：量子ビーム小委員会を活性化するため、石山新太
郎委員が努力し(株)Jeol Resonanceの穴井孝弘社長と福
井大学の出原敏孝特認教授の抱き合わせ入会を申し出でた。
決定事項：審議の結果承認された。
・第１７２回運営委員会：第43回研究会
開催期間：平成25年４月26日〜5月8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43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。開催日時は平成25年7月1日13:45~19:15
講演タイトルは１．
『 固相ゲル結晶化法』
（ 講師：阪大・杉山
成）、
２．
『新型半導体検出器と高輝度型多波長Ｘ線源による
迅速測定』
（講師：りがく・山野昭人）、
３．
『結晶工学的手法と
ピロリ菌がんタンパク質CagAの構造解析』
（ 講師：KEK・千
田俊哉）、
４．
『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』
（講師：東大・藤田誠）。
決定事項：プログラムの内容は原案通り承認された。
・第１７３回運営委員会：平成25年度総会について

議長：山根隆 第169委員会副委員長
開催期間：平成25年6月6日〜７月1日
討議内容：H25年度総会の日時場所、総会議案について審議
された。
決定事項：審議の結果下記のことが決定された。
１．総会日時
場 所：第 4 3 回 研 究 に 合 わ せ 、平 成 2 5 年 7 月 1 日
12:30~13:30、五反田ゆうぽうと 6階・菖蒲の間。
２．平成24年度決算案、
３．平成25年度予算案、
４．ISDSB2013報告（予算・中間段階の決算）
５．総会で昼食は出さない。
・第１７４回運営委員会：見浪、野田抱き合わせ入会
開催期間：平成25年5月1７日〜5月22日
討議内容：量子ビーム小委員会を活性化するため、石山新太
郎委員が努力し(株)尾島試験研究所の野田一房社長と岡山
大の見浪護教授の抱き合わせ入会を申し出でた。
決定事項：審議の結果承認された。
・第１７5回運営委員会：H24年度決算H25年度予算
開催期間：平成25年6月11日〜7月6日
討議内容：6月7日付けで学振から平成24年度決算案及び資
料が届き、学振への決算及び予算案提出は6月28日とのこと
であった。
此の資料に基づき委員長が平成24年度決算案及び平成25
年度予算案を作成し、運営委員会の審議にかけた。
決定事項：3回の質疑の結果原案通り承認され、直ちに、
メー
ルによる総会にかけて承認後学振に予算案を送付した。尚7
月1日に一同に会した総会（議長は山根隆副委員長）が開催
され本件が承認された。
・第１７6回運営委員会：中外製薬と田中伊知朗との抱き合わ
せ入会
開催期間：平成25年6月25日〜7月１日
討議内容：曽我部智幹事を通じて中外製薬(株)の勧誘を行っ
て頂いた結果、7月1日付けで参加して下さる事になった。企
業 会 委 員の 受 け入 れは 委 員 長 の 権 限 になっているが 、
ISDSB2013のプログラム委員や募金委員をお願いしていた
、田中伊知朗教授との抱き合わせ入会は運営委員会の審議
事項である。
決定事項： 審議の結果原案通り抱き合わせ入会が承認され
た。
・第１７７回運営委員会：H24年度活動状況報告書
開催期間：平成25年7月5日〜7月29日
討議内容：7月５日付けで学振より表記の報告書提出のメー
ルが届いた。此の報告書案を作成するため運営委員会に意見
を求め委員長が作成した報告書案を議題として運営委員会
に諮った。
決定事項：３回の質疑の後、原案通り承認された。
・第１７８回運営委員会：ライオン(株)脱会報告
開催期間：平成25年8月25日〜8月25日
討議内容：脱会については報告事項になっている。
ライオンからの脱会理由は
「弊社研究開発本部にて所属委員

＜運営委員会＞ つづき
会の社内調整が行われ、
研究方針との乖離があると判断により
貴委員会を退会させて頂きたく存じます。
」
であった。
・第１７９回運営委員会：総会議事録送付に関するご意見拝聴
開催期間：平成25年8月26日〜8月29日
討議内容：７月１日に開催された総会の詳細な議事録をどこま
で公開するかについて３つの案が審議された。
決定事項：全会一致で承認された第１案に従い、
169委員会委
員全員と学振事務に配布した。
・第１８０回運営委員会：学振からの問い合わせ
開催期間：平成25年11月25日〜11月28日
討議内容：委員長会議で委員会から出された要求により学振か
ら主に
「旅費支給運用の見直し」
に関する問い合わせが書面で
届いた。
その回答について審議された。
決定事項：学振の原案通り承認された。
・第１８１回運営委員会：第44回研究会
開催期間：平成26年１月15日〜1月17日
討議内容：曽我部智研究会担当委員会長より提出された第44
回研究会のプログラムについて審議された。
決定事項：原案通り承認された。
・第１８２回運営委員会：平成２５年度総会
議長：山根隆 第169委員会副委員長
開催期間：平成26年2月28日
討議内容：H26年度総会の日時場所、
総会議案について審議さ
れた。
議長より、
委員には積極的に新企業の加入の勧誘を進め
ていただくよう要望された。
決定事項：審議の結果下記のことが決定された。
１．
総会日時場所：第45回研究に合わせ、
平成26年6月末から
7月上旬に開催する。
２．
総会では平成25年度決算案、
平成26年度予算案ならびに
ISDSB2013の収支決算を審議する。
３．
総会当日に運営委員会を開催する。

＜小委員会報告＞

中性子回折小委員会

・プログラムと講演概要
13:00 開会挨拶
研究会主査 佐藤衛 (横浜市立大)
13:05 J-PARCの現状と中性子の産業利用
林眞琴 (茨城県)
J-PARCは2013年5月23日に発生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いたが、事故
の原因究明と再発防止のための種々の取り組みを完了し、
MLFは2014年2月17日に利用運転(300kW)を開始した。
2014Aの課題採択結果等が報告された。
13:30 茨城県生命物質構造解析装置iBIXの現状
日下勝弘 （茨城大）
iBIXの現状及びそれを用いての最新のRNase A(日下他)，
PcCel45A(五十嵐他)，
α̶トロンビン−ビバリルジン複合
体（山田他）、PcyA(海野他)の中性子結晶構造解析の概要報
告がされた。
14:00 ヒドロニウム(H3O+)の質量分析法による解析
高山光男 （横浜市立大）
タンパク質の水和構造解明への発展を目指した、
アミノ酸
の水和反応と脱水反応の素過程の結合エネルギー評価実験
とそれらの解析について報告された。
15:00 セグメントラベル法によるタンパク質の重水素化
水口峰之 （富山大）
２つのタンパク質断片を別々に発現•精製し、
これらの断片
を化学的に連結する手法の応用として、一方のタンパク質断
片を重水素化した後で、連結させると部分的に重水素化され
たタンパク質を得ることが可能である。
この手法（Expressed
Protein Ligation）
の実用例が報告された。

新村信雄

平成25年度第2回生物構造研究会（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、総合科学研
究機構東海事業センター、J-PARC/MLF利用者懇談会）
を第
169委員会中性子回折小委員会で共催した。今回のテーマは
「タンパク質の重水素化と中性子構造生物学」
である。
中性子
構造生物学ではタンパク質試料の重水素化が重要な役割を
担っているが、
その新しい手法や重水素化で得られる新奇な
情報についての報告がなされた。研究会出席者は32名であっ
た。
開催日時:平成 26年 3月 17日(月)13:00-17:00
開催場所:研究者英語センターB2F大会議室

15:50 溶媒コントラスト変調•試料重水素化中性子小角散
乱法
杉山正明 (京大原子炉実験所)
中性子小角散乱実験で重水素化試料や部分重水素化試
料を用いてその構造を決定したことが報告された。

ISDSB2013のプロシーディングの刊行
Guest Editor

安岡則武

2013年5月26日から29日にかけて、
第4回 回折構造生物
国際シンポジウム
（ISDSB2013）
が名古屋で開催されました。
この会議に報告された講演とポスター発表について、論文とし
て投稿されたものをプロシーディングとして出版しました。
国際
結晶学連合（IUCr）
が発行する学術論文誌 Journal
of
Synchrotron Radiation の特別号として 2013年11月に印
刷したものです。
投稿された論文はすべて 雑誌の通常の審査
を行った上で採否を決定しました。招待講演者からの2報の投
稿を含め38報が掲載されました。
概要はすでに ISDSB2013報告書に掲載しましたので、
こ
こでは重複を避けて、特別号の巻頭言を下記に引用し、報告に
代えます。

J. Synchrotron Rad. (2013). 20, 819
Diffraction structural biology ‒ a new horizon
Takashi Yamane,a John R. Helliwell,b John E. Johnson,c
Noritake Yasuokad and Noriyoshi Sakabee
a

Nagoya Industrial Science Research Institute, 1-13
Yotsuya-dori, Chikusa-ku, Nagoya 464-0819, Japan,
b
School of Chemistry, University of Manchester,
Manchester M13 9PL, UK, cScripps Research
Institute, San Diego, CA, USA, dAIST Kansai Center,
1-8-31 Midorigaoka, Ikeda, Osaka, 563-8577, Japan,
and ePhoton Factory, KEK, 1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki
305-0801, Japan
An introductory overview to the special issue papers
on diffraction structural biology in this issue of the
journal.
This issue of the Journal of Synchrotron Radiation
presents articles submitted in the context of the 4th
International Symposium on Diffraction Structural
Biology (ISDSB2013) held at the Fukiage Hall in
Nagoya on 26-29 May 2013. It was the fourth in the
series of ISDSB symposia initiated in 2003 by the
Japan Society for the Promotion of Science and
specifically by the University-Industry Cooperative
Research Committee (#169) chaired by Professor
Noriyoshi Sakabe. The latest conference was held in
France, close to Paris at Paris-Sud University (Orsay)
and the synchrotron radiation facility SOLEIL, chaired
by late Roger Fourme. ISDSB2013 came back to
Japan again.
The basic concept of the ISDSB symposia is, firstly, to
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bring together researchers using diffraction and
crystallography, and more generally interactions of
X-rays, electrons and neutrons with matter, in the
study of structural biology, and, secondly, within this
domain, to facilitate the interaction between academic
and industrial researchers. The interfaces with other
active fields in biological ultra-structure using
microscopies and spectroscopies (in particular NMR)
are also respected as vital for the growth of a more
systematic understanding of biological function
based on structure. The scientific topics covered in
ISDSB2013 included the following sessions: (1)
synchrotron radiation and free electron lasers: (2)
new methodology and instrumentation: (3 and 4)
drug design: (5) electron microscopy: (6) tomography
and imaging: (7) neutron diffraction and hydration
structure:
(8)
membrane
proteins
and
macromolecular complexes: (9) protein structure and
dynamics. A total of 207 participants, with a number
of young scientists and PhD students, from 14
countries took part. The speakers included two Nobel
Prize winners, Thomas Steitz and Brian Kobilka, three
plenary lecturers (Yoshinori Fujiyoshi, Paul Langan
and Ian Wilson) and 31 invited speakers. The poster
session was also held and 79 posters were presented.
13 commercial and industrial companies presented
exhibition, and sponsored lunch seminar was also
performed.
The symposium was supported jointly by the #169
Committee of JSPS and by many industrial
companies as well as generous individuals. .All the
institutions and individuals we wish to express our
sincere thanks to. .
編集後記
2013年度はISDSB2013の開催とそのプロシーディングの
発行、
ならびに日本語報告書の作成に追われ、
newsletterを2
度しか発行できませんでした。
そのため、
今回は2013年度に開
催された運営委員会報告がかなりの部分を占めることになりま
した。
また、
182回運営委員会で、
ISDSB2016に向けての話し
合いも行われました。 そこで、 Journal of Synchrotron
Radiationの特別号として、
IＳＤＳＢ2013のプロシーディング
の編集に尽力された安岡則武委員にコメントをいただきまし
た。
山根隆
表紙写真の説明
ISDSB2016について議論するISDSB2013国際諮問委員会
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