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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。

＜研究室紹介＞
独立行政法人日本原子力研究開発機構
量子ビーム応用研究部門 分子生命科学研究ユニット
・生物分子構造機能研究グループ 玉田太郎
・生物分子認識研究グループ
黒木良太

・第113回運営委員会：ISDSB2010への派遣費
開催期間：平成21年11月11日〜22年3月12日
討議内容：第3回に当たる本国際シンポジウムはパリで行うた
め、主催する本委員会からは少なくとも25名参加して頂きた
い。そこで、参加を促すため航空運賃と滞在費の一部を援助
する。
決定事項：①援助費は全て169委員会の委員会経費で賄う、
②対象者は169委員会委員及び委員か推薦する研究者（院
生を含む）1名/委員とする、③援助額は最大20万円（打ち切
り支給）、④優先順位；ⅰ招待講演者、
ⅱISDSB2010への出席
が必要な役員、
ⅲポスター発表者、但し産業界委員には免除、
④募集の際、援助なしでも出席可能な方には出来るだけ遠慮
して貰う。
・第114回運営委員会：第31回研究会
開催期間：平成21年12月22日〜12月25日
討議内容：上村みどり研究会担当委員会委員長より定例の第
31回研究会プログラムが提案された。
決定事項：審議の結果原案通り承認された。本プログラムは
前回のニュースレターに掲載されている。
・第115回運営委員会：第32回研究会
開催期間：平成21年12月1日〜22年3月10日
討議内容：①年度初回の研究会は通常5月であるが、今回は
ISDSB2010と重なる。
その対処について、②上村みどり研究
会担当委員会委員長より定例の第32回研究会プログラムが
提案された。
決定事項：①開催日を遅らせる、②審議の結果原案通り承認
された。

独立行政法人日本原子力研究開発機構（以降、原子力機
構と略す）
は日本原子力研究所と核燃料サイクル開発機構が
統合し、2005年の10月に発足しました。4000人を超える職
員が北は北海道（幌延）
から南は岡山
（人形峠）
で勤務してい
ます。
また、国内だけではなく、海外にも3カ所（ワシントン、
パ
リ、
ウィーン）
の事業所があります。量子ビーム応用研究部門
は、
「 高速増殖炉サイクル技術の研究開発」、
「 高レベル放射
性廃棄物の処分技術開発」、
「核融合研究開発」
といった我が
国の原子力政策の根幹を担うものと並んで、原子力機構が掲
げた主要4分野の1つ
「量子ビームテクノロジー研究開発」
を
担当しています。
量子ビーム応用研究部門は原子力機構の本部がある茨城
県の東海地区（写真1）
の他、群馬県の高崎地区、京都府の木
津地区、兵庫県の播磨地区の4カ所にまたがり、各々の地区
に中性子、
イオンビーム、
レーザー、放射光を発生する施設を
有しています。量子ビーム応用研究部門ではこれらの量子
ビームに特徴的な
「観る」
・
「創る」
という機能を相補的かつ総
合的に用いて、
ライフサイエンス・情報通信・環境・ナノテクノ
ロジーなどの重要分野における課題解決に技術開発ととも
に取り組んでいます。

＜研究会担当委員会報告＞

委員長上村みどり
次回定例第32回研究会予告
１．
日
時：平成22年7月20日
（火）
２．場
所：ゆうぽうと 6階 菖蒲の間
３．研 究 会
１）13:00 − 14:00
蛋白結晶を反応場とした化合物展開の試み
In-crystal Chemical Ligation for lead generation
塩野義製薬 山根 潤二 博士
司会
渡邉信久
２）14:00 ー15:00
低分子化合物でタンパク質相互作用を制御する
Drugs targeting protein-protein interactions
産総研 夏目 徹 博士
司会 曽我部智
３）
休憩 １５：００−１５：３０
４）15:30-17:00
NMRを用いた膜タンパク質の機能解析
Function analysis of membrane proteins by NMR
東京大学 嶋田一夫 博士
司会 伊藤秀一郎
４．懇親会
懇親会会場は未定。講師以外の懇親会出席者からは当日懇
親会費１,０００円を徴収させて頂きます。

写真１：日本原子力研究開発機構（東海地区：茨城県東海村）
の全景。
２つの

中性子施設を点線で囲む。
中央の四角が大強度陽子加速器施設（J-PARC）

の物質生命科学実験施設（MLF）。右下の丸が研究用原子炉JRR-3。

黒木がユニット長を務める分子生命科学研究ユニットは4
グループから構成されており、
うち3グループは東海地区に、1
グループは木津地区にあります。東海地区にある3グループ
（生物分子構造機能研究グループ：玉田太郎リーダー、生物
分子認識研究グループ：黒木良太リーダー（兼任）、生体物質
ダイナミクス研究グループ：片岡幹雄客員リーダー）
は、分子
生物学的手法をベースに中性子利用を特徴とした生体高分
子の機能解明（立体構造およびダイナミクス）
に取り組んでい
ます。木津地区にある生体分子シミュレーショングループ
（河
野秀俊リーダー）は立体構造とダイナミクスをつなぐシミュ
レーションによる研究を行っています。場所が離れているグ
ループもありますが、
グループ間の連携を密に保ち、
ユニット
内連携によるシナジー創出を心がけています。

中性子によるタンパク質等の立体構造解析を担当する生物
分子構造機能研究グループには、H22年4月から新しく玉
田がグループリーダーとして着任いたしました。
このグルー
プは、新村信雄（現、茨城大学特任教授）先生や前任の黒木
リーダーが築き上げたグループです。
そのアクティビティー
の一つは、研究用原子炉JRR-3に設置した2台の生体高分
子用中性子単結晶回折装置（写真2）
の運用・高度化による
中性子回折データの収集です。
この装置は新村リーダー時
に設置されたものですが、
これまでに遮蔽とビーム輸送系を
改良し、最近では試料冷却装置を持つ新型ゴニオメータを
装着しました。
Ｘ線回折実験と同様に100K下での回折
データ収集が可能となり、同一結晶から同一条件で収集し
た中性子・Ｘ線回折データによる同時利用構造解析が可能
となります。
また原子力機構内の別のグループと共同で中性
子検出器の改良にも取り組んでいます。
生物分子構造機能研究グループは、茨城県が産業利用目
的でJ-PARCのMLFに設置した生命物質構造解析装置
（iBIX）
の建設も分担するだけでなく、国内の多くの構造生
物学研究者の協力を得ながらJ-PARCにタンパク質専用中
性子回折装置の設置を提案しています。

今後も、
引き続き創薬標的タンパク質をはじめとする生物学
的意義の大きい対象の構造解析に中性子とＸ線を相補的
に用いて取り組み、基礎科学のみならず産業応用において
も有用な成果を創出していきたいと考えています。

平成21年度169委員会中性子回折小委員会報告
茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター
新村信雄
169委員会中性子回折小委員会は、ATI『水和ナノ構造研
究会』、茨城大学連携融合事業,ヒューマンフロンティアサイ
エンスプログラム、茨城県中性子利用促進研究会、中性子
産業利用推進協議会、J-PARC/ＭＬＦ利用者懇談会、科研
費『水とATP』
（公募班、新村信雄代表）
との共催で、平成22
年1月 26-27に下記プログラムのような中性子構造生物
学研究会を開催した。
出席者は42名であった。(集合写真参
照)

写真２：JRR-3炉室に設置された2台の中性子用回折装置（BIX-3：丸、
BIX-4：四角）。炉心から出てくる中性子をSiモノクロメータで単色化し、
円
筒状の回折計（写真右：遮蔽ケースを外した状態）
中央にマウントした結晶

に照射し、
その回折データを湾曲型中性子用イメージングプレートに記録

する。

上記のBIX-3,4を用いて、昨年は2件の創薬標的タンパク
質（酵素）
と阻害剤複合体の中性子構造解析に成功しまし
た
（図1）。
その際に、放射光施設において同一結晶から同条
件（室温下）で取得したＸ線回折データを用いることによ
り、
中性子データ単独時に比べて高精度な解析が実施でき
ました。また、1 Å 分 解 能を上回る高 分 解 能Ｘ線データ
（100K）
も併せて取得し、中性子構造と相補的に用いるこ
とにより、
タンパク質の機能をより深く議論することができ
ました。

図１：中性子解析から明らかになったHIV-1プロテアーゼ
（左：M. Adachi
et al., PNAS (2009)）
とエラスターゼ
（右：T. Tamada et al., JACS

(2009)）
の触媒中心の様子。活性に関わる水素原子を明瞭に直接観測で

きた。

J-PARCに建設された茨城県生命物質構造解析装置（愛
称：iBIX）は加速器の出力に合わせながら調整運転を行い
つつ、平成20年12月より供用開始となり、現在120kW加
速器出力で中性子回折実験が実施されている。iBIXは加速
器の性能に見合った計画通りの性能を示しており、中性子
構造生物学の新しい展開の始まろうとしている。研究会初
日に、iBIXの建設グループのそれぞれの担当者がiBIXの現
状を報告した。
グルタミン酸単結晶（味の素KK）
やUMP(北
里大学)の中性子回折実験がなされ、
すべての水素原子が
見出されていることが報告された。
マシンタイムの関係で、
タ
ンパク質結晶構造解析はRNase Aのお試し実験が行われ、
1.4Å分解能でデータ収集可能であることが報告された。
研究会の特別講演として Gerhard
Klebe 教授
(Philipps-Univ. Marburg,Germany)をお招きして、
「Versatile or nasty, but clearly ubiquitous: Water
as a partner in protein-ligand interactions」
の講演を
拝聴した。
それによると、
これまで解かれてきたタンパク質基質複合体構造のうちの2/3はタンパク質と基質との結合
に水分子が仲介していることが判っている。中性子回折実
験は水分子が水素結合する際のドナーとアクセプターを水
分子の配向から情報提供してくれ、
タンパク質-基質複合体
形成の本質的な理解にいたる決定的な情報を与えてくれ、

創薬における新しい基質探索の最も理に適った手法と言え
る、
と結んだ。研究会では、
これ以外にも、大型単結晶育成法
について、水和構造の詳細についてなど、中性子構造生物学
にとって重要な話題が数多く提供された。
研究会終了後、希望者（６名）
はJ-PARC見学を行った。
２
日にわたり、大変充実した研究会であった。
最後に、研究会の準備をして頂いた茨城大学フロンティア
応用原子科学研究センターの方々、新世代研究所(ATI)ス
タッフの皆様に感謝申し上げます。
===================================
中性子構造生物学研究会
===================================
日時：平成22年1月 26日
（火） 14:20〜20:00
平成22年1月 27日
（水） 9:30〜17:00
場所：いばらき量子ビーム研究センター、茨城大学
F センター会議室（C303）
◆◆◆
26 January（Tue.）14：20〜20：00 ◆◆◆
̶ N. Niimura（Ibaraki Univ.）̶
14:20-14:50 「General view of iBIX 」
I.Tanaka （Ibaraki Univ.）
14:50-15:20 「Current status of iBIX 」
K.Kusaka（Ibaraki Univ.）
15:20-15:50 「A new 2D scintillator detector
system and operation software for iBIX」
T.Hosoya（Ibaraki Univ.）
15:50-16:20 「Data reduction software for iBIX」
T.Ohara（JAEA）
16:20̶16:50「Optics and several accessories of
iBIX」
K.Kurihara（JAEA）
16:50-17:00

Coffee break （10 min.）

̶Y.Hata (Kyoto Univ.)̶
17：00-17：30 「Neutron protein crystallography in
JAEA 」
T.Tamada(JAEA)
17：30-18：00 「Molecular Structures and Functions
of Human Peptidylarginine Deiminase
Isozymes」
H.Takahara（Ibaraki Univ.）

9:30-10:00 「Protein crystallization for a large
single crystal based on phase diagram 」
Y. Ohnishi（Ibaraki Univ.）
10:00-10:30 「Protein Crystallization by Solution
Flow Control」
H.Matsumura（Osaka Univ.）
10:30-11:00 「Neutron protein crystallography in
Ibaraki University 」
T.Yamada（Ibaraki Univ.）
11:00-11:20
「Hydration structure around
nucleotides」
Y.Sugawara（Kitasato Univ.）
11:20-12:15 Lunch (Lunch Box will be distributed
̶（N.Niimura）12:15-13:15 「Versatile or nasty, but clearly
ubiquitous: Water as a partner in
protein-ligand interactions」
Gerhard Klebe（Philipps-Univ. Marburg）
13:15-13:45「Hydration analysis of polyelectrolytes
and proteins under enzyme reaction by
dielectric relaxation spectroscopy.」
M.Suzuki（Tohoku Univ.）
13:45-14:00

Coffee Break (15 min)

＿I.Tanaka (Ibaraki U.)
14:00-14:30 「Empirical distribution function of
hydration water molecules around polar
protein atoms and the application to
predict hydration structures of proteins」
D.Matsuoka、M.Nakasako （Keio Univ.）
14:30-15:00 「Hydration of Biomacromolecules:
Protein and DNA」
T.Chatake（Kyoto Univ.）

18：30-20：00 A get-together meeting

15:00-15:30
Discussion and summary
(S.Ikemizu, K.Chiba, M.Sakurai, C.Sasaki )

◆◆◆
27 January（Wed.）9:30〜17:00 ◆◆◆
̶ （K.Takano (Osaka Univ.)）̶

16:00-17:00
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