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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。
・第116回運営委員会：カルナバイオサイエンス退会について
開催期間：平成21年6月3日〜22年2月1日
討議内容：H21年6月2日にカルナバイオサイエンスの委員
鳴海有剛委員から経費節減ため退会の検討に入ったとの連
絡を受けた。
その後退会を留まるよう交渉し鳴海委員も残れ
るように頑張ってくれたが、遂に
「退会願」
が提出され、承認さ
れた。
・第117回運営委員会：先導的研究開発委員会承認の報告
開催期間：平成22年2月15日
報告内容：平成21年6月8日に第103回運営委員会で承
認された
「量子ビーム融合化研究領域専門委員会」
を学振の
先導的研究開発委員会として申請し、平成22年2月3日にヒ
ヤリングが有り、学振の承認が得られた。
この委員会の正式
名称は
「量子ビーム融合化利用研究」
に関する先導的研究開
発委員会である。尚、第169委員会から併任としてこの委員
会に平成22年度派遣する委員は次の通りである（敬称省
略）。
学界委員；石山新太郎（JAEA）,坂部知平（KEK）、永山國
昭（岡崎統合バイオサイエンスセンター）、新村信雄（茨城
大）、及び第169委員会の量子ビーム融合化研究領域専門小
委員会のチームリーダーである小島謙一 （横浜創英短期
大）、産業界委員；安達宏昭（(株)創晶）、伊藤秀一郎（第一三
共（株））、岩槻正志（日本電子（株））、上村みどり
（帝人ファー
マ(株)）、川上善之（エーザイ(株)）、杉尾成俊(三菱化学
((株))、長谷川雅之（神津精機(株)）。
更に、
この委員会の参画委員
（旅費等全ての費用は第169
委員会持ち）
として第169委員会量子ビーム融合化研究領域
専門小委員会のチームリーダーから次の2名を派遣；
神谷信夫（大阪市立大）、
山根隆（名大名誉教授）。
・第118回運営委員会：2:1の抱き合わせ入会
開催期間：平成22年2月19日〜2月26日
討議内容：永山國昭氏（学）、石山新太郎（学）が岩槻正志
（産）
との抱き合わせ入会が可能か否かの審議を行った。永山
國昭氏は第一期に本委員会の委員であった事、及び今回日
本電子の岩槻正志氏を委員に推薦して下さった事を考慮し、
委員にご復帰戴き、石山新太郎氏と岩槻正志氏との抱き合
わせとで入会が承認され、
また上記3者も了承して下さり4月
1日付けで入会された。
・第119回運営委員会：平成21年度活動状況報告
開催期間：平静2年6月19日~7月6日
討議内容：平成21年度活動状況報（案）
を委員長が作成
し、若干の修正後承認された。
・第120回運営委員会：ISDSB2010報告と討議
議長：山根隆副委員長

開催期間：平成22年7月13日〜7月20日
討議内容：山根副委員長が中心になって12名の委員の協
力を得てISDSB2010のセッションレポートを纏め、
プログラ
ムと共に169委員会のホームページに掲載する事、及び山根
副委員長が記載した
「ISDSB2010の総括」が審議され、全
て了承された。
＜ISDSB2010に参加して＞

エーザイ 川上善之

初日の5月25日は朝から雨模様でOrsay駅に郊外鉄道
RERで到着したときにぱらぱらと降ってきた。電車を降りて
みると偶然にも日本からの参加者が6−7名一緒になった。見
てもよく分からない地図を頼りにしないで案内板を探して会
場に行こうとしたが、
そこにあった案内板は全く別のものだっ
た。仕方なく皆で地図（嗅覚？）
を頼りに行動した。我々が主
催したら案内板などもきちんと用意するだろうになあと思い
つつ、会場の方向と思われる道を行った。会場案内がないな
んて不親切だとは思ったが、反面ではおおらかだなと何だか
ほっとした。
何とか会場に辿り着くと名簿と演題の記載漏れが見つか
り、大慌ての参加者が出てきた。
うまく学会が進行するのかど
うか心配になったが、Venkiさんによるノーベル賞講演でそ
の心配はなくなった。2009年のノーベル化学賞にISDSBに
関係深い仲間が3名も同時受賞したなんて、
こんなすごい研
究会に所属しているのかとあらためて感激した。
夕方のウェルカムパーティは場所を移して放射光施設
Soleilにて行われた。
この時はフランスの空も我々を歓迎して
くれて、
ウェルカムシャワーをたっぷり浴びた。
さすがにフラン
ス、
オードブルもなかなか洒落ていてワインとよく合っており、
参加者たちの会話も弾んだ。
26日は私の担当セッションDrug Designがあり、演者た
ちの研究発表を楽しんだ。
その後の昼食は大学の食堂で食べ
たが、
これが大学の食堂で出される食事なのかと驚くくらい
のおいしさであった。学生たちが昼食を楽しんでいるのをみる
と、食文化ではフランスをしのぐと思われる日本でもこれくら
いしていいんじゃないかと思わずにはいられなかった。
その日の夜はバンケットとしてセーヌ河船上ディナーパー
ティがあり、相原先生も駆けつけて大変にぎやかなものとな
った。
フランスワインを堪能できたし、船から眺めるパリの夜
景はすばらしく恋人と来れたら何とロマンティックだろうと想
像していた。船内では店の専属カメラウーマンが各テーブル
を回って写真を撮ってくれたが、仲間のおじさんたちと一緒に
写った写真にもかかわらずつい買ってしまったほど楽しめた
気がする。
27日にはSoleilの施設見学をしたが、雑然としたPFを見
慣れたものにとってはすっきりと収まっている施設が妙に新
鮮に映った。
ただ単に実験をする場所というよりも、安全や働
く人間にも配慮した思想が見えた気がした。
坂部先生ご夫妻が見えなかったのは私だけでなく参加者
一同非常に残念に思ったことだろう。
しかし、山根先生が最
後をきちんと締めていただき、
日本学術振興会回折構造生物
第169委員会の国際会議であるという位置づけが再確認で
きた。次回は日本で開催が決まり、パリ以上の盛り上がりを
期待したい。

量子ビーム融合化利用に関する先導的研究開発委員会に関
する活動状況
第169委員会委員兼量子ビーム融合化利用に
関する先導的研究開発委員会幹事長 石山新太郎
本委員会は、今年の４月から日本学術振興会の先導的研究
開発委員会として発足し、現在までに三回の委員会を開催し
た。
本委員会の目指すところは、中性子線、X線、電子線、放射
光、
レーザー等の量子ビームを融合化するための新しい計測
技術の確立と融合化により拓かれる新研究領域（量子ビーム
融合化研究領域）
の創生であり、
その具体的検討内容は下記
の通りである。
1.J-PARC中性子利用施設と他の量子ビームを利用した同時
計測、或いは同一サンプル同一装置を使って線源を替えて
の交互測定（＝量子ビーム融合化研究）
の意義と可能性の
検討
2.上記量子ビーム融合化研究用光学系を含む光源及び計測
機器の仕様検討
3.J-PARC施設を利用した予備試験研究計画の立案と実施
4.量子ビーム融合化研究領域研究用ビームライン建設のため
の予算申請方策の検討
5.産業利用への検討
本委員会の運営は、幹事会（神山崇委員長、坂部知平副委
員長（ 1 6 9 ）、二 瓶 好 正 顧 問（ 1 4 1 ）、石山新 太 郎 幹 事 長
（169）、寺井隆幸幹事（117）、幾田信生幹事（120）、
中平敦
幹事（124）、井形直弘幹事（133）、竹山雅夫幹事（123）、村
田純教幹事（123）、杉尾成俊幹事（169）、東司幹事、註：括
弧内は委員会番号）
においてその基本案を作成・検討し、本委
員会委員総会においてその審議決定を行っている。本委員会
の特徴はその対象研究領域の幅の広さにある。 現在、上記
1.に関して蛋白質から耐熱金属まで含めた７つ以上のナンバ
リング委員会が参画し、現在、量子ビーム融合化研究領域に
おける研究開発ニーズ調査と分析作業を進めているが、本委
員会で検討している複合ビームによる同時計測に対するニー
ズは、
当参画委員会の他、
さまざまな団体の参加が想定され、
今後年を追って急速に参加人数や団体が増加してゆく模様を
呈しており、
その潜在的ニーズをさらに拡大してゆくものと考
えられる。 上記２．
の研究ニーズに基づき、各種量子ビーム
を組み合わせた融合化装置に関する概念検討が開始された。
検討は、関連技術・知見を有する委員から構成されたグルー
プ制となっており、例えば中性子と放射光を融合化した装置
（NEXSOR：NEtron X SOR）
や、中性子とX線の融合化
装置（NEXRAY）などの基本仕様の検討ならびに、
この基本
仕様に対する追加事項調査を各参画委員会に対して実施し
ている状況である。
この他、
ミュオンと中性子の融合化やミュ
オンとフォトンの融合化顕微鏡等の議論が活発に行われてい
る。 上記３．
については、現在各参画委員会から提案の融合
化課題研究を進めるため、
中性子源（J-PARC及びJRR-3）及
び放射光（SPring-8、PF）
を個別に利用した共同実験を実施
しており、例えばJRR-3を利用した実験にはすでに当該委員
会から提案した７課題の実験が採択され、
そのための準備を
進めているところである。
中でも、参画委員会の耐熱金属材料
123委員会からの提案課題については、
すでに同一試料にお

けるJRR-3により中性子データならびにSPring-8より放射
光データを取得したカースなどがある。 上記４．について
は、
当該委員会として来年度科研費「新学術領域研究」
へ共
同申請を決定し、現在そのための申請スキームの議論を進
めているところであり、上記１．に関連し、他ナンバリング委
員会からの逆提案などもあり、学振における委員会制組織
の横方向への融合化展開が図られつつある。 上記５．
の産
業利用への検討については、上記１．の融合化課題研究の
着実な推進によって、製薬から繊維・鉄鋼材料等極めて広範
な分野へのその開発研究便益が期待されるとともに、融合
化のための装置のコンパクト化・高性能化を狙った新たな新
産業創生の可能性ができてくるものと期待される。
第３回量子ビーム融合化研究に関する先導的研究開発委
員会議事録
１．
日 時： 平成22年9月30日
（木）
２．場 所 （予定）
：JAEAシステム計算科学センターF7
大会議室第1+2
３．
メンバー：神山委員長、坂部副委員長、石山幹事長ら先
導的研究開発委員会委員
（16名）+専門委員会委員
（10
名）
４．議 事
１）幹事会：13：00〜14：00
石山幹事長から科研費「新学術領域研究」公募に申請す
る際の注意事項ならびに
「量子ビーム融合化科学」
として申
請する際の全体的な準備状況ならびに申請スキームに関す
る提案が行われ、
了承された。
２）合同委員会： 14：30〜17：30
①講演14：30〜15：30
ⅰ．
自由電子レーザー（XFEL）
と大型放射光研究の最新動
向
水木委員から、
自由電子レーザーと大型放射光の最新動
向に関する報告とともに、
これらの融合化の可能性に関する
提案がなされた。
ⅱ．An Electron-Photon Hybrid Microscope for
Real-time Correlative Microscopy
永山委員から光―電子ハイブリッド顕微鏡の開発状況の
報告とともに、
イメージング技術において光−電子等融合化
技術の新しい提案がなされた。
②審議事項 15：30〜17：00
石山幹事長からH23年度文科省「新学術領域研究」公募
要領概要説明が行われ、
申請方法ならびに経費使用等の注
意事項等の説明が行われた。
・量子ビーム融合化研究領域に於ける申請課題整理及び申
請スキームの検討がなされた。
・石山幹事長から申請内容に関する準備状況及び今後の進
め方に関する報告・提案された。
・全体構成；総括班X00及び研究項目をA０１〜０３とし、各
研究項目で提案された計画研究について、現状の取りま
とめ案が了承された。
・今後の進め方について検討が行われた

ISDSB2010の総括

第169委員会副委員長 山根

隆

第1回、第2回を日本で行い，第3回を始めて海外で主催し
たので、
比較ができた。開催までの情報の遅れや少なさから、
開催前に心配していた現地でのトラブルも少なく、
バンケット
も含め非常に良かったという印象で終了できた。
世界各国から広く参加者があり
（参加国数は18）、国内で
はなかなか話を聞くこともできない各分野のエキスパート/第
１線の研究者による講演を聞くことができ非常に良かった。
高名な講演者等は、
やはり、
ヨーロッパで開催したから、参加
してくれたということもあろう。内容は、
アンパブリッシュのデ
ータも含めて、非常に高いレベルで、小角散乱や、
クライオ電
顕を併用して生体内での構造に合致した構造をなんとしても
求めようとする熱意が感じられた。
回折構造生物学というキーワードに対し、X線回折だけに
留まらず、放射光、
中性子回折、小角散乱、X線トモグラフィー
といった多様な手法を駆使した発表がなされ、世界の潮流を
感じることができた。特にトモグラフィーは、第2回では1講演
に過ぎなかったものが、第3回では１セッションとなり、急速
に発展している分野の最前線を学ぶことが出来た。
このよう
な学会は他に例がなく、我々の今後の研究における展開を考
える上で、貴重な機会であった。
以上のことは、講演者は当然であるが参加者もハイレベル
であり、多様な方法論を包括したISDSBのような小規模なシ
ンポジウムだから可能だったと思われる。
ただ、
日本からの参
加者が討論に参加するケースが少なく、
ややさびしい印象で
あった。
今後ISDSBを継続して開催する上で留意したいことをまと
めると、
１）期間は3.5日で、
パラレルセッションにしないことは堅持し
たい。
２）
日本でのこれまでの開催はタイト過ぎたのではないか。次
回はプログラムに余裕を持たせたい。
３）企業展示の場所が離れていて、時間も短かったので、企業
展示各社はあまりメリットがなかったと思われた。企業展
示場所は離さない方が良い。
４）同様、
ポスター展示（Ｉ）
の場所が離れていたが、
やはり離
れていない方が良い。
５）SOLEILの見学は好評だったが、
これに相当することを考
える必要があるかもしれない。
６）
日本の参加者が討論に参加するために、講演者に前もっ
てやや詳細なレジメ、
あるいは支障のない範囲の発表スラ
イドをPDFファイルで提出してもらい、予め配布することも
課題である。
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７）今回、会場にISDSB2010の本部といえるものがなく、現
地での登録・ポスターなどの受付ミス
（日本の参加者の関
係で少なくとも3件）への対応が不十分であった。
また、
Ｐ
Ｃのデータの印刷にも苦労した。第1回、第2回と同様講演
会 場 の 近くに 本 部 を 設 置 することは 必 要 で ある 。
参考データ
ISDSB2007：参加国数12、参加者数281（国外50）、
ポ
スター99。
ISDSB2010：参加国数18、参加者数201＋α(日本から
の参加者数は40＋αで、全参加者の20％強)、
ポスターは64
＋α
尚 、詳 細 な レ ポ ー ト は 1 6 9 委 員 会 ホ ー ム ペ ー ジ
h t t p : / / w w w . s b s p . j p / s b d t / をご 参 照 下さい 。
日本学術振興会
回折構造生物第１６９委員会
第３３回研究会プログラム
１．
日
２．場

時：平成２２年１１月２４日
（水）
所：ゆうぽうと 6階 菖蒲の間
東京都品川区８−４−１３ 電話：03-3490-5111
東急池上線「大崎広小路駅」徒歩約1分
都営地下鉄・JR「五反田駅」西口徒歩約5分
JR「大崎駅」西口徒歩約7分
http://www.u-port.jp/
３．研 究 会
１）13:00 − 14:00
司会 渡邉 信久
中性子非弾性散乱法による水和したタンパク質の動的構
造解析
（独）
日本原子力研究開発機構
中川
洋 博士
２）14:00 ー15:00
司会 津下 英明
アクチンの構造とダイナミックス
理研放射光科学総合研究センター
小田 俊郎 博士
３）

休憩 １５：００−１５：３０

４）15:30-17:00

司会 中川 敦史
Ｘ線小角散乱と天然変性タンパク質：タンパク質の動的構
造解析の新しいパラダイム
横浜市立大学
佐藤
衛 博士

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。
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