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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１８３回運営委員会：ｱｰﾙｲｰｴｽ.ﾗﾎﾞ入会
開催期間：平成26年2月28日
報告：今回アールイーエス・ラボの志村尚美さんが平成26年4
月1日付けで企業委員として入会された。今回は企業単独入
会であるから報告事項とする。
・第１８４回運営委員会：大塚製薬脱会
開催期間：平成26年3月27日
報告：本委員会設立以来の委員である大塚製薬の板東政彦
委員から平成26年3月31日付けで退会願が提出され、学振
への手続きを行った。
・第１８５回運営委員会：裏出良博転職に伴う産業界から学
界委員への変更
開催期間：平成25年4月9日〜4月15日
討議内容：大阪バイオサイエンス研究所（OBI)が大阪市改革
プロジェクトの対象と成り
（第158回運営委員会報告参照）、
裏出良博委員が属していた部門が平成26年3月31日付けで
閉鎖することになった。裏出良博委員は昨年9月より筑波大学
･教授を兼任されていたが、OBI脱会により、裏出良博委員の
産業界としての資格は消滅した。本運営委員会は裏出良博委
員の処遇について討議した。
決定事項：裏出良博委員の是までの業績を評価し今後学界委
員として169委員会に止まって頂く。
・第１８６回運営委員会：第４期継続資料の提供について
議長：山根隆 第169委員会副委員長
開催期間：平成26年4月26日〜5月15日
討議内容： 第4期に向けて5月15日までに
「本員会が発展さ
せるべき具体的なテーマ」、
「第4期の活動方針」
に関する提案
を依頼したが、特に回答がなく、運営委員会を終了した。
・第１８７回運営委員会：次期委員長推薦と総会の承認
開催期間：平成25年４月26日〜5月23日
討議内容：第4期への継続申請書の提出期限が本年7月1日
であり、現委員長の辞意が硬いため、早急に第4期の委員長を
決定する必要がある。
１）委員長候補者の資格に産学の区別
無し、
２）推薦権所有者（有権者）
の資格、
３）決定方法等が討
議された。
決定事項：１）委員長候補者の資格に産学の制約を付けない
こと、
２）有権者は顧問、委員長、副委員長、幹事、運営委員で
あること、
３）有権者が1名を推薦し、有効得票数の過半数を
超えた候補者を総会に推薦することが承認された。
有権者による推薦の結果圧倒的多数で山根隆現副委員長を
次期委員長として運営委員会から総会に推薦する事が決定さ
れた。
メールに依る総会に諮り64名中55名（86%)から返事
を頂き、55名全員の信任を得た。

・第１８８回運営委員会：小委員長交代について
開催期間：平成26年4月28日〜5月18日
討議内容：是まで小委員長の交代は無かったが、量子ビーム
融合化小委員会の坂部知平小委員長（委員長と兼務）が石
山新太郎委員と交代したいとの申し出が有り、小委員長交代
について討議された。
決定事項：審議の結果小委員長の交代は運営委員会への報
告事項で良いことが決定された。
それに伴い平成26年6月1
日より、量子ビーム融合化小委員会の小委員長は石山新太
郎委員と交代する事が報告された。
・第１８９回運営委員会：第45回研究会
開催期間：平成26年5月8日〜5月22日
討議内容： 曽我部智研究会担当委員長より第45回研究会
プログラムが提案された。
この研究会に合わせて、平成26年
度の総会を行うため、開催日や開催時間、講演内容などにつ
いて審議された。
決定事項： 原案通り承認された。
・第１９０回運営委員会：次期副委員長の推薦と総会の信任
開催期間：平成26年5月8日〜6月5日
討議内容： 第4期委員長候補者である山根副委員長より、次
期の副委員長は産業界、学界より計2名の体制にしたいとい
う提案があり、是について審議し、総会に推薦を行った。
決定事項： 審議の結果2名体制が認められ、産業界副委員
長として帝人ファーマの上村みどり委員、学界副委員長とし
て大阪大学の中川敦史委員を運営委員会としてメールに依
る委員総会に推薦する事が決定された。
メールに依る委員総会では64人中58名（91%)から返信
を頂き、58名全員の信任を得た。
・第１９１回運営委員会：平成25年度収支決算及び平成26
年度予算案と総会による承認
開催期間：平成26年5月14日〜6月4日
討議内容：学振より5月9日付けで平成25年度収支決算と
26年度会費収入見込みを頂き、是に基づき繰越金等平成
26年度予算案と活動内容を検討し、運営委員会の議を経て、
総会の承認を求めた。
決定事項： 繰越金は、平成28年度に北米で本委員会と現地
実行委員会の共同主催で開催予定の回折構造生物国際シン
ポジウム
（ISDSB2016)及び平成31年度開催予定である本
委員会主催のISDSB2019に使用する事が決定された。
また
平成26年度予算案は原案通り承認され、
その後メールに依
る委員総会において64人中53名（83%)の委員から返信を
頂き、53名全員の承認を得た。
・第１９２回運営委員会：H25年度活動状況報告
開催期間：平成26年5月15日〜5月30日
討議内容：第4期継続審査申請書を作成するために平成25
年度活動状況報告書が必用なため、例年より早くこの報告書
案が作成され、運営委員会で検討された。
決定事項：３回の質疑の後、原案通り承認された。

・第１９３回運営委員会： 平成26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5月24日〜6月1日
討議内容：平成26年度総会の開催日時、審議事項などについ
て審議された。
決定事項：総会を7月25日に開催し、
i) 平成25年度決算、平成26年度予算について
（第191回運営委員会で承認されているので、報告事項とす
る）
ii) 第3期の活動実績について
iii) 第4期の活動方針について
iv) 第4期の運営（委員長、副委員長、幹事、運営委員、顧問）
について
v) その他
を総会の審議事項とすることが決定された。
・第１９４回運営委員会：運営委員改選
開催期間：平成26年6月1日
討議内容：次期幹事、運営委員の選考
決定事項：継続中
・第１９５回運営委員会：同伴者の飲食代を委員会経費で賄
う件
開催期間：平成26年6月5日〜6月19日
討議内容： 学振より、本年度から飲食代も委員会経費で支払
い可能になったことを受け、
その範囲について討議した。
決定事項：討議の結果次のルールが決定された。
「第１６９委員会が認める会合に同伴者として参加される方々
の飲食代を本委員会の委員会経費から支払うこと」
を認める。
尚、169委員会が認める会合とは、例えば、
「定例研究会」、
「小
委員会が開催する会合や共催を含む研究会（但し小委員会が
認められている予算範囲内：30万円／年」、
「 運営委員会」、
「総会」、
「ISDSB実行委員会」、
その他「編集委員会など運営
委員会が認めた会合」
であり、
その他の場合はその都度、運営
委員会の承認を得る必要がある。
・第１９６回運営委員会：尾島試作研究所脱会
開催期間：平成26年6月5日
報告：尾島製作研究所の野田一房委員から平成26年5月21
日付けで退会願が出され、学振への手続きを行った。

＜ 総会開催案内 ＞
第169委員会 平成26年度総会
１．
日
時：平成26年7月25日
（金）
13時~14時
２．場
所：ゆうぽうと 6階 花梨の間
３．審議事項：
i) 平成25年度決算、平成26年度予算について
ii) 第3期の活動実績について
iii) 第4期の活動方針について
iv) 第4期の運営（委員長、副委員長、幹事、運営委員、顧問）
について
v) その他

＜ 研究会開催案内 ＞
第169委員会 第45回研究会
１．
日
時：平成26年7月25日(金)
２．場
所：ゆうぽうと 7階 末広の間
東京都品川区西五反田８−４−１３
電話：03-3490-5111
http://www.u-port.jp/
３．研 究 会
１）14:00−15:15
司会 新村 信雄
『セルロース系バイオマスを分解する酵素の構造機能相関』
東京大学大学院 農学生命科学研究科
五十嵐 圭日子
２）休憩 15:15−15:30
３）15:30−16:45
司会 宮澤 淳夫
『放射光X線を用いた一分子計測によるタンパク質内運動
（仮題）』
東京大学大学院 新領域創成科学研究科
佐々木 裕次
４．懇親会 17:00−19:00

茨城県ビームライン産業利用コーディネーターとして
お茶の水女子大学名誉教授

今野

美智子

J-PARC、物質・生命化学実験施設MLFに設置されている
BL03茨城県生命物質構造解析装置（iBIX）
は、2008年に茨
城県からの委託を受け茨城大学が運転・維持管理している。
従来の中性子回折装置BIX-3(JRR3M, JAEA)の50倍の測
定効率を目標とし、
そのため波長変換型ファイバー型２次元シ
ンチレーター検出器をJAEA協力のもとで開発した。2012年
に検出器の台数をこれまでの2倍30台とすると同時に、検出
器の高度化・改良を行うことで、検出器間のバラつきをなくし、
一様性を獲得し、平均検出効率58.0％と高度化前の3倍に向
上させた。2013年1月から加速器出力280kW で、
この完成
した単結晶中性子回折計の本格供用を開始した（図１）。
2013年4月からコーディネーターとしてiBIXに携った。iBIX
装置の性能を調べるためRNaseAを用いた測定が日下勝弘
らにより行なわれた。結晶サイズ6㎜3、測定日数7日、分解能
1 . 4 Å で c o m p l e t e n e s s 8 7 % 、R c r y s t 1 9 . 2 % 、
Rfactor24.3%を得た。BIX-3の結果の比較から、BIX-3の約
14倍で、
１MWでは50倍となり当初の計画を達成することが
可能なことが示され、期待がもたれたが、残念ながら5月のハ
ドロン放射線漏洩事故で中断された。2014年２月から再開さ
れ、出力は、現在300kWで、2015年12月に１MWを達成す
る予定である。

図１. 茨城県生命物質構造解析装置（iBIX）
回折計全体

検出器数:30台，試料検出器間距離490mm，総立体角：19.5％

2013年1月以降の実験結果から興味ある新たな知見が得
られた。
それは、
・100KのX線構造解析の結果と室温の中性子解析の結果で
活性中心の側鎖の配向の違いが観測されたこと。
・活性に関与する残基の側鎖に水素結合する水分子が中性子
解析において観測されたこと。
・中性子構造解析により新たな反応機構を再考する知見を得
ることができたこと。
である。
ところで産業界の方達にご利用頂くためには、中性子
解析によりどのような情報が得られるかを示すことが必要で
ある。
これまで多くのタンパク質あるいはタンパク質と基質、
イン
ヒビターとの複合体の立体構造は、
フォトンファクトリーある
いはSPring-8を利用してX線結晶構造解析により100Kで決
められてきた。
そのタンパク質の構造が決まったからと言って、
その構造から反応機構が説明できるとは限らないし、
また、
そ
の構造を基にドラッグデザインしたインヒビターが機能すると
は限らない。なぜなのだろうか。
そもそもタンパク質を結晶化

することは、
タンパク質分子の周囲の水分子を取り除き、
タン
パク質の表面で水和する水分子が少ない、
より疎水的な部分
が近づいた時相互作用し3次元格子形成へ導くことである。
結晶化した状態と水溶液に浮かんだタンパク質の周囲の水
分子は同じだろうか。
例えば、
ギ酸は水と１：１で結合して共沸混合物をつくる。
エタノールは、水と1:1で水素結合するため純粋なエタノール
を蒸留でつくることはできず共沸混合物となる。
タンパク質の
活性には、多くのアスパラギン酸残基、
あるいはグルタミン酸
残基が働くが、
これらの側鎖のカルボキシル基の水素原子が
観測されず、荷電はマイナスと捉える。
しかし、
カルボキシル基
と水 分 子が 1 : 1で2つの水 素 結 合を形 成している場 合 、
C=O---H-OとC-O-H---Oの間で共鳴しており、
この２つの配
置のHの位置はずれている。更に、
この水分子はヒドロニュウ
ムイオンとしてプロトンを隣接する水分子に与える。
このよう
な配置においては、乱れた水素原子と水分子は観測されな
い。観測できるのはこの水分子が塩基と水素結合を形成し固
定されている場合である。
また、
なぜ、
タンパク質においてリシ
ンの側鎖とカルボキシル基がプラスとマイナスで結合すると
考えるのか。水に溶かした食塩は、Na+とCl-が水に取り囲ま
れ離れるように、水溶液ではイオン化すると、
その周囲を水分
子が取り囲み水和する。
これらをはぎ取ってまで近づくのだろ
うか。
中性であれば近づいてルイス酸、
ルイス塩基として塩結
合を形成する。
エチレングリコール、
グリセリンに代表される不凍剤を加え
て100Kで測定することは、何を意味するのだろうか。例えば
水溶液中のエチレングリコールは、OHとCHを架橋する水分
子との相互作用でスタッガード配座をとり、その周囲を水分
子が取り囲む。
すなわち、氷の構造をとることのできる自由な
水分子を減らす。
この小さな分子は、
タンパク質の活性部位に
も近づき活性部位に配位している水分子を取り込む。
このこ
とは更に水溶液中の状態から遠ざかる。
ところで、
中性子解析により新たな水分子が見られた。例え
ば、RNaseAのHisは側鎖のN原子に基質のリボースの2ʼOH
のプロトンが渡されるモデルが提唱されているが、水分子が
このN原子と水素結合することが見出され、
このことはこの水
分子に基質からプロトンが渡されることもあり得ることが示さ
れた
（図２）。
この水分子が他の水分子と水素結合を形成する
とトンネル効果によりプロトンが移動される可能性がある。
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図２.
RNaseAの活性部位His12周辺の中性子散乱長密度マップ
青：2｜Fo｜-｜Fc｜マップ
（１σ）, 緑：｜Fo｜-｜Fc｜マップ
（３σ）
日下勝弘氏（茨城大学）提供

また、逆に水素原子が見えることにより、
セリンプロテアーゼと
生成物類似体と複合体を形成している場合セリンプロテアー
ゼのSerの側鎖のOHが、Hisの側鎖のNにプロトンを渡す機構
が説明できないことが観測された
（図３）。

図３.
ヒトα-トロンビンとビバリルジンN末端断片の複合体（pD7.9）
活性部位Asp102, His57, Ser195の水素原子
山田太郎氏（茨城大学）提供

結晶化によりタンパク質の表面の水が除かれることから、
ド
ラッグ分子とタンパク質の複合体の構造解析より得られた構造
が、水溶液での複合体の構造と同じがどうか常に検討する必要
がある。
ドラックデザインとしてキナーゼのATP結合部に結合
する制癌剤の分子を考えてみる。
これらの分子は、分子内で水
素結合形成が可能であるとする。水溶液中での立体構造を予
測する上で、水溶液から得られた結晶は、水溶液中での構造を
反映しており、その時中性子解析は、水素原子の位置を示し、
水素結合の存在を明らかにする。
また、結晶化すると多形が得
られる分子の構造を比較すると水分子がどのように影響するか
を推測するデータが提供される。
それらの基礎的データが、
ド
ラックデザインに役立つ。
今後、
この高度化されたiBIXでの生体高分子の測定は、水分
子あるいは水素原子/プロトンの位置をより正確に提供し、水
素結合の情報を与え新たな知見を与える。また、昨年度は、
ユーザー自身のデータ処理を可能とするため、1年がかりでプ
ログラムの改良とマニュアルの作成を行い、現在必要な方に配
布している。
また、年に数回講習会を計画しており、初めての方
も、
ユーザー自身である程度解析できる体制づくりに努力して
いる。

（表紙写真説明）
茨城県生命物質構造解析装置
（iBIX）
．
検出器数:30台，
試料検
出器間距離490mm，
総立体角：19.5％

「あいちシンクロトロン光センター」
の紹介
名古屋大学シンクロトロン光研究センター

渡邉信久

山根副委員長から、
ニュースレターに研究や研究室紹介に
加えてあいちシンクロトロン光センターの紹介も書くようにと
いうメールを頂いた。研究紹介に関してはちょうど2年前に書
いたばかりなので、
あまり書くことが無い。依頼の趣旨は、2年
もあったら色々と新しい成果があるのが普通だから何か書け
ということかと思うが、凡庸な上に施設建設や立ち上げ作業で
それなりに忙しかった私の場合はそうは行かない。
ここでは
「も」
が付いていた後者の方のみ紹介させていただく。
よく誤解されるので最初に説明すると、私の所属の
「名古屋
大学シンクロトロン光研究センター」
（以下、名大センター）
は
名前の通り名古屋大学の組織．一方「あいちシンクロトロン光
センター」
（以下、
あいちSR）
は、愛知県の公益財団法人・科学
技術交流財団の組織です。
あいちシンクロトロンの所有者・運
営者は後者で、名大センターは自前のシンクロトロンを持って
いる訳ではなく、
あいちSRの整備・運営を
「支援」
している形で
す。両センターの設立の経緯や、なぜこういう形態になったの
かも
（私も腑に落ちない事も含めて）色々と面白いのですが、
こ
こでは省略します。興味があれば学会の懇親会等で捕まえて
下さい。
さて、
あいちSRは1.2 GeVで、
周長も72 mと比較的小型の
放射光源です。蓄積リングの偏向電磁石12個のうちの4個を
5 Tの超伝導偏向電磁石とすることで20 keV（0.6 Å）程度の
硬Ｘ線も使用することができます。1ヶ所の直線部には真空紫
外のアンジュレータも設置されています。光源加速器やビーム
ラインの詳細な説明は、
ここでは出来ないのでホームページを
見 て下 さい 。あいちシンクロトロンの ホ ームペ ー ジ は 、
http://www.astf-kha.jp/synchrotron/で、名大センターの
ホームページは、http://www.nusr.nagoya-u.ac.jp/です。
現在共用中のビームラインは，文科省（JST）
の地域産学官
共同研究拠点整備事業の補助金で建設した当初整備分の6
本です。
当初計画で9本が検討されていましたが、地域の産業
界等のニーズをアンケート調査した結果を反映した上位の6
本になっています。一昨年度の補正予算で、名大にビームライ
ン1本の予算が付き、同順位が7番目であった蛋白質などの単
結晶構造回折用のビームライン
（以下、名大BL）
を建設し、現
在立ち上げ調整中です。補正予算による整備なので、例によっ
て運用費が大きな問題になっていますが、現在は名大セン
ターもビームラインは一本保有しているということになります。
財団側では、文科省（JST）の先端研究基盤共用・プラット
フォーム形成事業で建設中の軟Ｘ線用ビームラインが1本あ
り、来年度からは全部で8本の共用ビームラインとなる予定で
す。
さらに、
トポグラフィーとLIGAの汎用ビームラインの建設も
検討されています。
運営人員としては、財団関係が、所長1人、事務系9人、技術
系7人、産業利用コーディネータorアドバイザー9人（常駐は5
人）
と、名大センターからは教員が10人、技術職員が5人で
「支
援」
しています
（注：財団側の人員の区分と数え方は筆者によ
る整理がされている）。教員は授業や各自の研究室、大学の業
務もあるため常駐出来ませんが、技術職員は本務として施設
運営の中核を担っています。

産業利用が主体の施設であり、2ヶ月毎にビームタイム利用
申請を受け付けています。
ビームタイムが埋まっていなければ、
随時利用申し込みをすることも可能です。有償利用なので利
用課題審査はなく、利用料金を支払えば誰でも使用すること
が出来ます。企業は1時間4万円、大学は半額の2万円です。名
大センター教員は
「支援」
の対価として、
さらに半額の1時間1
万円で使用することが出来ます。24時間の連続運転ではなく、
１日8時間（1シフト4時間 2）
で、火曜日から金曜日の週4日
間（月曜日は光源マシンスタディ）8シフトがユーザー用となっ
ています。なお、整備中の名大BLは、ビームタイムの一部を
ユーザーサポートは名大負担（つまり私達が働く）
として財団
に供出することと、名大が電気代や保守費等の実費を支払う
ということで、名大教員は無償で利用出来る方向で事務間の
調整が行われています。
各ビームラインの詳細は上記のホームページを参照してい
ただくとして、図1に光源のスペクトルを、図2にビームライン配
置図を示します。169委員会メンバーの皆さんは、現在ではPF
やSPring-8でも、
ほとんど挿入光源ビームラインを利用されて
いる状況かと思いますが、図1を見ていただくと、
あいちSRは
1.2 GeVですが超伝導偏向電磁石を使用しているので、偏向
電 磁 のビームライン 同 士 のフラックスであ れ ば 、P F や
SPring-8と比較しても、我々が通常使用するエネルギー領域
ではそれほど遜色が無いことが分かります。

さて、最後に、現在整備中の名大BLですが、上にも書きまし
たように、蛋白質結晶も可能な単結晶構造解析用のビームラ
インとして整備を進めています
（図3、4）。PFの旧BL-6A同様
の水平分散の非対称結晶分光器のビームラインですが、建設
開始前より財団から
「蛋白質結晶以外」
のユーザー開拓が強
く要求されており、学内にも有機分子の蛋白質構造解析で他
の放射光施設を使用しているグループもあることから、大面積
の二次元検出器ADSC Q315rとPILATUS 1Mを交換可能
にし、
かつ複数の分光結晶を交換して広い波長範囲を使用す
ることが出来るようにしようとしており、来年度からの供用開
始を目指して立ち上げ調整を進めています。
JSTの補助金で当初6本のビームラインの建設を行った時、
補正予算の常で年度末から逆算した締め切りに追われ、正月
休みに自宅で一気に6本分の入札仕様書を仕上げて指腱鞘
炎になってしまいました。県からの出向で短期間にローテー
ションする財団の事務方には、既に当時の関係者は居らず、今
ではそうした建設期の
「支援」
の苦労は評価されることが無い
のが辛いところです。
ユーザーに有効利用をしていただくのが
一番ですので、読者の皆様方にも、機会がありましたら是非ご
検討いただければと思います。夏のシャットダウン期間も、PF
やSPring-8とは少しずらしてあります。

図３.

名大BL(BL2S1)概略図

図１. あいちシンクロトロンの光源スペクトル

図２. あいちシンクロトロンのビームライン配置図

図４. 蛋白質結晶構造解析用回折計のイメージ図
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