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＜運営委員会報告＞
第86回運営委員会 第27回研究会について
開催期間：20年6月2日〜7月6日
討議内容と決定事項：第27回研究会は公開シンポジウムと
して平成20年10月27,28日、京都大学百周年時計台記念
館にて開催。
プログラムは最終ページ参照。
第87回運営委員会 ISDSB2007の決算報告と
ISDSB2010への取り組みについて。
開催期間：平成20年7月13日〜
討議内容と決定事項：ISDSB2007の収支決算について会
計監査委員の監査報告があり、原案通り承認された。
また、
次回ISDSB2010はパリで開催される。本委員会の対応に
ついては検討中。
第88回運営委員会 量子ビーム融合化研究領域専門委員
会について
開催期間：平成20年7月26日〜
討議内容と決定事項：これまで量子ビーム融合化研究領域
専門委員会はコの字型回転対陰極X線発生装置に関する小
委員会（略称：コの字型小委員会）
の下にあったが、
これを独
立した小委員会にすることについて検討中。
＜小委員会報告＞
コの字型小委員会・量子ビーム融合化研究領域専門委員会
第１回研究会が平成20年7月4日
（金）
に主婦会館プラザエ
フで開催された。
量子ビームとは光と同様に
「波動性と粒子性を兼ね備えた
ビーム」
のことである。第169委員会はX線、
中性子、電子線
を3本の柱にしているが、
これらは全て量子ビームである。今
回の研究会は中性子とⅩ線を同時或いは交互に照射し、
回
折、吸収、或いは励起などの効果を、多面的に計測した場合、
新しい現象の発見や新分野の開拓などについて、
同時計測
や交互計測の優位性が実際に予測されるか否か等を考察す
ることを目的として開催された。
第１回研究会プログラム
１．会議のバックグランド：
・コの字型小委員会創設の経緯及び活動方針
小委員会委員長 坂部知平
・Ⅹ線と中性子の同時計測用Ⅹ線源
KEK名誉教授 坂部知平
・J-PARCの概要
JAEA-J-PARCセンター研究主幹 石山新太郎
２．単結晶時分割計測技術・科学研究チーム、
チームリーダー 大阪市大教授 神谷信夫：
・一過性酵素反応の反応中間体における水と水素の構造解
析
大阪市立大学 教授 神谷信夫
・ピコ秒放射光で観る物質構造のダイナミクス
KEK PF、JST ERATO 准教授 足立伸一
・X線と中性子を相補的に利用したタンパク質の構造解析
JAEA 大原高志（黒木代理）
・変異原ヌクレオチド分解酵素の反応機構解明
熊本大学大学院医学薬学研究部教授 山縣ゆり子

・蛋白質作用機構解明へ向けてＸ線と中性子線回折の同時
測定へ期待する事
関西学院大学 理工学部 準教授 山口宏
３．界面反射率計測技術・科学研究チーム、
チームリーダー 名大工 教授 山根 隆：
・中性子反射率測定法について― 原理と装置 ―
JAEA量子ビーム応用研究部門研究員 武田全康
・反射率法による生体関連物質の界面構造解析
KEK 物質構造科学研究所 準教授 鳥飼直也
・固体物理学における中性子・Ｘ線散乱の相補利用と同時利
用
大阪大学大学院理学研究科 教授 廣田和馬
４．
トポグラフ計測技術・科学研究チーム
チームリーダー 教授 小島謙一：
・放射光トポグラフによるタンパク質結晶の完全性の評価
横浜市立大学客員教授・
横浜創英短期大学教授 小島謙一
＜ISDSB2010>
組織の概略：
当地委員会委員長：Roger Fourme教授
副委員長：John R Helliwell教授、
Werner Kuhlbrandt特別顧問：
第169委員会委員長
編集委員長：安岡教授
国際諮問委員は多数のため省略する.
開催日程 2010年5月
25日：14:00；登録開始
16:00；開会式
16:30-17:30ノーベル講演
19:00:レセプション
26日：8:45；プレナリー講演１
9:45；休憩
10:00-12:00；マイクロシンポジウム １
12:00-13:00；集合写真撮影と昼食
13:00-14:30；ポスターセッション １
14:30-16:30；マイクロシンポジウム ２
16:30-17:00；休 憩
17:00-19:00；マイクロシンポジウム ３
27日：8:45；プレナリー講演２
9:45；休憩
10:00-12:00；マイクロシンポジウム ４
12:00-13:00；昼 食
13:00-14:30；ポスターセッション ２
14:30-16:30；マイクロシンポジウム ５
16:30-17:00；休 憩
17:00-19:00；マイクロシンポジウム ６
28日8:45；プレナリー講演３
9:45；休憩
10:00-12:00；マイクロシンポジウム ７
12:00-13:00；昼 食
13:00-14:30；マイクロシンポジウム ８
14:30-15:00；休 憩
15:00-17:00；マイクロシンポジウム ９
17:00-17:30；閉会式、

坂部知平

＜研究室紹介＞
大阪大学蛋白質研究所
附属プロテオミクス研究センター
超分子構造解析学研究系
教授 中川敦史
http://www.protein.osaka-u.ac.jp/rcsfp/supracryst/
私たちの研究室の所属する大阪大学蛋白質研究所（蛋白
研）
は，大阪大学吹田キャンパスの北の端にあり，公共の交通
機関を使うと阪急千里線の北千里から徒歩15分，
または大
阪モノレール阪大病院前から徒歩20分のところにあります．
吹田キャンパスは，1970年の大阪万国博跡地（現在も万博
公園として太陽の塔とともに残っています）
の北側に接してい
て，箕面の山も近く，
まだ緑も多く残っています．

写真２：2008年4月撮影の研究室のメンバー．
スタッフは，教
授（中川，前列左から３人目），准教授（鈴木，前列左から４人
目），助教（山下，前列左から２人目），技術職員
（阪口，前列右
から３人目），秘書（河合，
中列右から２人目），博士研究員
（保
坂，前列右から２人目，廣瀬，竹下，
中列左から３人目，松浦
後列右から２人目），研究員
（原，
中列右から３人目）
です．
私たちの研究室では，生体超分子複合体の回折強度データ
収 集 に 最 適 化した 生 体 超 分 子 構 造 解 析 ビームライン
（BL44XU）
をSPring-8に設置して，
その高度化および維持・
管理を行っています
（このために山下博士はSPring-8に常駐
しています），
そして，
ビームラインを中心にタンパク質結晶学
のための新しい方法論の開発を進めながら，
ウイルスなどの
生体超分子複合体の生物学的に重要なタンパク質の構造を
明らかにする研究を進めています．

写真１：蛋白質研究所の概観．右手に見えるのが本館で，左手
の低い建物がセンター棟．
ここに私たちの研究室があります．
蛋白質研究所は，蛋白質科学研究のための全国共同利用
研究所として昭和33年に設置され，今年で50年となりまし
た．私たちの研究室は４階建てのセンター棟（以前は結晶解
析研究センターと呼ばれていました）
の２階および３階と４階
の一部にあります
（この他，
１階にはＸ線発生装置が，
３階に
は共同利用の共有メモリ型計算機が設置されています．
また，
４階と３階に中村春木教授の研究室があり，PDBjのグループ
がここでProtein Data Bankの登録・編集作業を行っていま
す）．
ちなみに，蛋白研の本館は今年度９月から耐震工事が行
われる予定で，
この期間は建物内のすべての研究室が学内外
のいろいろな場所に一時的に移動しますが，
センター棟は今
回の改修の対象外となっているため，私たちの研究室はその
まま残ります．
学生は，大学院理学研究科高分子科学専攻の他，生物科
学専攻と，大学院生命機能研究科のいずれかに所属していま
す．以前は博士課程から大阪大学に入学してくる人が多かっ
たのですが，
ここ数年は，修士課程から毎年２〜４人程度ずつ
入学してくることが続いています．今年度からは旧月原研の学
生も一緒に研究を進めていて、現在は，修士課程６名，博士課
程１２名（うち社会人博士課程１名），研究員１名，博士研究
員４名，
スタッフ５名で構成されています．

図１：分子量7500万の巨大なイネ萎縮ウイルスの原子構造
(A.Nakagawa et al., (2003))
また，2002年度からの５年間は，
タンパク3000プロジェクト
個別的解析プログラムの中核機関の１つとして，
「 脳・神経
系」関連タンパク質の構造プロテオミクス研究を進めてきま
した．
さらに2007年度からは，
ターゲットタンパク研究プロ
グラムにも参画しています．
この他，宇宙航空研究開発機構
（JAXA）
との共同研究による高品質結晶を利用した
「サブオ
ングストローム構造生物学の展開」
も進めています．
タンパク質のＸ線結晶構造解析も多くの場合ルーチンワー
ク的に進めることができるようになってきましたが，
まだいく
つもの障壁が残っています．
これらの諸問題を解決していきな
がら，生命現象の本質に迫るような構造生物学の展開を目指
していきたいと考えて研究を続けています．

＜予告＞
第２７回研究会
（公開シンポジウム）
プログラム
１．
日 時：平成２０年１０月２７、
２８日
（月、
火）
２．
場 所：京都大学百周年時計台記念館 国際交流ホールＩ
京都市左京区吉田本町 電話：075-753-2285
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/map6r̲y.htm

入場無料
３．
研究会
回折構造生物の新機軸：脳科学と電子顕微鏡法
Innovations in Diffraction Structure Biology:
Neuroscience and electron microscopy
13:40〜13:50 開会の挨拶 委員長 坂部知平
1日目 座長 理研播磨 グループディレクター 宮澤淳夫
13:50〜14:30
１）
「ニコチン性アセチルコリン受容体の構造と分子メカニズム」
理研播磨 グループディレクター 宮澤淳夫
14:40〜15:20
２）
「高解像度クライオ電顕による微小管モーターの分子機構
の解明」
京大院理 教授 吉川雅英
15:30〜16:10
３）
「生体超分子ナノマシン細菌べん毛における蛋白質輸送と自
己構造構築のしくみ」
阪大院生命機能 教授 難波啓一
16:20〜17:00
４）
「チャネルの構造と機能」
京大院理 教授 藤吉好則

15:30〜16:20
６）
「シナプス間接着分子Neuroligin/Neurexin複合体の構造
から見えるシナプス間隙の真の姿」
阪大蛋白研 教授 高木淳一
16:30〜17:20
７）
「神経回路の伝達制御機構」
大阪バイオサイエンス研 研究所長 中西重忠
17:20〜17:30

閉会の挨拶

庶務幹事 相原茂力

４．
見学会
1日目
17:30〜18:30
京大院 理 藤吉研
５．
懇親会
1日目
19:00〜20:30
京大百周年時計台記念館
参加費として1000円徴収します。
お問い合わせ 京都大学大学院農学研究科
相原茂力
TEL 0774 38 3737

2日目 午前 座長 大阪バイオサイエンス研 研究部長 古川貴久
9:00〜9:50
１）
「中枢神経損傷後の機能回復と神経回路の修復」
阪大院医 教授 山下俊英
10:00〜10:50
２）
「生物学的時間のシステム生物学」
理研神戸 チームリーダー 上田泰己
11:00〜11:50
３）
「睡眠覚醒の分子機構」
大阪バイオサイエンス研 研究部長 裏出良博
昼食 12:00〜13:00
2日目 午後 座長 大阪バイオサイエンス研 研究部長 裏出良博
13:20〜14:10
４）
「中枢神経系ニューロン樹状突起の分岐パターン形成機構」
理研和光 チームリーダー 見学美根子
14:20〜15:10
５）
「脊椎動物網膜の分子発生メカニズム
〜細胞運命決定からシナプス形成まで〜」
大阪バイオサイエンス研 研究部長 古川貴久
15:10〜15:30
休憩
回折構造生物ニュース
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