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＜年頭にあたって＞

＜第２５回研究会プログラム＞
169委員会委員長

坂部知平

本委員会はＸ線、中性子、電子線を３本の柱とし、2000年1
月1日に発足し、今年で満８歳を迎えた。
この間、良質な結晶の
作成、
その自動化、解析方法、創薬などに関する多くの研究会を
開催した。
また、我々の研究成果を発表し、今後の方針を立てる
ために諸外国より第一級の研究者を招いて、
回折構造生物国際
シンポジウムを２回開催した。
３回目は2010年にフランスのパ
リで開催させて欲しいという申し込みが国際諮問委員から発議
され、運営委員会及び総会で議論し、承認された。
今年度の重要課題として考えている事：
１．重要な蛋白質の中には結晶になりにくい或いは結晶は出来
ても単結晶としてデータ収集できないものも多々ある。
そこで今
年は一歩進め、微細な結晶でも解析が出来るようにするため、
今年最初の研究会をこのテーマで開催することが運営委員会で
決まった。
この研究会が糸口となり、今後この難問題の解決に進
展があることを期待している。
２．世界最大のJ-PARCパルス中性子施設の建設が東海村で進
んでいる。
いよいよ、本委員会が目指す、
Ｘ線と中性子を利用した
構造生物の研究が出来るようになる。現時点では中性子を専門
にしている委員は日本原子力研究開発機構の黒木良太氏及び
茨城大学の新村信雄氏がいる。
また、
エーザイの川上善之氏も
利用に関する委員会（「中性子産業利用推進協議会」準備会）
の
メンバーである。彼らの活動を支援し、
中性子利用を大いに進め
て頂きたい。本委員会は結晶解析に限らず、回折現象を利用し
た構造生物研究の発展に寄与する委員会である。
中性子とＸ線
の同時計測の研究を既にMax-Planck 研究所のW.Donner等
により開始されている。我々も、同時計測でこれまで得られなか
った、何らかの構造生物の情報を得る事を考えるべき時に至っ
ているのではなかろうか。
３．本委員会の学界委員数と産業界委員数との比は理想的には
１〜1.2であるが、製薬企業の合併やメーカーの退会等で産業
界委員数が減り現在1.48に達した。本年は本委員会の更なる
発展のため、皆さんのご協力の下に、産業界委員数を増すように
努力して頂きたい。
＜運営委員会報告＞
第７９回運営委員会 第２５回研究会
開催期間：平成１９年１２月５日〜１２月１７日
討議内容：講演テーマ及び講演者について
第８０回運営委員会 海外企業の導入
開催期間：平成１９年１２月６日〜審議中
討議内容：第１６９委員会委員として海外の企業の参加を認め
て国際化するか否か及び国際化した場合の基準（例えば日本国
内の支店の有無、委員の日本語能力）
など。
これは極めて重要な
問題であるため、結論を急がず、十分討議をする予定。最終的に
は総会での議論と承認を必要とする事項である。

１．
日時：平成２０年２月１２日
（火）
１３：３０−１８：３０
２．場所：主婦会館プラザエフ ４階 シャトレ
東京都千代田区六番町１５番地
電話：03-3265-8111
JR中央線 四谷駅下車 麹町口より徒歩３分
３．総 会： １３：３０−１３：４５
１）ISDSB2007 （山根 隆）
２）ISDSB2010 （坂部知平）
３）新会員紹介 （坂部知平）
４．研 究 会 １３：４５−１７：００
１）
「蛋白質粉末結晶構造解析の進展」
(財)高輝度光科学研究センター主幹研究員 三浦圭子
要旨：高分解能粉末回折データ測定が可能になってきた
近年、測定および解析対象としての蛋白質微小結晶が用
いられてきており、
その解析に実績が溜まってきている。
今回、欧米を中心とした活動の進展度合いを測定装置
および解析手法について説明したい。
加えて、
当方が関係するSPring-8での粉末回折デー
タ測定および解析の特徴性についても説明する。
参考資料としては、EPDIC10 proceedings (2006)
にてまとめた、lysozyme を標準試料とした蛋白質粉末
回折データ測定の特徴比較などがあげられる。新規構造
解析の実績例なども含めて紹介したい。
２）
「ウイルス多角体微小結晶の構造解析および今後の
展開について」
京都工芸繊維大学教授 森 肇
要旨：天然に数ミクロンサイズの多角体結晶(CPV)が存
在することは知られていたが、
その蛋白質結晶構造解析
がSLSのmicro-beam diffraction 装置にて成功した
ことは2007年春にNature に発表された。 その構造
解析経過説明に加えて、
この解析までに至る過程では、
競合研究者も含めてCPV微小結晶由来の粉末回折デー
タが参考になったことが背景にある今後の研究展開に粉
末回折手法の利用が期待されることなども合わせて話を
する。
５．懇親会 １７：００−１８：３０
場所
８階 水仙
講師を除く懇親会参加者から当日1,000円を徴収させ
て頂きます。

＜研究室紹介＞
ファルマ･アクセス株式会社（http://www.pharmaxess.coｍ/)
大阪ラボ
廣瀬 雷太
2003年11月，
理学電機(株)
（現(株)リガク）
X線研究所のタ
ンパク質単結晶構造解析グループが独立し，X線構造解析の
受託を中心とした創薬への支援を目的として，
ファルマ･アクセ
ス(株)が設立されました．社員は全部で11名，
うち8名が大阪
事業所に在籍しています．
なお，
弊社の拠点は3箇所あり，
ラボ
と事務機能の大半を持つ大阪事業所，
メールインやビームライ
ン受託業務などのSPring-8関連業務を行う播磨事業所，
東日
本の営業活動を行う東京オフィス，
という位置づけになってい
ます．

大阪事業所のある彩都バイオビルズセンター
弊社大阪事業所は大阪モノレールの彩都西駅(阪大病院
前の2駅先)から徒歩10分の所にあります．
彩都西とは聞きな
れない駅名でしょうが，
それもそのはず，
2007年の3月にモノ
レールが延伸したばかりです．
周辺には(独)医薬基盤研究所
や彩都バイオインキュベータなどのバイオメディカル分野の
研究機関，
ベンチャーが集まっており，彩都ライフサイエンス
パークを形成しています．我々はここに，
リガクの最新装置を
集めたラボを作りました．
結晶観察装置Minstrel-I は，
Plate
Hotelとあわせて自動で結晶化プレートの観察を行います．
撮
影したイメージはデータベースで管理され，析出したのが結
晶かどうかの判定も行うことができます．超高輝度Ｘ線発生
装置FR-E SuperBrightと自動マウント装置ACTOR，
CCD
検出器Saturn944の組み合わせは，
回折データの高速自動
測定を可能にします．
とくにACTORを制御するソフトウェア
JDirectorは強力で，
自動センタリングから結晶の良否判定，

Plate Hotel を装備したMinstrel-1

ACTORとSaturn944CCD.FR・Eを組み合わせた
回折データ測定装置 左奥にはR・AXISVIIがある
測定条件の決定まで自動で行えるため，
最大60個のサンプル
のデータを自動測定することができます．
Saturnの反対側に
は黒紙を取り除きHeパスで遮光したR-AXIS VIIがあり，
長波
長をつかったSADデータ測定も可能です．他，結晶性を改善
するFreeMountingSystemや，結晶化ロボットOryx8など
も装備しております．
実験室への出入りにはIDカードや血脈認証装置を導入し，
物理的なセキュリティも万全です．
リガクのデモラボも兼ねて
おり，
見学の対応もさせていただいております．
装置に興味の
ある方はご連絡ください．
現在，
ファルマ･アクセスでは，
FBS (Fragment-Based
Screening)を事業の柱と位置づけています．FBSとは，近年
注目されてきたドラッグデザインの手法で，薬剤候補化合物
の代わりに分子量300以下の低分子フラグメントを用いる手
法です．
標的となるタンパク質の結晶に低分子フラグメントを
ソーキングにより導入し，
結合したフラグメントが見つかれば
それらを基にして薬剤候補を設計する，
という手法です．
標的
タンパク質の構造をもとに候補化合物ライブラリを構築する
場合と比べ，
良質なフラグメントライブラリであれば多くのタ
ンパク質に対応できます．
また，
実際に相互作用する部位を特
定してから候補化合物を設計するため，
効率のよい新薬開発
が期待できます．
ただし，
すべてのフラグメントの結合を調べる
必要がありますので，弊社フラグメントを利用する場合で約
100個の結晶を構造解析しなければいけません．
したがって，
FBSの効率を上げるためには構造解析のハイスループット化
が必須であり，
それらは強力なX線源，高速検出器，ACTOR
などの高速化，
自動化技術があって初めて実現できるもので，
国内では弊社が最適だと自負しております．
また，
2007年10月からHampton Research社の国内代
理店も始めました．
リガクから事業を受け継いだもので，
他社
とは違う，
タンパク質構造解析の専門家ならではの視点での
サービス・独自パッケージの提案などをしていきたいと考えて
おります．
ほかにも，
SPring-8のメールインサービスおよび専
用 器 具 の 販 売 ，ラ ボ 装 置 で の 回 折 デ ー タ 測 定 と
FreeMountingSystemを使った結晶性改善，
結晶マウント
ツールMicroMountやソフトウェア(MIFit，XtalView)の販
売，
はたまた構造解析をちょっと快適にする小道具の開発・販
売など，弊社にできることならなんでもいたします．
「こんなも
のがあったら便利」
，
｢こんなことをファルマにやってほしいな｣
などとお思いのことがございましたらぜひお声をおかけくださ
い．

第24回研究会報告書
茨城大学大学院理工学研究科 新村信雄
平成19年10月25̶26日に東海村リコッティでJ-PARC
に建設中の茨城県生命物質構造解析装置
（iBIX）
に関する研
究会を開催した。
J-PARC本体の加速器建設は順調に進んで
おり、
来年５月に物質生命実験施設への中性子の初ビーム出
射予定になっており、iBIXの建設も中性子の初ビームに間に
合うように急ピッチで進んでいる。
169委員会としてもiBIXの
現状を知っておくことは時宜に適うので、今回の研究会開催
となった。現地まで東京から２時間かかることと、J-PARCの
見学を含めるということで、
２日にわたっての研究会となった。
初日の研究会は一般公開で４０名近い参加者があった。
研究
会は先ず、J-PARC副センター長の大山幸夫氏からJ-PARC
の概要の説明があり、
それに引き続き、iBIXの建設担当員の
一人である日下勝弘氏
（茨城大学准教授）
がiBIXの概要と建
設状況を説明した。
iBIXの性能は加速器の出力アップの年次
計画と、iBIXの検出器の整備状況によるが、2009年頃には
BIX-3,BIX-4の１０倍位になり、
加速器が1MWのフル稼働に
はいる2012年には約100-150倍の性能向上になることが
説明された。
第二部は中性子構造生物学の歴史と現状報告である。新
村が簡単な歴史
（1970年にB.Schoenbornらによって最初
にMyoglobinの中性子構造解析が報告されたが、余りに
データ収集に時間がかかる
（約200日）
ことで廃れた。
中性子
IPの開発で10倍の性能アップになりこの分野が再開し、
現在
に至っている。
）
と今後
（iBIXの完成で更に約100-150倍の性
能向上になる。
）
と、
最近のホットな成果
（RNase Aの1.4Ａ分
解能の結果）
を報告した。次に玉田氏によりJAEAでの医薬
ターゲット
（Elastase -阻害剤複合体、
他）
の中性子結晶構造
解析の結果、
茶竹氏によりZ-DNAの中性子結晶解析結果が
報告された。
第三部は企業からの提案で、
ファルマ・アクセス、
富士フィル
ム、
プロテオジェネシスの3社から創薬研究を支援する最近の
開発製品の紹介があった。
（現状では、
J-PARC, iBIXとは直
接的な関係は無いが、
将来的にはiBIXを利用した創薬研究に
おいては連携の可能性がある。
）
第四部は黒木氏により中性子構造生物学促進のためにかか
える問題の一つである、
大型結晶育成についての最近の成果
を含めた技術開発が紹介された。
J-PARC, iBIXでは測定効
率の向上により相対的にはこの問題は緩和されるだろうが、
大型結晶があれば、
さらに短時間でかつ高精度の結果が得ら
れるので、
今後もこの問題解決のための技術開発は必要であ
る。
この後、場所を大洗シーサイドホテル
（研究会参加者の宿
泊場所）
に移動し、懇親会を行った。
日本原子力研究開発機
構(JAEA)の量子ビーム応用研究部門長藤井保彦氏から挨
拶を頂いた。

翌日はJ-PARC見学を行った。
J-PARC側から全体概要を
紹介してもらった後、50GEV加速器、物質生命科学研究施
設を見学した。
第 五 部はJ A E A 先 端 基 礎 研 究センター 大 会 議 室で
J-PARC, iBIX利用ワークショップを開催した。
iBIXは茨城
県が出資して建設した装置であり、茨城大学にその運転維
持管理、
および装置の高度化を委託される装置である。
茨城
県の林技監およびiBIX建設グループリーダー田中氏（茨城
大学）
より、iBIXの運用に関する説明があった。
それによる
と、完成後（平成２２年度以降を想定）
には、
マシンタイムの
20%はJ-PARCの課題採択委員会に任せ、
残り80%は県の
建設目的に合った利用形態をとることの説明があった。
尚、
これらの詳細は平成１８年度茨城県BL運用検討報告書
（平
成１９年３月）
に載っている。
これに関して、
中性子構造生物
学の現状から産業応用がアカデミックな利用形態を凌ぐほ
どあるとは考えられないので、
もっと実情にあった利用形態
を検討すべきとの提案等がなされた。
これに対して、
県からの
説明は最終目標であり、
一日も早くこの最終目標に達するた
めには、
企業が中性子を利用しなければならないという欲求
が自然に出るためにもアカデミック利用者の協力が必要で、
そのためには運用母体である茨城大学との有効な運用形態
を検討していくことが議論された。 尚、
これに関して、茨城
大学側の現時点での運用面での責任者である新村から現
実に沿った運用を心がけていく旨のコメントがあった。
また、
坂部委員長から、
放射光X線が構造解析に使われ、
その後さ
らに企業側からも使いたいとなるまでの大変さの経験が語
られた。
J-PARC, iBIX でも企業からの中性子利用の希望が
出てくるには、
これと同様、
場合によってはこれ以上の大変さ
があることの指摘と、
だからといって止めるのでは無く、
地道
な展開、例えば169委員会へ中性子関係者の参入増（現時
点では２名）
等が提案された。
ワークショップは１２時閉会となった。
２日間の研究会であったが、参加者各人にiBIXの現状を
知ってもらえたことは大変有意義であった。幹事のJAEAの
石山新太郎氏に感謝いたします。
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