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＜運営委員会報告＞

第１６９委員会委員長 山根

隆

運営委員会は第207回を除き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。
・第２０５回運営委員会：3月9日の運営委員会開催について
開催期間：平成27年1月26日〜3月6日
討議内用：3月9日の研究会の前に一堂に会する運営委員会
を開催することについての審議がなされた。
決定事項：新旧合同の運営委員会とすること、
および審議内
容が決定された。
・第２０６回運営委員会：ISDSB2016の日本側実行委員会の
設置について
開催期間：平成27年2月17日〜3月7日
討議内容：ISDSB2016の国際諮問員会の設置の要望および
ISDSB2016の日本側実行委員会の設置についての審議が
なされた。
決定事項：ISDSB2016の国際諮問員会について、現地実行
委員長のDr. Paul Langanとの対応が委員長に一任された。
ISDSB2016の日本側実行委員会の設置とその役割が承認
された。
また、実行委員の人選は委員長に一任された。
・第２０７回運営委員会：新旧合同運営委員
開催期間：平成27年3月9日
討議内容：1)169委員会アンケートについて、2)平成27年度
総会について、3)平成27年度からの研究会について、
4)ISDSB2016の推進について、5)研究開発専門員会への申
請について、6)３Dプリンター利用技術小委員会の立ち上げに
ついて、審議がなされた。
決定事項：
1)169委員会委員へのアンケートの実施が承認された。2)平
成27年度総会を平成27年7月の開催予定の研究会の前に開
催することが了承された。3)平成27年からの研究会担当委員
会委員が承認された。4)ISDSB2016の推進のため、
日本側
実行委員会印を設置することが了承された。5)研究開発専門
員会への申請について、次回の応募時の提案に向け、運営委
員会で産業界の要望に沿う形で調整と準備を進めることが了
承された。6)３Dプリンター利用技術小委員会の今後の進め
方が審議され了承された。
・第２０８回運営委員会：
（公益財団法人）国際科学振興財団
退会報告
開催期間：平成27年 2月26日
報告内容：退会については報告事項になっている。
（公益財団
法人）国際科学振興財団の坂部貴和子委員から、経済的理由
により平成27年3月31日付けの退会届けが出された。
・第２０９回運営委員会：本委員会平成26年度分活動状況報
告について
開催期間：平成27年3月16日〜3月31日
討議内容：平成26年度分活動状況報告（案）
についての審議
がなされた。
決定事項：平成26年度分活動状況報告（案）
が修正の後承認
された。

<研究会報告>

中性子回折小委員会・委員長

新村信雄

平成26年度第2回生物構造学研究会開催報告
（表紙写真参照）
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 、( 一 財 ) 総 合 科 学 研 究 機 構 ( C R O S S 東 海 ) 、
J-PARC/MLF利用者懇談会
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
日時：平成27年3月26日(木)13:00-17:00
場所：研究社英語センター大会議室
テーマ：計算化学と中性子構造解析の融合
プログラムと講演概要
開会挨拶 研究会主査 佐藤 衛（横浜市立大学）
J-PARC/MLFの現状と産業利用；
林 眞琴（茨城県）
：J-PARC中性子の産業利用が各期（約
半年）
ほぼ40件（全体の20％強）
となってきている。
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）
：iBIX（生体物質中性子結晶構造解
析装置）
の使い勝手を順調に改善させており、最近４ヶ
月で６つのタンパク質のフルデータ取得を完了している。
ポスト
「京」による計算創薬の展望と実験科学との融合への
期待；
奥野恭史（京都大学）
：計算科学と先端実験技術との融合
により新たな生命科学の開拓と創薬の加速が期待され
る。
SAXSと計算化学の融合；
池口満徳，小甲裕一（横浜市立大学）
：SAXSとMDを併せ
て解析する事で，生体分子のダイナミックな苗像が明ら
かになってきた。
中性子散乱と計算化学の融合；
光武亜代理（慶応大学）
中川 洋（JAEA）
：干渉性非弾性散
乱によるタンパク質の動力学解析での計算科学の役割
について議論した。
中性子生物物理学の展開；
片岡幹雄（奈良先端科学大学院大学）
：中性子準弾性散乱
実験で、水和水がタンパク質の動力学的転移のを駆動し
ていることを解明した。PYPの中性子結晶構造解析で、
水素位置を解明することで、低障壁水素結合の発見とそ
れのタンパク質機能発現機構における役割を解明した。
閉会挨拶 今野美智子（茨城県）
参加者

34名（169委員会委員6名）

＜
「高品質蛋白質結晶化技術の宇宙科学研究拠点形成」事業
キックオフシンポジウム 報告＞
高精度解析技術開発小委員会

田仲広明、高橋幸子、
中川敦史

文部科学省研究開発局宇宙開発利用課による、平成26年度
宇宙航空科学技術推進委託費・宇宙科学研究拠点形成プログ
ラムの、
「高品質蛋白質結晶化技術の宇宙科学研究拠点形成」
事業キックオフシンポジウムが、
日本学術振興会169委員会高
精度解析技術開発小委員会、
中性子解説小委員会との共催で、
2015年3月5日に東京大学弥生講堂一条ホールにおいて開催
された。
宇宙航空研究開発機構(JAXA)による
「きぼう」利用高品質
蛋白質結晶生成実験(JAXAPCG)は、国際宇宙ステーション内
日本実験棟「きぼう」
の微小重力環境を利用したタンパク質結晶
化実験を、定期的(これまでのところ、
だいたい2年に3回)かつ合
理的に進めている、他に類を見ないプロジェクトで、世界的にも
高い評価を得ている。
このプロジェクトで蓄積された高品質蛋白
質結晶化実験技術のノウハウを体系的に若手研究者に伝承し、
また当該実験技術をさらに深めていく目的で本事業が始まっ
た。
そのために、本年度はまず宇宙科学実験コミュニティの立ち
上げをめざし、本シンポジウムが行われた。発表は、それらを踏
まえてシニアと若手の部から構成され、
また、大学研究者と企業
の別々の視点からの発表で構成されていた。文科省坂本氏、筑
波大学裏出氏、東京大学王氏らの挨拶やプロジェクトの説明の
後、以下のような発表が行われた。
その概略をまとめる。
樋口芳樹（兵県大）
：中性子結晶解析を用いて[NiFe]ヒドロゲ
ナーゼの水素原子の位置を明らかにした。
中性子線回折実験の
ために相図を使って結晶を巨大化する方法も紹介された。
JAXA宇宙実験で得られてきている分解能の高い結晶作成につ
いても紹介された。
中川敦史（阪大）
：JAXAのISS応用利用研究拠点推進制度の中
で開発した、サンプル調製から高分解能の回折強度データ収
集・データ処理、そして精密化技術までの一連の開発技術とそ
の成果について紹介された。
田仲広明（(株)コンフォーカルサイエンス）
：宇宙でのタンパク質
結晶化実験に20年以上携わってきた経験から、過去の宇宙実
験の変遷と、JAXA PCGで得られた技術的知見が紹介された。
裏出良博（筑波大）
：JAXAおよびNASAでの宇宙実験の状況
や、JAXA PCGの成果から造血器型プロスタグランジンD合成
酵素の新規阻害剤の複合体構造が創薬に貢献していることが
紹介された。実際、筋ジストロフィーのモデル犬に投与され、病
状の進行が抑えられる様子がビデオで紹介された。
細田雅人（インタープロテイン(株)）
：タンパク質間相互作用
(PPI)を標的とした創薬をめざしており、
その成功確率を上げる
ために開発したプラットフォーム技術INTENDDとHLHが紹介
された。創薬のためには精度の高い構造情報が必要であり、宇

宙実験に期待している。
日下勝弘
（茨城大）
：J-PARCのiBIXの現状について紹介され
た。
ビームラインの概要、
ならびに最少1mm3、標準的には2
〜3mm3の試料で、7〜10日程度で中性子構造解析用デー
タセットが取得可能である。
データ精度の向上を目指した開
発研究を進めているとのことである。
松本邦裕（JAXA）
：国際宇宙ステーション
「きぼう」
を利用し
た高品質タンパク質結晶生成実験について、運用の概要と、
今後の目標が紹介された。今後はさらにトップサイエンスに貢
献することや、
また民間利用を拡大していくことを目指してい
る。技術的には、結晶化確率を上げるための核発生の促進、
蒸気拡散法での結晶化、低温(4℃)での結晶化を行い、膜タン
パクや大型結晶生成にも力を入れていきたい。
伏信進矢（東大）
：若手研究者の代表として、糖質関連酵素、
とくに糖質ホスホリラーゼとグライコシンターゼの反応機構
を紹介された。
それらの解明には、水素イオンの受け渡しや求
核攻撃に伴う水および水素結合のパターンが重要であり、高
精度の構造解析が望まれる。
朴三用
（KAST）
：インフルエンザウイルスには変異が多いこと
が知られているが、RNAポリメラーゼはどのタイプのインフル
エンザウイルスでも保存されている。新規抗インフルエンザ薬
候補として、RNAポリメラーゼのサブユニット間結合を阻害
する薬剤を設計するために、立体構造解析を行っている。
五十嵐圭日子（東大）
： 糖質加水分解酵素ファミリーに属す
るエンドグルカナーゼであるPcCel45Aの巨大結晶を作製し
、中性子線およびX線構造解析を行うことにより、
アスパラギ
ン残基がアミド型からイミド型に変換していることを明らかに
した。
小池田聡（天野エンザイム(株)）
： 酵素産業の世界市場は主
に食品工業、医薬品・ヘルスケア関連工業等が挙げられる。顧
客の製品開発に合わせた新規酵素開発が必要であり、開発
速度を上げるためには酵素の詳細な構造情報が有用である。
今後は膜タンパク酵素、複合酵素などの開発ニーズが高まる
と予想される。
本シンポジウムには、57名の参加者（うち169委員会委員9
名）があった。本シンポジウムが、新たな宇宙科学実験コミュ
ニティ形成への布石となることを期待する。

＜会社紹介＞

株式会社 コンフォーカルサイエンス代表取締役 田仲 広明

弊社は2004年に法人化して以来、主にタンパク質の結晶
化構造解析に関るサービスや製品の製造、販売を
（株）丸和栄
養食品ならびに和光純薬工業（株）
との技術提携により行って
おります。
1. C-Platformサービス
C-Platformでは、2段階のサービスを提供いたしております。
第1段階では、お客様の目的とされるタンパク質について、
DNA合成、大量発現、結晶化向け精製、結晶化、回折データ
の取得から構造解析までの一連の実験プロトコルを確立いた
します。均一性の高いタンパク質試料の調製、独自の結晶化条
件絞込み、海外放射光施設を利用した回折データの取得を
行っている点が特徴です。
また1Åを超える超高分解能構造解
析の経験も豊富です。第2段階では、第1段階で確立した実験
プロトコルを適用して、薬剤候補化合物と目的タンパク質との
複合体結晶を作製し、迅速に構造解析を行います。
お客様の
役に立つ結晶構造解析サービスを目指して、多くの創薬関連
企業様にご利用いただき、
きめの細かいオーダーメイドの結晶
化サービスだとのご評価をいただいております。

3. C-Profileプログラム
タンパク質試料の基本的な物理化学的性質を、
アミノ酸配列
から計算するプログラムです。
タンパク質の電荷のpH依存性
から、合理的な結晶化条件の検討に役立ちます。
4. C-Protein（高均一タンパク質試料）
高分解能結晶化構造解析に標準試料として利用可能なタン
パク質試料です。
イオン交換クロマトグラフィー等を駆使し、
均一性を極限まで高めた試料です。高分解能X線回折実験や
結晶成長メカニズムの研究等にご利用いただけます。現在、
リ
ゾチーム、グルコースイソメラーゼ、セルラーゼ、
アルファアミ
ラーゼ、
リボヌクレアーゼを提供中です。
リボヌクレアーゼ以外
のタンパク質試料は、
（独）宇宙航空研究開発機構の宇宙実験
にて、最高分解能の結晶を得ています。
5. C-Tubeキット
カウンターディフュージョン法によるX線回折実験向けのタン
パク質結晶生成実験用キットです。本商品は
（独）宇宙航空研
究開発機構の技術開発成果を、許諾を受けて利用していま
す。

図2．C-Tubeキット

図1.

C-Platformサービスの流れ

2. C-Clinicサービス
お客様が調製されたタンパク質試料について、良好な結晶が
得られないといった問題解決のお手伝いをする双方向サービ
スです。
タンパク質試料の扱いにより、2種類のサービスに分か
れています。
「タンパク質試料非移転型サービス」
では、
お客様
の結晶化実験の状況をお聞きして解決策をご検討、
ご提案い
たします。C-Profile（→3.参照)を利用して結晶化条件を検討
し、
その結果から最適化した結晶化試薬溶液数種類と結晶化
ツールをお送りして、
お客様ご自身で結晶化を試していただき
ます。実験結果に基づき、
さらに最適化した溶液類等をご提供
いたします。
「タンパク質試料移転型サービス」
では、
タンパク
質試料を少量お預かりしてタンパク質試料の性状が結晶化実
験に向いているかどうかを判断し、性状確認結果をご報告さ
せていただくとともに、可能性が高い結晶化条件をご提案いた
します。
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6. X線回折データ取得サービス
英国Diamond Light Sourceのメールインサービスを利用
した、
タンパク質結晶のX線回折データ取得サービスです。平
均で月に1回程度のX線回折データ取得機会があります。
ご希
望の実験日に合わせて1か月前までにお申し込みください。
ご
要望に応じて、結晶凍結作業、
データ取得後の構造解析サー
ビスもご提供しております。
7. その他
弊社は、宇宙航空研究開発機構の国際宇宙ステーションにお
ける高品質タンパク質結晶化実験のサポート業務を20年近
く行ってきており、宇宙実験のノウハウを世界で最も蓄積して
いると自負しています。宇宙実験関連での豊富な結晶化実験
経験の蓄積が、地上での結晶化実験にも生かされています。
また平成26年度から28年度にかけて約2年間行われる、文
部科学省の宇宙科学技術拠点形成プログラム
「高品質タンパ
ク質結晶化技術の宇宙科学研究拠点形成」
プロジェクトに参
加しています。
ここでは、
これまで開発してきた高品質タンパク
質結晶化技術やX線結晶構造解析技術などをプラットフォー
ム化し、若手研究者に伝えていくことになっております。
また、
これら技術を海外に向けて発信し、国際ネットワークの形成に
もお役にたちたいと考えています。
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