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・会社としては結晶構造解析を通じた構造生物学の情報収集の
ために参加していたが、個人的にはクライオ電顕を導入したいと
思っており、それを今後どのように導入し、アクセスして行けば良
いのか分からないと思っているところで、（あくまで個人的な意見
ではあるものの）、本委員会にアクセスすれば解決できるという
ような、そのような存在であって欲しい（産３）。
・会社の目標はあくまでドラックデザインであり、膜蛋白質、クラ
イオ電顕、スーパーコンピューターなどのインフラに楽にアクセ
スできるようなコネクションが169委員会にはある。従って、今
後もそういうインフラの整備を169委員会で検討して貰えると
助かる（存在価値はある）（産４）。
・普段から装置の開発を行っており、優れた分析ができたらいい
と考えているが、日本全体を俯瞰して見た場合に、国産の分析装
置の開発が劣勢になっていると感じる。極一部でも世界に打っ
て出られるような装置の開発をして欲しい。JSTの先端計測など
も行われた経緯があるが成果も少ないと感じる。従って、世界に
打って出られるような装置の開発を行うための情報収集が169
委員会で得られれば今後も参加したい（産１）。
・企業は169委員会ではユーザーの立場。その立場から見れば、
ビームライン研究者の力は十分にあると思われるので、世界から
使いに来るような装置開発や技術開発がアカデミアの研究者サ
イドから声があがり、新しい装置開発の話が出るようであれば
是非応援したい。そうなるような議論がこの委員会で展開され
たら良い（産５）。
・169委員会に来たら問題が解決するということが本委員会の
重要な機能と考える。BINDSの中でも使いづらい技術があると
すれば、169委員会の中で何か情報が得られ、解決できたら有
難い。また、この場が元々企業のニーズとアカデミアのシーズが
マッチし、発展してきた経緯があり、今後も169委員会の場で企
業・産業のニーズがキャッチアップできる場であれば良いと思う
（産７）。　　　　　
＜全体を通した自由討論＞
・AMEDのBINDSの仕組みは「産業利用」の枠組みはそもそも
ない。PDISの時代からも議論があったにも関わらず、現状
BINDSでもない。国主導で基盤整備が先に進む現状だと、どう
しても産業界の枠組みの議論が後回しとなり、「産業利用の枠組
み」が169委員会で議論され、それが可能になれば非常に良い。
またそれを提言として169委員会から出して行くべきと思われ
る。新しい（国産の）装置開発などは学会からも提言できるが、
「産業利用」について提言できるのは169委員会が唯一であると
考えられるし、（企業専用の装置を企業が出した予算で別途作
製する必要はなく）無駄も省ける（新2）。
・つまるところ以下の２つの目的が大切か？との確認があり（新
１）、概ね意見も一致した。
(a)学界と産業界の両方が使える技術・基盤設備を国やAMED
に提言するのが169委員会の役割である。
(b)産業界とアカデミアのマッチング、一緒にどうやっていくか人
の繋がりの部分のマッチングが大切。
・NMRは購入できるので企業内で使うことができた。しかし、放
射光は大型で出来なかった。クライオ電顕は人も育てないと使
えない。仕組みの中にはめ込んで頂けると企業は使う。産業が必
要とする利用可能なレベルのもの（企業版のBINDS）が整備さ
れていれば利用するので、将来の青写真を是非作って欲しい（産
６）。

・欧米ではタンパク3000プロジェクトの時代にStructural 
Genomics Consortium（SGC）を作って残した。日本版の
SGCは面白いと思われる（学１）。
・企業はターゲットバリデーションは出来る。今、JCLICに22
社が集まり、化合物のライブラリー（22万化合物）が集まって
おり、DISCシステムも始まっている（産６）。
・SGCのようなものが出来き、予算も企業から集めることがで
きたら基盤技術の維持費も捻出できる（学１）。上手いコンソー
シアムか国プロを国に提言できれば良い（新2）。これが10年後
に出来たら良い（産６）。
・目の前のクライオ電顕のデータ収集が出来ません、直ぐに使
いたいという直近の問題もあり、両面で検討していくべきだ（新
2）。
・どうあるべきか、夢を語るところは小委員会で素案を作り、提
言の形でまとめていく必要があるが、その際には関連学会も含
めて「総意」としてまとめて行くことが重要である（新2）。
→169委員会は単なる学会ではなく、研究会だけのイメージを
一新する必要が強調された。
・今はBINDSが立ち上がったばかりであるが、5年後には次の
プログラムを立てて行かねばならない。例えば、169委員会で
創った資料が文科省のライフ課に持って行けるような提言が
出来たらいい。BINDSの中間評価は来年か再来年には始ま
る。その時に169委員会が提言できれば存在感は増すだろう
（新３）
＜まとめ：最後に＞
今後、構造生物学をどういう方向で発展させて行くかを議論す
るのは１つの方向性ではあるが、特に、（以上の議論を踏まえ
て）「企業」の方とどう繋がっていくのか、意見を頂きながら方
向性を探りたい。その為の小委員会を立ち上げることを提言し
たい。また、小委員会を立ち上げる際には、企業の方には委員
でなくとも委員会に加わって頂き、オープンな場で意見を頂き
ながら進めて行きたいので、是非協力して欲しい（中川）。

＜第54回研究会開催案内＞

１．日時：平成29年11月29日(木)13時30分～
２．場所：東京大学大学院農学生命科学研究科
　　フードサイエンス棟
　　中島薫一郎記念ホール　
３．研究会プログラム
１）13:30－15:00　
『混合溶液中の蛋白質分子複合系の構造・相互作用評価～デ
バイス開発とその応用～』
奈良先端科学技術大学院大学　物質創成科学研究科 
　　　　　　　　　　　　　　　　上久保　裕生　先生
２）15：15－16：45　
『ヒト細胞の小胞体におけるタンパク質品質管理の分子構造
基盤』
東北大学　多元物質科学研究所　　稲葉　謙次　先生
４．懇親会　 17:00－18:30
　　東京大学農学部弥生キャンパス内　
　　向ヶ岡ファカルティハウスアブルボア
　講師以外の懇親会出席者からは当日懇親会費1,500円を徴収さ
せて頂きます。

 

　　　　

　　

　　

＜運営委員会報告＞
　　　　　　　　　　第１６９委員会委員長　山根　隆

運営委員会はメールで行っている。開催期間は最初の提案か
ら決定までの期間である。

第260回運営委員会：特別委員の選考ルール（案）について
開催期間：5月24日～9月19日
討議内容：委員長より、本員委員会将来問題検討WGから提
案された「特別委員の選考ルール（案）」についての審議を行っ
ていただきたいとの提案がなされた。
決定事項：平成29年度総会で提案された事項を含めて審議
が行われ、承認がなされた。 
＜特別委員の選考ルール＞
下記のいずれかの条件を満たす名誉会員は，自薦あるいは他
薦により，総会での承認を経て，特別委員を委嘱する．特別委
員の委嘱期間は1年とし，更新することができる．
１）独立したラボを主宰し，1000万円以上の公的資金を獲得
して研究を行っている．かつ，公的資金の申請書に名前を挙げ
られる方
２）学会の会長あるいは国家プロジェクトのPS, POなどの立
場にあり，その分野の指導的立場にある方
３）169委員会の申請・運営に関わる職にある人（169委員会
委員長または副委員長）
４）委嘱する特別委員は定員以内とし，委嘱期間は５年を超え
ないものとする．
なお、特別委員の定員については、当面3－4名で運営させていただ
きたいとの報告がなされた。

第263回運営委員会：新学界委員の推薦結果について
開催期間：7月18日～8月2日
討議内容：委員長より、全委員による新学界委員の推薦投票
の結果の報告がなされた。そのなかで、新規に加わって頂く学
界委員は7名（その内1名は委員長推薦枠）とされたが、6位の
同票2名の扱いについて審議を行っていただきたいとの提案
がなされた。
決定事項：審議の結果、今回は委員長推薦枠を除き6位の2
名の方に新委員の依頼を行うことの承認がなされた。
平成29年9月より加わって頂く学界委員
岩崎憲治准教授　大阪大学蛋白質研究所（ＥＭ）
清水伸隆准教授　物質構造科学研究所（SAXS）
清水敏之教授　東京大学大学院薬学系研究科（Ｘ線）
本間光貴チームリーダー　理化学研究所ライフサイエンス技
術基盤研究センター（計算科学）
水口賢司プロジェクトリーダー　医薬基盤・健康・栄養研究
所　創薬デザイン研究センター（計算科学）
村田武士教授　千葉大学大学院理学研究科（Ｘ線）
姚閔教授　北海道大学先端生命科学研究院（Ｘ線）

第264回運営委員会：新委員と活動方針検討ＷＧとの会合に
ついて
開催期間：8月10日～9月19日
討議内容：委員長より、本員委員会将来問題検討WGから提
案された、1) 新委員とＷＧ並びに産業界委員有志との会合を
開催すること、ならびに2) 新委員とＷＧ並びに産業界委員有

志との会合を開催するために、本委員会の予備費（70万円）
からＷＧ活動費として30万円を支出すること、についての審
議を行っていただきたいとの提案がなされた。
決定事項：審議の結果、会合の方向性についての意思統一、
ならびに経費の節約に勤めていただきたいとのコメントに十
分留意することで、賛成多数で承認がなされた。

第265回運営委員会：研究会担当幹事について
開催期間：8月30日～
討議内容：委員長より、本委員会将来問題検討WGから提案
された、1) 研究会担当委員会委員長（幹事）が産業界委員で
あることについて、2) 研究会担当委員会委員長（幹事）の候
補者の推薦についての審議を行っていただきたいとの提案が
なされた。
決定事項：継続審議中

第266回運営委員会：第54回研究会について
開催期間：10月6日～10月13日
討議内容：委員長より、研究会担当委員会の柏木幹事から提
出された第54回研究会のプログラム（案）についての審議を
行っていただきたいとの提案がなされた。
決定事項：審議の結果、提案通り承認がなされた。

＜拡大活動方針検討ＷＧと新学界委員との会合の
議事録（一部略）＞
日　時：　2017年10月10日（火）15:00-17：00
場　所：　関西学院東京オフィース
出席者：　（21名）：山根（委員長）、中川（阪大）、上村（帝人
ファーマ）、深海（中外）、川上（エーザイ）、井上（阪大）、山口
（関学）、齋藤（協和発酵キリン）、鈴木（第一三共）、竹中（㈱ト
ヤマ）、光井（田辺三菱）、岩崎（阪大）、吉川（東大）、清水（東
大薬）、清水伸隆（PF）、千田（PF）、田中伊知郎（茨大）、津下
（京産大）、村田（千葉大）、姚閔（北大）、山本（理研）
＜産業界委員の意見＞
・169委員会はⅩ線・電子線、NMRが含まれ、欧米にはない
委員会で素晴らしいと褒められていた経緯があるが、その仕
組みが産業界に生かし切れていない。むしろ日本が欧米に比
べて（技術的にも）遅れている。新しい、インパクトのある技術
の創出を是非アカデミアから提案して欲しい。利益相反
（COI）については避けられないので、恐れず、オールジャパン
で解決していく委員会であって欲しい。具体的な検討委員会
を設置して議論をして貰い、できるだけ早期に具体的な提案
に落とし込んで欲しい（産６）。
・過去を振り返ると、企業でもⅩ線、SBDDが出来てきた。それ
が電顕でも出来たら良いのだが（個別の話）。
・一方で、169委員会の改革が必要という割に、議論について
はまだまだフォーカスされていない印象。例えばAMEDと16
９委員会の繋がりは一部の委員の一部の興味であり、構造生
物全体から見れば169委員会全体としてはまだまだ一枚岩
にはなっていないと思われる。今回の会合の目的がどの程度
委員に受け止められているのか、もっと企業委員も議論に加
わるべきと思う。１つ１つの技術の議論については今の議論
でも良いが、（これとは別に）169委員会全体としては抜本的
にその存在意義や活動方針について再検討した方が良いと
感じている（産２）。
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ながら進めて行きたいので、是非協力して欲しい（中川）。

＜第54回研究会開催案内＞

１．日時：平成29年11月29日(木)13時30分～
２．場所：東京大学大学院農学生命科学研究科
　　フードサイエンス棟
　　中島薫一郎記念ホール　
３．研究会プログラム
１）13:30－15:00　
『混合溶液中の蛋白質分子複合系の構造・相互作用評価～デ
バイス開発とその応用～』
奈良先端科学技術大学院大学　物質創成科学研究科 
　　　　　　　　　　　　　　　　上久保　裕生　先生
２）15：15－16：45　
『ヒト細胞の小胞体におけるタンパク質品質管理の分子構造
基盤』
東北大学　多元物質科学研究所　　稲葉　謙次　先生
４．懇親会　 17:00－18:30
　　東京大学農学部弥生キャンパス内　
　　向ヶ岡ファカルティハウスアブルボア
　講師以外の懇親会出席者からは当日懇親会費1,500円を徴収さ
せて頂きます。

 

　　　　

　　

　　

＜運営委員会報告＞
　　　　　　　　　　第１６９委員会委員長　山根　隆

運営委員会はメールで行っている。開催期間は最初の提案か
ら決定までの期間である。

第260回運営委員会：特別委員の選考ルール（案）について
開催期間：5月24日～9月19日
討議内容：委員長より、本員委員会将来問題検討WGから提
案された「特別委員の選考ルール（案）」についての審議を行っ
ていただきたいとの提案がなされた。
決定事項：平成29年度総会で提案された事項を含めて審議
が行われ、承認がなされた。 
＜特別委員の選考ルール＞
下記のいずれかの条件を満たす名誉会員は，自薦あるいは他
薦により，総会での承認を経て，特別委員を委嘱する．特別委
員の委嘱期間は1年とし，更新することができる．
１）独立したラボを主宰し，1000万円以上の公的資金を獲得
して研究を行っている．かつ，公的資金の申請書に名前を挙げ
られる方
２）学会の会長あるいは国家プロジェクトのPS, POなどの立
場にあり，その分野の指導的立場にある方
３）169委員会の申請・運営に関わる職にある人（169委員会
委員長または副委員長）
４）委嘱する特別委員は定員以内とし，委嘱期間は５年を超え
ないものとする．
なお、特別委員の定員については、当面3－4名で運営させていただ
きたいとの報告がなされた。

第263回運営委員会：新学界委員の推薦結果について
開催期間：7月18日～8月2日
討議内容：委員長より、全委員による新学界委員の推薦投票
の結果の報告がなされた。そのなかで、新規に加わって頂く学
界委員は7名（その内1名は委員長推薦枠）とされたが、6位の
同票2名の扱いについて審議を行っていただきたいとの提案
がなされた。
決定事項：審議の結果、今回は委員長推薦枠を除き6位の2
名の方に新委員の依頼を行うことの承認がなされた。
平成29年9月より加わって頂く学界委員
岩崎憲治准教授　大阪大学蛋白質研究所（ＥＭ）
清水伸隆准教授　物質構造科学研究所（SAXS）
清水敏之教授　東京大学大学院薬学系研究科（Ｘ線）
本間光貴チームリーダー　理化学研究所ライフサイエンス技
術基盤研究センター（計算科学）
水口賢司プロジェクトリーダー　医薬基盤・健康・栄養研究
所　創薬デザイン研究センター（計算科学）
村田武士教授　千葉大学大学院理学研究科（Ｘ線）
姚閔教授　北海道大学先端生命科学研究院（Ｘ線）

第264回運営委員会：新委員と活動方針検討ＷＧとの会合に
ついて
開催期間：8月10日～9月19日
討議内容：委員長より、本員委員会将来問題検討WGから提
案された、1) 新委員とＷＧ並びに産業界委員有志との会合を
開催すること、ならびに2) 新委員とＷＧ並びに産業界委員有

志との会合を開催するために、本委員会の予備費（70万円）
からＷＧ活動費として30万円を支出すること、についての審
議を行っていただきたいとの提案がなされた。
決定事項：審議の結果、会合の方向性についての意思統一、
ならびに経費の節約に勤めていただきたいとのコメントに十
分留意することで、賛成多数で承認がなされた。

第265回運営委員会：研究会担当幹事について
開催期間：8月30日～
討議内容：委員長より、本委員会将来問題検討WGから提案
された、1) 研究会担当委員会委員長（幹事）が産業界委員で
あることについて、2) 研究会担当委員会委員長（幹事）の候
補者の推薦についての審議を行っていただきたいとの提案が
なされた。
決定事項：継続審議中

第266回運営委員会：第54回研究会について
開催期間：10月6日～10月13日
討議内容：委員長より、研究会担当委員会の柏木幹事から提
出された第54回研究会のプログラム（案）についての審議を
行っていただきたいとの提案がなされた。
決定事項：審議の結果、提案通り承認がなされた。

＜拡大活動方針検討ＷＧと新学界委員との会合の
議事録（一部略）＞
日　時：　2017年10月10日（火）15:00-17：00
場　所：　関西学院東京オフィース
出席者：　（21名）：山根（委員長）、中川（阪大）、上村（帝人
ファーマ）、深海（中外）、川上（エーザイ）、井上（阪大）、山口
（関学）、齋藤（協和発酵キリン）、鈴木（第一三共）、竹中（㈱ト
ヤマ）、光井（田辺三菱）、岩崎（阪大）、吉川（東大）、清水（東
大薬）、清水伸隆（PF）、千田（PF）、田中伊知郎（茨大）、津下
（京産大）、村田（千葉大）、姚閔（北大）、山本（理研）
＜産業界委員の意見＞
・169委員会はⅩ線・電子線、NMRが含まれ、欧米にはない
委員会で素晴らしいと褒められていた経緯があるが、その仕
組みが産業界に生かし切れていない。むしろ日本が欧米に比
べて（技術的にも）遅れている。新しい、インパクトのある技術
の創出を是非アカデミアから提案して欲しい。利益相反
（COI）については避けられないので、恐れず、オールジャパン
で解決していく委員会であって欲しい。具体的な検討委員会
を設置して議論をして貰い、できるだけ早期に具体的な提案
に落とし込んで欲しい（産６）。
・過去を振り返ると、企業でもⅩ線、SBDDが出来てきた。それ
が電顕でも出来たら良いのだが（個別の話）。
・一方で、169委員会の改革が必要という割に、議論について
はまだまだフォーカスされていない印象。例えばAMEDと16
９委員会の繋がりは一部の委員の一部の興味であり、構造生
物全体から見れば169委員会全体としてはまだまだ一枚岩
にはなっていないと思われる。今回の会合の目的がどの程度
委員に受け止められているのか、もっと企業委員も議論に加
わるべきと思う。１つ１つの技術の議論については今の議論
でも良いが、（これとは別に）169委員会全体としては抜本的
にその存在意義や活動方針について再検討した方が良いと
感じている（産２）。



図３ IZUMO1-JUNO
の複合体構造
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