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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121回運営委員会：平成21年度決算、平成22年度予算
開催期間平成22年6月10日~7月6日
討議内容：委員長より平成21年度決算（案）及び平成22
年度予算（案）が詳しい説明と共に提出され、審議の結果
原案通り承認され、運営委員会案として総会にかけること
が承認された。
本案に対する電子メールによる総会が7月6日〜7月12日
に開催され、承認された。
・第122回運営委員会：ISDSB2010予稿集経費
開催期間：平成22年6月22日〜6月25日
討議内容：ISDSB2010はパリ現地実行委員会と共同開
催であるため、講演予稿集も169委員会で支払う事が審
議され、
了承された。
またISDSB2010に出席出来なかった
委員全人に予稿集を配ることも了承された。
・第123回運営委員会：第33回研究会
開催期間：平成22年9月2日〜9月8日
討議内容：上村みどり研究会担当委員会委員長より第33
回研究会プログラム
（案）が提出され、審議の結果原案通
り承認された。
尚、
「予稿集に創薬との関係も記載して欲し
い」
とのコメントが出された。

＜ISDSB2013実行委員会報告＞

ISDSB2013実行委員長

山根

隆

第124運営委員会でISDSB2013の実行委員長に推薦い
ただき、10月8日に回折構造生物169委員会の皆様へのアン
ケートで、
ご承認いただきました。
皆様ご存知のように回折構造生物学というキーワードは
当169委員会が提唱し、
Ｘ線、
中性子、電子線を用い、主に回
折手法による構造生物学研究の重要性を世界に示してまい
りました。
その端緒が2003年に筑波で当169委員会の主催
により開催された International
Symposium
on
Diffraction Strucutral Biology 2003(ISDSB2003、実
行委員長 神谷信夫委員)でしたが、国内外の研究者から
「多様な手法・方法論を包括した小規模な国際シンポジウム
であるが、
これまでにないシンポジウムでありぜひ継続してほ
しい」
との要望が出されました。
これを受け、169委員会として
「Ｘ線、中性子、電子線に関する構造生物」
という基本原則に
立った国際シンポジウム、ISDSB2007(東京、実行委員長
山根隆委員)、ISDSB2010 (Paris, Steering Committee
R. Furme)を主催してきました。ISDSB2010のSteering
Committeeから169委員会の安岡則武委員
（ISDSB2010
国内委員会委員長）
と山根に次回は2013年に日本で開催し
ていただきたいとの要望が出され、169委員会の運営委員会
で検討が進められました。
その結果、ISDSB2013として日本
で開催することが了承され、準備期間が短いことから実行委
員長経験者ということで、私がISDSB2013の実行委員長を
勤めさせていただくことになりました。

回折構造生物第169委員会第125回運営委員会（2010
年10月12日―11月12日開催）
で、私を含め、以下の1５名の
ISDSB2013実行委員会委員
（敬称略）
が承認されました。
足立伸一、上村みどり、神谷信夫、川上善之、坂部知平、菅原
洋子、杉尾成俊、田中伊知朗、田仲広明、中川敦史、永山国
昭、新村信雄、宮澤敦夫、安岡則武、
（山根隆）
現在までに3回の実行委員会（メール審議）
を開催していま
す。
第1回ISDSB2013実行委員会（2010年11月12日―11
月21日開催）
で、
1)ISDSB2013を5月26日(日)から6月1日(土)の週に開催す
る方向で審議を進める事、
2)ISDSB2013を中部あるいは関西地区で開催する方向で
審議を進める事、
3)新たに、10名程度のISDSB2013実行委員を選任する事
になりました。
第2回ISDSB2013実行委員会（2010年11月22日―12
月6日）
で、新たに裏出良博、曽我部智、難波啓一の3氏に
ISDSB2013実行委員に就任して頂きました。
第3回実行委員会（2010年12月6日―14日）
では、開催
場所の検討と、新たに加えるべきISDSB2013実行委員の推
薦を行いました。
ISDSB2013の開催に向けての準備はまだ始まったばかり
です。169委員会の委員の皆様に、準備にあたりご協力をお
願いすることも多々あろうかと思いますが、
その節にはよろし
くお願い申し上げます。

＜第5回「量子ビーム融合化利用研究」
に関する先
導的研究委員会・専門委員会合同委員会＞
石山新太郎小委員会委員長

（Ⅰ）
日 時： 平成22年12月15日
（水）
（Ⅱ）場 所：JAEAシステム計算科学センターF7 大会議室
第1+2
（Ⅲ）出席者：坂部副委員長、石山幹事長ら13名ならびに専
門委員会委員12名（総勢25名）
（ⅳ）議 事
幹事会
： 13：00〜14：00
合同委員会： 14：30〜17：30
（１）講演（14：30〜15：00）
「テラヘルツレーザーの発生と融合化研究への応用」
出原敏孝教授（福井大）
（資5-1）
（２）報告事項（石山） 15：00〜15：30
・新領域研究のまとめ
（資料5-2）
・様式S-1-19の作成について
（資5-3-1,2）
（３）審議事項（15：30〜17：00）
（ア）
クロス・カップリング研究について
・領域内クロスカップリング研究について
（資5-4-1、-2）
・領域外クロスカップリング研究（公募研究）について
（資
5-5）
（イ）J-PARCへのビームライン提案について
（資5-6）
（４）
その他（資料5-7）（17：00〜17：30）
（ⅴ）議事概要
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< 研究支援製品紹介 >
結晶解析電子密度へのリガンド自動フィッティング
・プログラム
AFITT 2.0.1
OpenEye Scientific Software社

OpenEye Scientific Software社は、1997年に米国ニュー
メキシコ州サンタフェに設立されて以来、創薬業界に貢献す
る大規模な分子モデリング用アプリケーションとツールキット
の先駆的な研究開発を行なっています。
「分子間相互作用は
立体形状と静電ポテンシャルに支配される」
という理論に基
づき、高精度計算に拘った製品開発を続けています。
また顧客
の研究支援に重点をおき、学術機関の研究に関しては無償で
製品提供しています。

図2：AFITT作業ワークフロー
OpenEye社では、RCSBに登録されている蛋白質・リガ
ンド複合体構造をAFITTによって再評価し、高精度の複合
体構造のみからなるデータベース
「Iridium」
を作成していま
す。Iridiumは、
ドッキングやスコアリングなどの分子化学計
算技術の評価・改善、及び蛋白質・リガンド複合体構造に関
する知識の充実に大いに貢献することが期待されています。

図1：OpenEye社の製品群
AFITTは、構造歪みエネルギーを最小に保ったままリガン
ドを電子密度にフィッティングさせるソフトウェアで、実空間で
の
「完全自動フィッティング」
が可能な業界唯一の製品です。
「
コンフォマー作成」
「形状ポテンシャル計算」
「高精度の低分子
力場を用いた構造最適化」
「可視化」
といった技術の組み合わ
せにより完全自動フィッティングが可能となりました。適切な
コンフォマーを見つけ電子密度にフィッティングした後、
力場
と形状ポテンシャルを組み合せ、断熱的な最適化によりフィッ
ティングの微調整を実施します。通常１分以内に、低エネルギ
ーリガンド構造を電子密度にフィッティングします。
AFITTは、GUIとコマンドラインの両方で使用可能です。
GUIを用いると、
自動リガンド・フィッティングやMMFF94力
場を使用したリファインメント辞書の作成をインタラクティブ
に行なえます。
ハイスループット結晶解析の際のインテグレー
ションと自動化においては、
コマンドラインが力を発揮します。
さらに、共有結合自動検知機能、Coot とのインターフェース
も搭載されています。柔軟な分子（回転可能結合数が20個以
下）
や低解像度の分子（解像度が3.5 Å以下）
の取り扱いも可
能です。

図3：AFITTの操作画面。複数の結果が順位づけられていま
す。
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ISDSB2010のプロシーディング、Journal of
Synchrotron Radiation 2011年1月号の発行に
ついてのご報告
ISDSB2010実行委員長 （国内）

安岡則武

2010年5月25日から28日にパリ南大学および放射光施
設ソレイユで開催されました第3回回折構造生物国際シンポ
ジウムのプロシーディングがJournal of Synchrotron
Radiation の2011年1月号として発行されました。
すでに学
術振興会から、委員のみなさんのお手元に届けられていること
と存じます。
表紙をご覧ください。中央にノーベル講演で扱われたリボ
ソームの構造を配置して、周囲にX線小角散乱、中性子回折、
電子顕微鏡による成果が図示されています。
コラージュという
のでしょうか、ISDSB2010で扱われた各分野をシンボル的に
表す研究成果を図案化しています。
それぞれの図を提供してく
ださった方々のお名前は表紙の裏に紹介されています。
ウイッ
トに富んだ表紙になっていまして、
お楽しみいただけると存じ
ます。
巻頭に実行委員会によるメッセージが掲載されています。
学術振興会産学協力研究委員会169委員会が発案して国際
会議を組織し、
その3回めであり、
日本の外で最初に開催され
た会議であることが紹介されています。
Diffraction
Structural Biology という分野が国際的に認知されたこと
になろうと存じます。
会期の前後に投稿された論文をそれぞれに査読者をお願
いし、2010年10月はじめに編集作業を終えました。採用され
た論文数は21報で、ページ数は91です。国内から8報、国外
21報です。2003年、2007年にくらべ論文数はすこし減りま
した。
とくに、招待講演者からの論文が少なかったな、
と思いま
す。今後もこのかたちでプロシーディングを発行するとすれ
ば、検討課題のひとつであります。
巻 頭 の メッ セ ー ジ に 引 用 さ れ て い ること で す が 、
http://www.synchrotron-soleil.fr/Presse/Videos/ISD
SB2010のウェブサイトにアクセスしてぜひ動画をごらんくだ
さるようお願いします。初日のウエルカムパーティと同時進行
で、
プレスに対する会見が行われました。
その模様の一部が収
録されています。Roger Fourmeがこの会議の意義を発信す
る目的で、
メディアやジャーナリストを招待して行ったもので
す。招待講演者がひな壇に並び、
それぞれが自己の研究とその
社会的な意義を述べて、
そのあとお互いに話し合うというスタ
イルでした。
これを企画したRogerとしては放射光施設を活
用するなどの基礎研究の意義をメディアを通じて発信したい、
ということを狙っていたと想像しています。動画に登場するの
はRogerのほか、Venki、Tom、Johnなどですが、
山根先生も
ちらっと写っています。
フランス語がほとんどですが、Venkiさ
んたちはちゃんと英語を喋ってくれますので、ぜひご覧くださ
い。
Rogerがこの会議によって推進したいと考えていたことの
もうひとつは日仏科学交流の輪を広げたいということでした。
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そのためにも、駐仏日本大使の臨席をお願いしたい、
との要
請があり、坂部委員長が学術振興会に対して強く働きかけら
れました。その努力が実って最終的には特命全権公使の高
原寿一氏が随員を伴って開会式に出席してくださり、祝辞を
述べられました。
このように日仏親善の面でも多大の貢献を
いたしました。
パリの会議に出席されたみなさん、論文を投稿
してくださったみなさん、
そして、論文の査読にご協力くださっ
たみなさんに、厚くお礼申し上げます。

<２ページから>
（１）講演について
出原先生（福井大）
からテラヘルツ光の原理とその応用研
究に関する講演をいただき、融合化研究を含め本技術の工
学分野、医学分野、素粒子分野への利用展望が開けつつあ
ることが認識された。
（２）報告事項について
石山幹事長より、新領域研究申請状況の説明とヒアリング
対策として様式S-1-19の執筆時の注意事項に関する報告
がなされた。様式執筆は１月から２月中旬での作業期間の設
定ならびに計画研究間のクロス・カップリング研究に関する
連携を今後強化し、
これに備える必要などが確認された。
（３）審議事項について
（ア）計画研究内・外クロス・カップリング研究について
クロス・カップリング研究について、特にA03のモックアップ
装置を利用した研究構造がまだ確立していなので、今後融合
化装置利用研究会を１〜２月中旬までに開催し、
この議論を
まとめることとなった。
また、計画研究外クロス・カップリング
研究（公募研究）
において上記（１）関連のテラヘルツ光と量
子ビームを融合化させたがん治療研究も含ませることを確認
した。
（イ）JPARCへのBL提案について
今後、BL07及び13を対象にNEXRAY-ⅠLM、
ⅡXRAY、
NEXSOR、NEXMUON各装置の申請のための研究会を開
催し、提案書をまとめていくとこが確認された。
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