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Ⅰ．
回折構造生物国際シンポジウム
（ISDSB）
の歴史
ISDSB2013は平成25年5月26〜29日の4日間の会期で、
名古屋市中小企業振興会館（吹き上げホール）
において開催さ
れた。主催は日本学術振興会産学協力研究委員会回折構造生
物第169委員会、共催は 公益財団法人 国際科学振興財団、協
賛は日本結晶学会，
日本放射光学会，
日本電子顕微鏡学会，
日
本中性子科学会，
日本生化学会，
日本薬学会，
日本生物物理学
会，蛋白質科学会、放射光科学研究施設、高輝度光科学研究セ
ンターの10の関連学会等の協力を得て実施された。
回折構造生物学というキーワードは169委員会が提唱し、主
にＸ線、中性子、電子線等の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きた。 その端緒が2003年に筑波で169
委員会の主催により開催された International Symposium
on Diffraction Structural Biology 2003 (ISDSB2003)
で、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
であるがこれまでにない国際シンポジウム」
と高く評価され、第
２回の国際シンポジウム、 ISDSB2007（東京）、
の主催につな
がった。国際諮問委員から日本国外での開催が打診され、
「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
第３回回折構造生物国際シンポジウム
（ISDSB2010, パリ）
を
169委員会と現地委員会との共同主催で実施した。
タンパク質
の構造解析の最前線と共に、
回折構造生物学の意義を広く紹介
したISDSB2010の開催により、国際シンポジウムとしての地位
が一段と高まり内容も充実した。
Ⅱ．ISDSB2013の概要
１．時代に相応した分野の拡大
169委員会の主要テーマは、生命現象を司る分子機械の作用
機構をその立体構造を通して明らかにし、創薬などにつなげるこ
とである。医療や創薬に関係する核酸―タンパク質複合体に見
られる特異性の認識やシグナル伝達機構の構造的理解のため
には、回折手法に限定せずあらゆる手法を駆使しての構造解析
が必要となっている。近年Spring-8に隣接して建設された
SACLAが0.65AＸ線の発信に成功する等、 XFEL (X-ray
Free Electron Lasers)やJ-PARC等強力なパルス中性子施
設が世界各所に建設され利用できるようになった。
このような研
究環境の急激な進展に対応するため、
当シンポジウムの継続的
開催が強く要望された。其れを受けて第169委員会で検討を進
めた結果ISDSB2013を日本で開催するに至った。
本シンポジウムの内容は、22名のISDSB2013実行委員と
18名の国際諮問委員（内4名は実行委員兼務者：委員Prof.
Roger Fourmeは2012年12月に急逝された）
とで緊密に討論
を行い、
「アカデミックな研究者と産業界の研究者のインター
フェースであるとともに、回折手法と異分野の研究手法のイン
ターフェースとなり未開拓の分野を切り開く」
ものとして位置付
けることにした。
そのために、中心技術としての回折現象（Ｘ線、
中性子線、電子線）
に立脚した構造解析に加え、散乱、
トモグラ
フィー、
イメージング、ダイナミクスなど構造生物学分野の発展
を促す新規手法や技術に関して国際的に最高のレベルの研究

者を集め、生命現象の理解から医療、創薬、産業への応用に
いたる幅広い分野に関する諸問題を集中的に議論できるよ
う配慮した。
２．参加者内訳及び参加国数及び学生援助
5月24日までの、事前参加登録者数は191名、
ポスター発
表件数は79であり、当日登録者を加えると参加者が220名
を超えることが期待された。
しかしながら、期間中の当日登録
者数は16名に留まり、最終的な参加者数は207名であった。
内訳は以下の通りである。招待者総数は49名（招待講演者
34（海外17、国内17）
；海外からの国際諮問委員5；座長10
（海外3、国内7）
となった。一般参加者数は、
アカデミック93、
企業48、学生17（海外3、国内14）
であった。招待券利用者
は44名であったが、
これは、13件の展示出展関係者、9件の
予稿集への広告企業関係者に加えて、多くの方が寄付等の
呼びかけに応じて下さった結果であり、
お礼申し上げたい。海
外からの国別参加者の詳細は、
アメリカ10、英国6、韓国4、
シンガポール3、
スイス3、
ドイツ3、台湾2、
フランス2、
インド
1、オーストラリア1、
カナダ1、
スエーデン1、
ナイジェリア1、
ポーランド1、
の計14カ国、39名であった。
アメリカ、韓国、
シ
ンガポールから参加した学生には、ISDSB2013実行委員会
としてStudent Supportを行った。
３．
ボランティア
会期当日は、公益財団法人名古屋観光コンベンション
ビューローの鈴木壽参事を通して、
「コンベンションボラン
ティアなごや」
から、受付係として延べ11名のボランティアを
派遣（26日
（4名）、27日
（3名）、28と29日
（2名））
して頂い
た。名古屋大学シンクロトロン光研究センターの渡邉信久教
授、理学研究科の本間道夫教授には、会場係としての学生ア
ルバイトをお世話頂いた。
また、ISDSB2013事務局として山
根恵利子が、26日、27日、受付で経理担当として協力した。
こ
れらのお蔭でシンポジウムの運営を順調に進めることができ
た。
４．2名のノーベル賞受賞者による講演（Nobel Talk）
ISDSBでは、学生・若手研究者への研究意識の高揚と奨
励を主目的に、毎回ノーベル賞受賞者の講演を企画してい
る。
Venkatraman Ramakrishnan博士及びAda Yonath
博士とともにribosomeの構造と機能の研究で2009年度の
ノーベル化学賞を受賞されたThomas Steitz教授（写真1）
にISDSB2013のノーベル講演をお願いした。
また、
プレナリー講演をお願いし受諾いただいていたBrian
Kobilka教授が、Gタンパク質共役型受容体（GPCR）
の研究
で2012年度のノ−ベル化学賞を受賞されたのでBrian
Kobilka教授（写真2）
にISDSB2013でのノーベル賞講演に
改めてお願いしたところ、ご快諾をいただいた。
このため、
ISDSB2013では、
ノーベル賞講演が２件、
プレナリー講演
が３件と非常に充実したものになった。
１）Thomas Steitz教授の紹介
Steitz教授は1966年にHarvard UniversityでPh-Dを
取得後、同大学、MRC Laboratory of Molecular
Biology で博士研究員、1970 年からはYale Universityで
研究され、Sterling Professor of Molecular Biophysics
and Biochemistry, Professor of Chemistry, および
Investigator, Howard Hughes Medical Instituteとし

写真１ ノーベル講演中のThomas Ｓｔｅｉｔｚ教授
て、現在も活発に活動されている。
Steitz教授は、
ウエルカムパーティ、バンケットに参加いた
だき、学生や若手研究者を奨励してくださった。
また3日半の
間、
ほぼシンポジウム会場で講演を聴かれていたので、招待講
演者にとっては良い意味で意欲や緊張感を与えられたのでは
ないかと想像している。
ポスター会場でも、
ポスター発表者と
討論している姿を拝見した。
お忙しい中ISDSB2013にご参加
いただき、
その成功に大きな寄与をしていただいたことに、深く
感謝する次第である。
２）Brian Kobilka教授の紹介
Kobilka教授は1955年5月30日(このISDSB2013の講演
会は誕生日の１日前に行われた) に、米国ミネソタ州リトル・
フォールズで生まれ、ミネソタ大学の生物・化学の学科を
1977年に卒業した。1981年にイェール大学医学研究科で
医学博士（Cum Laude）
の学位を取得し、
ワシントン大学医
学研究科、バーンズ病院で内科医としての研修を行った。
1984年から1987年まで博士研究員として、1987年から
1988年まで医学部のアソシエートとしてデューク大学医学セ
ンターで研究し、1988年からデューク大学医学センターの助
教（Assistant Professor）
に昇進した。
その後、1990年にス
タンフォード大学大学院医学研究科、医学、分子細胞生理学
の助教、1996年に准教授に昇進し、2000年からスタン
フォード大学大学院医学研究科、医学、分子細胞生理学の教
授となり、現在に至っている。
さらに、2009年からは、
スタン
フォード大学大学院医学研究科、分子細胞生理学科のチェ
アーを務めている。

写真2 ノーベル講演中のBrian Kobilka 教授

５．
プログラムに添った概要と概観
１）開会式
5月26日は開会式で始まった。座長はJohn Helliwell 教授
と安岡則武副実行委員長が務めた、
坂部知平169委員会委員長、山根隆実行委員長の歓迎の挨
拶の後、国際諮問委員のSe Won Suh 教授から祝辞を頂い
た。
２）Nobel Talk 1.
その後、直ちに講演会に移った。Thomas Steitz教授によ
るノーベル講演１
（写真１）
の座長はJohn Johnson教授で、
“From the structure and function of the ribosome
to new antibiotics”と題して行われた。
Steitz教授の講演は、理解しやすく楽しいものであった。
ス
ライドとスライドの間に比較的時間を置かれたので、聴衆に
とってはその間に頭を整理することができた。
また、音楽を効
果的に使われ、ribosomeの1部分がポップミュージックに合
わせてダイナミックに動いたり、外部から取り込まれた分子が
ribosomeの相互作用部位とワルツを踊ったりするシーンには
皆引きずり込まれていた。講演では、研究スタッフの愛情あふ
れる紹介も含めて、彼らのwonderful
jobと言いながら、
ribosome研究の5つの論点について研究を紹介された。
中で
も、
リボソームの解析を飛躍的に進展させた研究スタッフへの
コメントは印象的で、研究者の出会いのタイミングについて深
く考えさせられた。
（N. Ban, P. Nissen, J. Hansen, P.B.
Moore, & T.A. Steitz. The complete atomic structure
of the large ribosomal subunit at 2.4 Â resolution.
Science 2000, 289, 905-920.）
①How does ribosome catalyze peptide bond
formation?
ribosomeはDNAからRNAに
「転写」
された遺伝情報をタ
ンパク質へと
「翻訳」
する役割 を担うタンパク質の製造工場
で、
その活性部位のP-site,
A-siteとE-siteが存在する。
A-siteのaminoacyl-tRNAのアミノ基がP-siteの tRNAを求
核置換しペプチド結合を形成する peptidyl transferease
反応を、活性部位からexit tunnelまでの構造を基に説明され
た。各種の中間状態のモデルを動画で示されたが、簡単に
ribosome-model substrate複合体の結晶ができるわけで
はなく、研究者の技量に支えられた結果に、
ただただ感嘆する
だけであった。
②How does the elongation factor P (EFP) stimulate
the formation of the first peptide bond?
peptidyl transferase 基質類似体と結合した50Sサブユ
ニットではpeptidyl
transferase反応を可能にする
induced-fit が生じ、基質と活性部が大きく再配置することを
紹介された。
③hypernation factors stop protein synthesis
④the role of the ribosome modification factor
(RMF)
RMFと70S ribosomeの結合様式をX線と電子顕微鏡画
像とを重ね合わせ、RMFが結合すると、30Sサブユニットの1
部が大きく動き、ribosomeの2量体化を促進する界面が形
成されることが紹介された。のちの質問でも、ribosomeの2
量体化が何時起こるのかなどについて活発な討論が行われ、
ホットな話題のように思われた。 また、stress-operonであ

るYaeJ proteinが70S reibosomeに結合した構造から、
YaeJが機能を失ったribosomeを回復させる役割についての
推測について、2012年の研究成果が紹介された。(M.G.
Gagnon, S.V. Seetharaman, D. Bulkley, & T.A. Steitz.
Structural basis for the rescue of stalled ribosomes:
Crystal structure of YaeJ bound to the 70S ribosome.
Science 2012, 335, 1370-1372.)
⑤How does antibiotic bind ribosome?
最 後に、r i b o s o m eにある種の突 然 変 異が 生じると、
antibioticsが結合し易くなる、
あるいは結合しなくなる例が紹
介され、
耐性バクテリアに有効な新しいantibiotics drugの創
成についてコメントされた。
（山根隆）
３）
セッション１“Synchrotron radiation and free electron
lasers”
座長：足立伸一実行委員及びJohn Helliwell教授で、
海外2、
国内1名の招待講演が行われた。
Thomas Schneider博士 (EMBL Hamburg, Germany)
は、EMBL
beamlines
for
macromolecular
crystallography at PETRA IIIと題してご講演された。
ドイツ
の高エネルギー加速器施設DESYは、従来進めていた素粒子
核物理研究をほぼ停止し、
Photon Scienceの研究所として、
蓄積リングと自由電子レーザーを中心とした最新の放射光研
究を推進している。
中でも、
PETRA IIIは従来の電子・陽電子衝
突加速器であったPETRAを放射光蓄積リングとして改造し、
そ
の巨大な周長
（2304m）
を活かして2013年時点で世界最高の
低エミッタンス
（水平1.0nmrad）蓄積リングを実現している。
Schneider博士は、
PETRA IIIのすぐれたビーム特性を利用し
て、
欧州分子生物学研究所
（European Molecular Biology
Laboratory, EMBL）
がPETRA IIIに設置・運営している構造
生物学ビームラインの担当者であり、
ビームラインの装置性能と
最新の研究成果の詳細について発表した。
集光ミラーの出し入
れにより、
集光ビームと非集光ビームを簡単に切り替えることが
でき、
データ収集条件を自在にコントロールできるといったユ
ニークな特徴が紹介された。
次 の 講 演 者 は 北 海 道 大 学 の 西 野 吉 則 教 授 で あり、
Coherent imaging with X-ray free-electron lasersと題し
てご講演された。独自に開発した溶液試料用マイクロフルイ
ディックセルをコヒーレントX線回折実験に利用して、
常温溶液
中で生きたままの状態にある単一細胞試料にSACLAのコヒー
レントX線を照射することにより、生きたままの細胞1個のイ
メージングを行うための試みの現状について紹介された。
すで
に単一細胞からのコヒーレント回折像が得られて解析が進んで
おり、
今後の開発の進展が大いに期待される。
最後の講演者はThomas Irving教授 (Illinois Institute of
Technology, USA)であり、
Sub-millisecond solution
scattering at the BioCAT facility at the Advanced
Photon Sourceと題してご講演された。
Irving教授は、
X線溶
液小角散乱法の専門で、特に米国APSのビームライン18IDで
推進されている時間分解X線溶液小角散乱法の装置開発と利
用研究について講演された。連続フロー式のマイクロフルイ
ディック試料混合セルを使ってサブマイクロ秒オーダーの時間
分解能を実現していることなどを詳細に紹介された。
三つの講演とも最新の研究内容であるとともに、
現在の放射
光技術を最大限に活かした世界トップレベルの先端的な研究

内容をご紹介いただくことができ、非常に充実した内容のセッ
ションとなった。
（足立伸一）
４）
Welcome Party
ウエルカム・パーティには約170名が参加し、Steitz教授ら招
待講演者との歓談を楽しんでいただいた。
５）
Plenary Lecture 1
5月27日は、藤吉好則教授による電子線分野のプレナリー
講演1“Structural physiology of channels”が座長Leann
Tilley教授で開始された。
藤吉好則教授は、極低温電子顕微鏡を用いたチャネルタン
パク質の電子線結晶学構造解析について講演を行った。
タン
パク質の構造を電子顕微鏡を用いて高分解能で解析するため
には、
タンパク質の電子線損傷を軽減する必要がある。
藤吉好
則教授は、電子線損傷の温度依存性について調べ、電子線損
傷は試料温度を20Kにまで冷却すると室温の10分の1に軽減
できることを明らかにした。
1986年、
液体ヘリウムで試料を冷
却してステージ温度を4.2Kにして撮影することが可能な第一
世代の極低温電子顕微鏡を開発して以来、
クライオトランス
ファー装置の改良や、
電界放射型電子銃の搭載など、
現在まで
に全部で第七世代にまで至る極低温電子顕微鏡の開発を
行った。
最新の極低温電子顕微鏡は、
電子線トモグラフィーの
ための試料撮影が可能なステージ傾斜機構を備えている。
藤吉好則教授は、現在までに極低温電子顕微鏡を用いた
電子線結晶学により、種々のチャネルの原子分解能レベルで
の構造を明らかにしてきた。その例として、
まずニコチン性ア
セチルコリン受容体（nAChR）
の構造解析の結果が紹介され
た。nAChRはリガンド依存性カチオンチャネルで、
リガンドの
有 無により複 数の機 能 状 態をとることが 知られている。
nAChRのチューブ状結晶から、
リガンド非存在下でチャネル
が閉じた状態にある構造が明らかにされた。
その後、
チューブ
状結晶にリガンドであるアセチルコリンを噴霧してチャネルが
開いた状態のチューブ状結晶を作成し、
その構造解明を行っ
た。
これら2つの状態の構造から、
チャネル開閉時の膜貫通へ
リックスの動きを解析し、
リガンドが結合するαサブユニット
だけでなく、隣接したβサブユニットが、膜を貫通する孔の外
側へ押し広げられることによってチャネルが開くことを示し
た。
電 子 線 結 晶 構 造 解 析の他の例としてはアクアポリン
（AQP）が紹介された。AQPはヒトでは13種知られている水
チャネルで、
その中でもAQP1は赤血球から最初に発見され
た水チャネルである。AQP1の構造解析の結果から、2本の短
いヘリックスの末端同士が脂質二重膜内で接するという
AQPに特徴的な構造が明らかになった。続いて、
目のレンズ
ファイバーに存在するAQP0の構造が電子線結晶学としては
最高分解能である1.9オングストロームで解析された。
その結
果、AQP0内の水や脂質分子の配置が明らかになり、
チャネ
ル内部で一列に並んだ8つの水分子を観察することができ
た。
これらの構造から、一列に並んだ水分子間の水素結合の
切断によってAQP4の水の速い透過性と高い選択性を説明
することができた。
また、AQP4は視床下部のグリア細胞が層
状に重なった領域に多く局在しているが、
イムノゴールド法を
利用した組織の観察結果から、AQP4は格子状のアレイ構造
を形成し、弱い細胞接着分子として機能している可能性が示
された。

藤吉好則教授は、他にもギャップ結合を形成するコネキシン
や、
胃のプロトンポンプであるH+, K+-ATPaseなど、様々な重要
な膜タンパク質の構造解析に取り組んでおり、電子線結晶学の
有用性が示された。特にアクアポリンは中枢に多く存在し、意識
や感情といった高次機能にも関与すると考えられていることか
ら、講演後の会場からは、鬱病の創薬ターゲットとしての可能性
について尋ねられるなど、藤吉好則教授の解析対象が、臨床的
にも注目度の高い重要な膜タンパク質であることが再認識され
た。
（宮澤淳夫）
６）
セッション２“New methodology and instrumentation”
座長；中川敦史実行委員と姚閔教授で海外2、国内2名の招待
講演が行われた。
Randy Read(University of Cambride,UK)教授による
“Extending the limits of molecular replacement”では、
分子置換法の基礎的な原理から最新の理論と、
その理論を適用
してRead教授らのグループが開発しているPhaserを使った成
果 ま で を 分 か りや すく紹 介 さ れ た 。P h a s e r は 、L L G
(Log-Likelihood Gain)を指標とすることで、従来の分子置換
法では見つけられなかったノイズに埋もれた解を見つけることが
できる。
このことは、
あまり構造の似ていないモデル分子からの
分子置換を可能とし、分子置換法の成功率を上げるというだけ
でなく、Rosettaなどによりアミノ酸配列からモデリングでつく
られた
（あまり似ていない）
モデル構造からも正しい解が得られ
ることを意味しており、従来の分子置換法の常識を覆すような成
果を示された。
さらに，Phaserには，SAD法による位相決定も組
み込まれており、
１原子の分子置換と組み合わせたSAD法によ
る自動解析も紹介された。
二番目の講演は、George Sheldrick教授の下で学位を取得
し，
４月からRead教授のグループに異動した新進気鋭の若手研
究者であるAndrea Thorn (University of Cambride,UK)
博士により“Pushing the boundaries of phasing with
SHELXC/D/E"と題して、SHELXC/D/Eおよびその関連ソフト
ウェアの紹介が行われた。SHELXC/D/Eは、Sheldrick教授ら
による同形置換法／異常分散法のための強力な位相決定ソフト
ウェアである。最新版としSHELX̲2013が公開されたばかりで
あり、
それらの原理と実際の応用例がわかりやすく紹介された。
三番目の講演は、KEK-PFのLeonard Chavas (KEK,
Japan)博士による”New
methodologies
at
PF
AR-NW12A:implementation of high-pressureMX”で、高
エネルギー加速器研究機構，物質構造科学研究所、放射光実験
施設（KEK PF）
の蛋白質結晶構造解析ビームライン全般と、特
にAR-NW12AとDAC（Diamond Anvil Cell）
を利用した高圧
条件下での蛋白質結晶構造解析について紹介された。高圧条件
下で空間群が変わったり、分解能が向上したりといった興味深
い成果が報告された。
最後の坂部知平KEK名誉教授による”U-shape rotating
anticathode compact X-ray generator: 20 times
stronger than a commercially available X-ray source”
の講演では、現在開発中の新しいＸ線発生装置（U-shape
rotating anticathode compact X-ray generator：コの字
型回転対陰極Ｘ線発生装置）
の開発が紹介された。
この装置は、
従来の回転対陰極型強力Ｘ線発生装置の20倍以上の強度のＸ
線を取り出すことを目指して設計・開発が進められている。
これ
までのＸ線発生装置にはないアイデアで設計が進められており、
その成果が期待される講演であった。
（中川敦史）

７）
ランチョンセミナー
また、昼にはアジレント・テクノロジー社による昼食付セミ
ナーが開催された。参加者100名で準備していたため、10数
名が入れきれないほどの盛況振りであった。
８）
セッション３，
４ “Drug Design”
座長：Roderick Hubbard教授、加藤良平委員、半沢宏之
実行委員、上村みどり実行委員、
曽我部智実行委員、川上善
之実行委員で海外4、国内2名の招待講演が行われた。
Roderick Hubbard(York University & Vernalis, UK)
教授による講演、”Current
perspectives
in
fragment-based
drug
discovery”
では、
Fragment-based drug discovery (FBDD) の概要と彼
らが取り組んだ実績が紹介された。FBDDとは生化学的なス
クリーニングでは見つけることが難しい、分子量が小さく構
造的にシンプルな化合物（フラグメント）
をＸ線結晶構造解析
やNMR、表面プラズモン共鳴(SPR)などの物理化学的手法
によりスクリーニングし、有望なリード化合物に展開させる比
較的新しい創薬方法論である。見つかったフラグメントをど
のようにリード化合物に展開するか等について、創薬を専門
としない人でも理解しやすいように、
またセッションのその後
の発表の理解が深まるように工夫されたものであった。
（加藤
良平）
Gerhard Klebe (Marburg University, Germany)教
授 による 講 演 、” S t r u c t u r e - t h e r m o d y n a m i c s
correlation: a guideline for the optimization of
fragments to leads”では、FBDDのlibraryが通常よくいわ
れるrule of 5やrule of 3だけに固執しないようにデザイン
選択された364フラグメントを作成し、
これらをthiopepsin
に対して適用し異なる評価方法によるヒットフラグメントの違
いを説明された。
（上村みどり）
Miles Congreve(Heptares Therapeutics Limited,
UK) 博士による”Fragment and structure based drug
discovery for G protein-coupled receptors”では、G
protein-coupled receptor (GPCR) に対するFragment
and Structure Based Drug Designの取り組みが紹介さ
れた。彼らは化合物のデザインに際して、6つのパラメーター
（Ligand Efficiency、Lipophilic Ligand Efficiency、
Heavy Atom Count、Affinity、Selectivity、ClogP）
を指
標にして化合物の最適化をしており、化合物ごとにレーダー
チャートで示されていた。 具体例として、Adenosine A2A
receptor antagonist、Orexin receptor (OX1 and
OX2) antagonist、Muscarinic M1 receptor agonist
などが紹介された。
（曽我部智）
Tom
Davies(ASTEX,
UK)博士による”
Fragment-based drug discovery using X-ray
crystallography”ではＸ線を用いたFragment-based
drug discoveryに関する講演が行われた。 Astex は
F B D D の パイオニアとして 有 名 な 企 業 である 。H i g h
throughput のＸ線結晶解析をコア技術にＸ線でのフラグメ
ントスクリーニングからFBDDを展開、実際Kd が数mM程度
で他のスクリーニング手法では検出できない弱いフラグメン
トからも多くの成功事例を出している。
これまでの経験から
ヒットしたフラグメントの分布を見るとライブラリーの中でも
小さいフラグメントにヒットが多いことが見出された。具体的
なヒストグラムでは重原子数10-11に大きなピークがあるこ

なヒストグラムでは重原子数10-11に大きなピークがあること
から現在、
重原子数12、 分子量170 あたりの化合物をライブ
ラリーに増やすことを行っている。
Astexではhigh throughput のＸ線結晶解析がコアの技
術であり、
フラグメントの電子密度の解析も半自動で行ってい
る。
ソフト的にはdocking ソフトのGoldを改良し、
電子密度へ
のfitting や水素結合項を入れたスコアで判定している。
当初か
ら水素結合にウエイトをおいた電子密度解釈により意味あるフ
ラグメントの同定を目指している。最近では想定外の結合部位
に結合したフラグメントを見出すソフトの開発も行っている。
Astex 社内のこれまでのフラグメント結合したＸ線データを基
にフラグメントの結合しそうな部位を同定するソフトDigsiteを
開発した。
Digsite は一般的なポケット探索ソフトよりfocus さ
れた領域を同定できるという。
これまでの標的蛋白の約50%で
はsecondary の結合部位があり、
研究者の目視でＸ線データ
からsecondary site を探すのは大変労力を要するので、
今後
本手法を用いて効率的な新規フラグメントを探索可能になると
期待している。
（半沢宏之）
井上豪
（阪大）
教授による”Novel crystallization method
and structure-based design of recombinant antibody
fragments”では、
ベンチャーを起業する元になった結晶化法
の話と、
IT創薬といわれている抗体創薬でのⅩ線結晶構造解析
の利用についての講演が行われた。高速で高品質な結晶を作
製する全く新しい方法としての溶液攪拌法や、
結晶化溶液に集
光したフェムト秒レーザー光を照射することにより核発生を促
進させるレーザー核発生技術が紹介された。
また、
がんと生活
習慣病などの標的タンパク質の精密な結晶構造をもとに、
スー
パーコンピューターにより分子フラグメントからの低分子医薬
品設計と新規抗体分子設計のための分子動力学での結合自由
エネルギーの予測を進め、創薬の過程の時間と費用を一気に
短縮するプラットフォームを作成しつつあるとのことであった。
（川上善之）
濡木理
（東大）
教授による”Structural basis for drug
export by MATE transporter and design of its peptide
inhibitors”では、
MATE multidrug transporter の構造とそ
のメカニズムについて講演された。MATE
multidrug
transporter は生体内異物の排泄に係る膜トランスポーター
であり、
例えば抗がん剤や、
抗菌剤といった薬剤を異物とみなし
外部に排泄してしまうため、薬剤の効力を失わせると考えられ
ている。
抗菌剤のnorfloxacine誘導体とMATE transporter
との複合体結晶を取得することで、
薬剤排泄のメカニズムを明
らかにされた。
また３種の環状ペプチド阻害剤との複合体構造
から、
MATE transportersの効果的な薬剤をデザインできる
可能性を示唆された。
(上村みどり)
９）
Plenary Lecture 2
5月28日は、
Oak Ridge National Laboratory(ORNL)の
Biology and Soft Matter DivisionのDirectorであるPaul
Langan博士の中性子分野のプレナリー講演2 “Seeing the
chemistry in biology with neutrons”が行われ、
座長は新村
信雄実行委員であった。
現在PDBに登録されているタンパク質の数は80,000件を超え
る。
その殆どはX線解析によるものであるが、
その中で水素原子
位置を明瞭に捉えたものは数少ない。熱中性子は水素原子と
の相互作用が強いので、生体高分子結晶の中性子回折法によ
りタンパク質の水素原子，水和構造の配向、極性アミノ酸のプ

ロトネーションを原子レベルで明確に決定することができる。
これは水素原子を元にした生体高分子の化学結合論を展開
できることになる。
Langan博士は世界のNeutron Protein
Crystallography
(NPC)
の歴史を紹介し、
引き続き、
Diisopropyl
fluorophosphatase
(DFPase)やHIV
proteaseなどの最近の成果を基にNPCが如何に生体高分子
の化学結合論に寄与しているかを報告された。
また、世界の中性子源とその回折装置が徐々に充実してき
ており、SNS、J-PARCのような次世代中性子源の建設に加
え、
欧州で最も強力なESSの建設についても言及し、
将来のタ
ンパク質の水素原子を含めた生体物質の新しい化学結合論
が大きく展開されるだろうと結んでいた。
（新村信雄）
１０）
セッション５“Electron microscopy”
座長：安永卓生教授と宮澤淳夫実行委員でDr.
Yifan
Cheng
（University of California）
、
Prof. Masahide
Kikkawa
（The University of Tokyo）
、
およびDr. Naoyuki
Miyazaki
（National Institute of Physiological Science）
が、主にクライオ電子顕微鏡を用いた構造解析について講演
を行った。
Dr. Yifan Chengは、
単粒子解析を行う際、
構造を明らかに
したいタンパク質にモノクローナル抗体のFabフラグメントを
結合させることにより、
Fab結合部位から画像中の粒子の方向
を特定するという、
小さなタンパク質の高分解能構造解析を目
指した新たな単粒子解析のアプローチについて述べた。
この
Fabを利用した解析例の１つとして、
ABCトランスポーターの
8.3Åでの単粒子解析について紹介した。
また、
従来のCCDカ
メラより高い解像度と感度を持つDirect detectorを用いてク
ライオ電子顕微鏡の画像取得することにより、単粒子解析法
の分解能を向上させる可能性についても述べた。
Prof. Masahide Kikkawaは、
真核生物のflagella/coliの
微小管の構造について述べた。
キネシンが微小管上を動く行
程については明らかにされていなかったが、
キネシンの２つの
頭部が、
共に微小管に結合したときに、
前側の頭部へのATPの
結合阻害が関与していることを、変異体の構造解析から明ら
かにした。
また、微小管の外側ダイニンと内側ダイニンのリン
カーとなる部位を、
単粒子解析と電子線トモグラフィーによっ
て解析した。
Dr. Naoyuki Miyazakiは、
イネ萎縮ウイルスが、
自分自身が
合成したチューブ状構造物を利用して感染した細胞から放出
されるという、
新たなウイルス感染メカニズムについて、
クライ
オ電子線トモグラフィーによる研究を紹介した。
（宮澤淳夫）
１１）
セッション６“Tomography and Imaging”
座長：青山一弘博士と宮澤淳夫実行委員で、
Prof. Paul
Matsudaira
（National University of Singapore）
、
Dr.
Kazuhiro Aoyama（FEI Company）、Prof. Takuo
Yasunaga
（Kyushu Institute of Technology）
、
およびDr.
Yoshitaka Kimori
（National Institute of Natural
Science）
が新しい透過型電子顕微鏡技術や画像解析のソフ
トウエアや計算手法について講演を行った。
Prof. Paul Matsudairaは、
常温で水溶液中の試料を環境
チャンバー内に入れて観察することにより、
透過型電子顕微鏡
で観察することが可能となるin situ TEMについて紹介し、
結
晶成長のダイナミックな映像が電子顕微鏡で捉えられること
を示した。
Dr. Kazuhiro Aoyamaは、
細胞レベルの構造解析における

STEMトモグラフィーの有効性について述べた。STEMはス
キャンイメージであるため、細胞のような厚い試料でも撮影可
能となる。
また、
ダイナミックフォーカス機能や電子線の干渉に
よるフリンジが生じないSTEM像は、
トモグラフィーに適した画
像取得法であることを示した。
Prof. Takuo Yasunagaは、
独自に開発した画像解析ソフト
ウェアである“Eos”、
およびヘテロ並列計算環境のためのツール
となる“PIONE”の解説を行った。
Dr. Yoshitaka Kimoriは、
形態学的画像処理法によるコント
ラスト増強法について紹介し、胸部Ｘ線画像やマンモグラ
フィー画像を、
その適用例として紹介した。
（宮澤淳夫）
１２）
Plenary Lecture ３
Ian
Wilson教授が創薬分野のプレナリー講演3
“Structure-based vaccine design”が上村みどり実行委員
を座長として開催された。
Wilson
教授は、1981年にNatureでInfluenza
の
Hemaglutin構造をHarvard大のDon Wiley先生
（故人）
の研
究室でご自身で解析された。そののち、
スクリプスにファカル
ティーとしてポジションを得られ、
さまざまなhemaglutinの抗
原に対するいろいろな抗体
（Fab）
との複合体結晶をこつこつと
多くの結晶解析をし、
その蓄積としてのご発表であった。
まず、
イ
ンフルエンザの場合は、
A型、
B型の両方を同時におさえる抗体
ができるような 抗 原 部 位 がワクチンとして求 められる。
Pandemic H1N1vaccine はHemaglutin stem 領域を認
識する幅広い中和活性をもつ抗体を産生する。
このような
bnmAbs (broadly neutralizing monoclonal antibody) は
確実な薬剤ターゲットであり、
HAstem regionに結合するよう
な小さなタンパク質や低分子でもHAのさまざまな構造変化に
かかわらず阻害することでインフルエンザの感染を抑えること
ができればこの部位をエピトープのターゲットにすることにより
ワクチンデザインが可能になると考えられる。
また、
同様にHIV-1 envに対する抗体でも同様にgp120、
gp41に対するbnmAbsが見られている。gp41は膜貫通タン
パク質であり、
gp120はCD4とCCR5に対するレセプタータン
パク質である。
Cryo電顕を用いたHIV-trimerの像より、
それぞ
れの抗体がgp41, gp120のほぼどのあたりを認識しているか
のモデルが示された。
残念なことに、
monomer のgp120を認
識する抗体は、
臨床試験においてHIV-1の感染を防御すること
はできなかったので、
solubleなgp120のtrimerに対する抗体
の取得は、
仕切り直しの意味もあり、
重要である。
Broadに中和
する抗体のエピトープ部位は、限定される。例えばCD4結合サ
イト、glycan-dependent
epitopes,
quaternary
structure
dependent
epitopeそして、Membrane
proximal external region (MPER) of gp41等をenvelope
とする抗体である。
現在まだこのgp120trimer構造の原子レベ
ルの結晶解析は、
できていない。詳細な構造解析ができれば、
CD4bs antibodies やglycosylation profileを利用した親和
性の向上などもできて、
より広い中和活性を持たせることができ
ると考えられる。今回は20年間の研究の集大成の講演であっ
たが、解析した事実から中和活性メカニズムを解明され、
ブ
ロードに中和活性を示す抗体のエピトープからのワクチンデザ
インは、人類にとっての夢であり願望である。
しかもクライオ電
顕や、
MDシミュレーションなど新しい技術も取りこみ、
Wilson
教授が自ら解析したHAの構造からずっとつながっている大河
の研究の流れを拝聴することができた。
（上村みどり）

１３）
バンケット
その後、
バンケットが行われ、約160名が参加された。安岡
副実行委員長の挨拶、Michael Hennig博士の挨拶の後、
Steitz教授、Tilley教授、Chen教授と海外からの学生3名に
よる鏡開きを行った。鏡開きでのハッピの着用は好評で、海外
からの参加者の多くがハッピを着用しての写真撮影を楽しん
でいた。閉会の挨拶をいただいたPaul
Langan博士が、
ISDSB2016の北アメリカ開催についてコメントをされ、成功
裡にバンケットを終えることができた。
１４）
ポスターセッション
5月28日と29日の午後1時30分から3時まではポスター
セッションとして、一般参加者から寄せられた80題の報告が
行われた。事務局の不手際で、(P79) Crystallization of
inverting cellulase based on the crystallization
phase diagram for neutron protein crystallography;
A. Nkamura, et al. はSupplementとして発行せざるを得
なかった。
また、(P80) Conceptual Design for a
Macromolecular Diffractometer at ESS; Britt
Rosendahl Hansen1,2, Phillip Bentley1, Iain
Sutton1, Richard Hall-Wilton1, Peter Kjear
Willendrup1,2, Ken Andersen1, Esco Oksanen1,2; 1
European Spallation Source ESS AB, Lund, Sweden,
2 DTU Physics, Kongens Lyngby, Denmark.は
Supplementにも掲載できず、深くお詫びしたい。
ポスター発
表の内32題はX線構造解析であったが、タンパク質などの
dynamicsに分類できると思われるものが 16題、
ソフト・装
置開発などが21題、装置開発以外の中性子6題・電子線2
題・創薬3題と、
当シンポジウムの特徴をよく表した多彩な内
容であった。展示は13件の申し込みをいただいた。ポスター
会場に展示スペースと、
コーヒーブレークのスペースを設けた
ため、多くの方にご覧いただけたと思っている。
１５）Nobel Talk 2
5月29日は、Brian Kobilka教授（写真2.）
によるノーベル
賞講演2（座長；藤吉好則教授）
が、“Structural insights
into G protein coupled receptor activation”と題して
行われた。
コビルカ教授の講演は、ISDSB2013への参加者の幅広い
分野も考慮して、
当初予定していた
「Gタンパク質共役型受容
体活性化機構の構造学的研究」
という生物学的内容の講演
題目だけではなく、GPCRの構造解析を目指した挑戦という
ような、構造解析のための技術的問題も含んだ講演内容に変
更された。
さて、GPCRは、基礎生物学における細胞の情報伝達機構
の中心をなす分子であり、医学や、薬学分野でも重要な分子
である。
そして、
すでに販売されている薬の標的としても、製薬
企業が開発しようとしている創薬標的タンパク質としても、
GPCRは最も重要である。
すなわち、創薬ターゲットを分類す
ると、第1位がGPCRsで、第２位が核内受容体、第３位イオン
チャネルというように、GPCRsが最も重要な創薬ターゲット
となっており、
すでに販売されている製薬企業の利益に最も
貢献する薬の標的となっている。
この様な理由から、広い生物
学分野の研究者のみならず、製薬企業もGPCRの構造情報を
必要としている。
しかし、GPCRsは一般に、
インバースアゴニ
スト
（活性化する方向と逆の方向に
「活性化」
するリガンド）
が
存在することから、
リガンドが結合していない状態でもＧタン

パク質を活性化する浮いた状態にあると考えられている。
そし
て、
フルアゴニスト
（フルパワーでＧタンパク質を活性化するリガ
ンド）
とパーシャルアゴニスト
（Ｇタンパク質を活性化する程度が
完全ではないリガンド）
も存在する。
これらは、
リガンドの
「効能
（efficacy）
」
と呼ばれている。
このように、
構造情報が必要な分
子でありながら、不安定であるために構造解析ができなかった
GPCRの構造を解析する方法を、
コビルカ教授は開発した。
コビルカ教授の講演では、GPCRsのシグナル伝達系の中で
も 、交 感 神 経 系（ S y m p a t h e t i c ）と 副 交 感 神 経 系
( P a r a s y m p a t h e t i c ) を中 心 に、アドレナリン 受 容 体
（adrenergic receptor）
とムスカリン受容体
（muscarinic
receptor）
をそれぞれの例として生理機能の説明から入り、
主
にβ2アドレナリン受容体を中心に、
GPCRの特徴の説明がなさ
れた。
すなわち、
薬剤 (リガンド) による
「効能
（efficacy）
」
を示
す図を用いて、GPCRsの特徴である、インバースアゴニスト、
ニュートラルアゴニスト、
パーシャルアゴニスト、
フルアゴニストと
いう
「効能
（efficacy）
」
についての説明がなされた。
このように、
GPCRは構造的に動きやすいので、結晶化をどのように成功さ
せるかは容易ではなくて、実際2005年に20Å分解能の回折を
観察できる結晶ができたが、
高分解能の解析ができる結晶はで
きなかった。
結合力の強いアゴニストやアンタゴニストを結合さ
せて細胞外側の動きを止めても細胞質側の動きが大きくて、
構
造が解けないことから、T4リゾチームを細胞質側の第３ループ
にキメラとして加える方法や、抗体で細胞質側の動きを止める
方法で、
β2アドレナリン受容体の構造が解析された。
技術的な
点に興味を持つと思われる聴衆のことを配慮して、
リピッド
キュービックフェーズ
（LCP）法を用いて作製した結晶をサンプ
リングするための技術も詳しく説明された。
さらに、
β2アドレナ
リン受容体と3量体Gsとの複合体の構造を解析してGタンパク
質の活性化機構を構造学的に理解するために、
どのようにその
複合体の解析を進めたか等が話された。
この中で、
ナノボディー
と呼 ば れる小さいラクダ の 抗 体 に出 会った 話 や、M N G
（Maltose Neopentyl Glycol）
と呼ばれる界面活性剤の話な
ど、
キイとなる技術がふんだんに盛り込まれた、
ブレークスルー
がどう達成されるかの典型例のような話であった。複合体の解
析で分かった結果については、2011年に発表された論文
（Nature 477, 611-615 (2011)）
を読むべきであるが、
2007
年に最初のβ2アドレナリン受容体の構造解析から、5年の間
に、
Nature10報、
Science 2報という論文が発表されているの
で、
併せてこれらも読むと良いと思う。
（藤吉好則）
１６）
セッション７“Neutron diffraction and hydration
structure”
座長：新村信雄実行委員とAlberto Podjarny博士で海外
2、
国内2の招待講演が行われた。
A. Kovalevsky博士はD-xylose isomeraseが開環前の糖
との複合体および開環後の糖との複合体の双方の中性子結晶
構造解析を行った結果、共通のプロトネーションと開環後プロ
トネーションする箇所があったと報告した。
A. Ostermann博士はHeinz Maier-Leibnitz 研究用原子
炉（FRM-II）
に建設された生体高分子結晶解析装置BIODIFF
の現状を報告し、
β-Lactamase基質複合体についての装置初
の成果を発表した。
富山大学の横山武司博士からはiBIXでの初めてのタンパク
質構造解析となったhuman transthyretinの発表があり、
pH
変化によるアミロイド病発生の機構の説明があった。

栗原和男博士からは、
β-Lactamaseの基質が結合していな
いものの高分解能X線と中性子の両解析を低温〜100Kで
行った結果、中性条件でありながら、活性部位の酸性アミノ
酸であるGlu166がプロトネーションしていたとの報告があっ
た。
（田中伊知朗）
１７）
セッション8
“Membrane
proteins
and
macromolecular complexes”
座長；神谷信雄実行委員と栗栖源治教授で国内3名の招
待講演が行われた。
最初の講演は岩田想教授の都合により、共同研究者であ
る小林拓也博士（京都大学）
が
“Crystallization
of
mammalian membrane protein using antibody
fragments” について講演された。多くの膜タンパク質は脂
質２重膜に埋もれており、
その結晶化に際してはまず界面活
性剤で処理して脂質２重膜から外して精製する。精製された
タンパク質の膜貫通部分（疎水性表面）
は界面活性剤のミセ
ルで覆われており、一般的には結晶形成のパッキングには寄
与しない。
これには脂質２重膜外の親水性ドメインが重要な
役割を果たすことが多く、構造解析の対象とする膜タンパク
質に対する抗体Fabドメインを調製して複合体を形成させれ
ば親水性表面が増加して結晶化に成功する可能性が増す。
講演ではGタンパク質共役受容体を対象にして多くの抗体
Fabドメインを体系的に調製する戦略と、
これまでに得られて
いる成果が報告された。
次の講演は阪大の栗栖源嗣教授による”Structure
of
the cytoplasmic dynein motor domain”であった。
ダイ
ニンは細胞内の微小管と相互作用してATPを分解しながら
物質輸送を行うモータータンパク質であり、ダイニンが微小
管上をスライドする機構について興味がもたれている。栗栖
教授らのグループでは最近2.8Å分解能でダイニンのモー
タードメインの結晶解析に成功し、
その詳細な構造が報告さ
れた。
ダイニンモータードメインでは、ATP分解活性を発現す
る領域と、微小管と相互作用するアーム先端が空間的に大き
く離れているが、講演ではATP分解により、
どのようにしてダイ
ニンが微小管上をスライドすることができるのかについての
議論が行われた。
最後の講演は大阪市大の神谷信夫教授による”oxygen
evolution mechanism of photosystem II predicted
from its 1.9A resolution structure”であった。光化学系
II（PSII）
は光合成の明反応において最初に太陽光を吸収して
水から電子と水素イオンを引き抜き、酸素を放出する。
この水
分解・酸素発生反応が進行する反応中心（OEC）
の構造と反
応機構は長年の謎であったが、神谷教授らのグループでは最
近1.9Å分解能でPSIIの結晶解析に成功し、OECの詳細な化
学構造を世界にさきがけて解明した。講演では得られたOEC
の構造に基づいて推定した水分解・酸素発生機構のモデルが
紹介され、議論された。
（神谷信夫）
１８）
セッション９“Protein structure and dynamics”、
座長：佐藤衛教授とGiuseppe Zaccai博士で、海外1、国
内2名の招待講演が行われた。
最初の講演は横浜市大の佐藤衛教授による”SAXS and
MD simulation to investigate protein flexibility in
solution”で、
Ｘ線小角散乱（SAXS）
と分子動力学（MD）計
算を融合させることにより、
マルチドメインタンパク質や複数
のサブユニットから構成されるタンパク質複合体の揺らぎを

原子レベルで解析できる手法
（MD-SAXS法）
を紹介し、
この方
法がタンパク質の構造と機能と揺らぎの相関研究にいかに重要
であるかを大腸菌由来の制限酵素EcoO109I及びATP合成酵
素のεサブユニットのMD-SAXS解析を例に発表した。
次にフランスILLのGiuseppe Zaccai博士による“Neutrons
reveal the ecology of protein and water dynamics”で、
中性子の非弾性散乱によって明らかにされた研究例を紹介し
ながら、
タンパク質はたとえポリペプチド鎖が規則正しく折れ畳
まれて安定に存在しても、水和水との相互作用で生み出される
揺らぎがʼinappropriateʼであるとʼinactiveʼ であることを示し、
タンパク質はそれを取り巻く環境
（具体的には水和水）
との相互
作用によって多様な機能が生み出されていることを紹介した。
最後は京大の杉山正明教授による”Small-angle neutron
scattering for subunit kinetics of protein complex in
solution”と題する講演で、
中性子溶液散乱の特長であるコント
ラスト変調法と特定のサブユニットを選択的に重水素化してマ
ルチサブユニット中の特定のサブユニットの構造情報を抽出す
る手法を20Sプロテアソームの構造研究に応用し、
複合体内の
サブユニット交換反応の速度論的解析を紹介した。
以上、
当該セッションはISDSB2013の最後のセッションでは
あったが、
それまでのセッションとは内容が大きく異なるもので
あり、
また、
最近では単独ではポリペプチド鎖が大きく揺らいだ
変性状態として存在するが、
ターゲット分子と相互作用すると
ターゲット分子に依存した特定の立体構造が誘起される天然
変性タンパク質
（Intrinsically Disordered Protein, IDP）
がタ
ンパク質の構造・機能研究の新しいターゲットとして注目される
ようになってきたこともあって、
活発な質疑応答が行われた。
（佐
藤衛）
１９）
閉会式
John Johnson 教授と山根隆実行委員長が座長を務め、
国
際諮問委員のAndrew Wang教授、
Emil Pai教授、
John
Helliwell教授にシンポジウムの総評をお願いし、
坂部知平169
委員会委員長の閉会の挨拶で、
シンポジウムを無事終えること
ができた。
Ⅲ．
出版予定
これまでのシンポジウムと同様、
シンポジウムの記録を論文の
形でまとめ、
国際結晶学連合が発行する論文誌Journal
of
Synchrotron Radiationの特別号
（Guest editor; 安岡則武
副実行委員長）
として、
2013年11月号として出版する予定であ
る。
この他、
日本語によるISDSB2013の報告書を出版する予定
である。
Ⅳ．
国際諮問委員会概要と概観
会期の前日
（5月25日）
15時から、
坂部知平169委員会委員
長、
山根隆実行委員長、
安岡則武実行委員長、
Prof.
John
Helliwellとで、
ISDSB2013以降のシンポジウムについての討論
を行い、
28日に国際諮問委員の会合を開いて、
基本方針を打ち
出すことを確認した。
5月28日の昼にISDSB2013に参加いただいた国際諮問委
員15名（内、坂部、
山根、安岡は執行部）
とで会合を持ち、次回
の開催について率直な討論を行った。海外の委員からは、
シン

ポジウムはX線分野のみ、
中性子分野のみ、電子線分野のみで
開催され、
お互いの交流は全くないことが紹介され、
「Ｘ線、
中
性子、電子線等の回折手法に基づく構造生物」の当シンポジ
ウムの特殊性が高く評価されていることが、
日本側委員に改め
て認識できた。3年ごとに、出来れば5月に開催の基本方針を
確認し、
これまでの開催地が、2003年つくば、2007年東京、
2010年パリ、2013年名古屋、
であることから、2016年はア
メリカ、2019年は日本での開催を目指し、
アメリカの委員に検
討を依頼した。2014年中には開催場所、時期についての連絡
があることを期待している。
Ⅴ．ISDSB2013を顧みて
１．開催地域の選定
山 根 隆 名 古 屋 大 学 名 誉 教 授 を 実 行 委 員 長としての
ISDSB2013の名古屋開催は、事務局体制の弱さからいろん
な意味で無謀であった。
ヨーロッパからの参加者にとっては飛
行機の便は比較的良かったが、11名が参加したアメリカ・カナ
ダ方面からは成田経由で中部国際空港着か関空経由の新幹
線利用となり、迷惑をかけた。
２．会場の選定
シンポジウム会場となった名古屋市中小企業振興会館は、
名古屋駅からは市営地下鉄桜通線1本で行くことができ、吹
上駅から5分強歩く必要があるものの、交通の便はいいとの評
判であった。海外からの招待講演者は伏見のヒルトンホテル
名古屋を手配したが、
ホテルから会場までタクシーで10分程
度であり、行き来の交通では不満が出ることもなかった。
３．学生の参加条件と地域選定
また、若手特に国内の学生の参加が14名に留まったが、東
京あるいは関西であればより多数の学生が参加したものと思
われる。能力的に広報に関しては諦めざるを得なかった。
ホー
ムページの作成・更新も後手に回ってしまった。
４．広告宣伝活動
メディアへの働きかけは勿論、関連分野への積極的な紹介・
勧誘もできなかった。
このため、ISDSB2007（参加者280名、
ポスター101件）
と比べ、
プログラムの充実にもかかわらず規
模が大幅に縮小したことに対して、実行委員長として責任を痛
感している。
５．今後への要望
今後の開催では大学も共催に含め、
メディアへの広報など
のノウハウを利用することを考えていく必要があろう。
それにも
かかわらず、内外から好意的な評価をいただくことができたの
は、運営面では株式会社レオプランニング、展示・ポスター会
場の設営などでは名古屋ショーケース株式会社のお蔭であり
深く感謝する次第である。
インターネットの要望がかなり出さ
れたが、講演を聴いてもらいたいとの思いから、十分な対応は
意識的にとらなかった。
６．謝辞
最後に、ISDSB2013の開催に当たり、時期を得たセッショ
ンの企画を行っていただいた実行委員会ならびに国際諮問委
員会の委員の皆様に感謝いたします。
また、助成金をいただい
た日本学術振興会、公益財団法人内藤記念科学振興財団の
関係各位、寄付等をいただいた多くの方々、展示や広告・ラン
チョンセミナーでご支援いただいた関係各位に深く感謝いた
します。
また、近畿日本ツーリスト株式会社ECC営業本部に

は、海外からの招待講演者の対応と航空券の手配をしていただ
いた。ISDSB2013のbookletの印刷、特にSupplementの印
印刷では、株式会社イセブに迅速な対応をしていただいた。佐々
木教祐169委員会委員にはISDSB2013のホームページ作成
に当たり貴重なご支援をいただいた。
この場を借りてお礼申し上
げます。
追記
ノーベル賞講演、
プレナリー講演、
各セッションの報告者を末尾に
しめしました。
統一を取るために、
山根が変更を加えた個所があり
ます。
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２．場

所：ゆうぽうと 7階 重陽(東)の間
東京都品川区西五反田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
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３．
出 席 者；５１ 名（学界；２６ 名、 産業界；２５ 名）
委 員 長；坂部知平 （KEK 名誉教授）
副委員長；山根隆 （名大 名誉教授）
幹
事；相原茂力
（京大、代理 山崎正幸）、安岡則武
（姫路工大名誉教授）、上村みどり
（帝人ファーマ）、川上
善之（エーザイ）、
曽我部智（武田薬品）
運営委員；小松啓（東北大）、新村信雄（茨城大）、松崎伊雄
（元東工大）、宮澤淳夫（兵庫県立大）、安達宏昭（創晶）、
柏木立己（味の素）、齋藤純一（協和発酵キリン、代理
高橋雄一）、鈴木誠（第一三共）、田仲広明（コンフォーカ
ルサイエンス）
学界委員；足立伸一（高エネ研）、池水信二（熊本大）、
出原
敏孝（福井大）、田中勲（北大、代理 姚閔）、田之倉優
（東大）、玉田太郎（JAEA）、中川敦史（阪大）、永山國昭
（NINS）、畑安雄（京大）、三木邦夫（京大）、見浪護（岡山
大）、
山口宏（関西学院大）、渡邉信久（名大）
産業界委員；ベンアマール・ユセフ
（富士フィルム、代理 藤
川乃り映）、青野浩之（参天製薬、代理 山本実）、加藤良
平（田辺三菱製薬）、坂部貴和子（FAIS）、
白鳥康彦（中外
製薬）、竹内淳（小野薬品）、板東政彦（大塚製薬）
そ の 他；伊藤喜子（兵庫県立大、宮澤淳夫同伴者）、清
水敏之（東大、坂部知平同伴者）、青木雅英（中外製薬、
白鳥康彦同伴者）、鎌田健司
（エーザイ、川上善之同伴
者）、佐々木千津子（田辺三菱製薬、加藤良平同伴者）、木
島秀臣（小野薬品、竹内淳同伴者）、深海隆明（中外製

薬、
白鳥康彦同伴者）、鈴木徹也（第一三共、鈴木誠同
伴者）、高橋一敏（味の素、柏木立己同伴者）、高橋幸
子（コンフォーカルサイエンス、田仲広明同伴者）、宮
口郁子（田辺三菱製薬、加藤良平同伴者）
講
師；杉山成（阪大）、山野昭人（リガク）、千田俊
哉（高エネ研）、藤田誠（東大）
４．研

究

会

１）13:45 − 14:15
司会 曽我部 智
『固相ゲル結晶化法』
大阪大学大学院 理学研究科

杉山 成

２）14:15 − 14:45
司会 曽我部 智
『新型半導体検出器と高輝度型多波長X 線源による迅速測
定』
㈱リガク 応用技術センター
山野 昭人
３）休憩 14:45 − 15:00
４）15:00 − 16:00
司会 宮澤 淳夫
『結晶工学的手法とピロリ菌がんタンパク質CagAの構造解
析』
高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所
千田 俊哉
５）16:00 − 17:00
司会 鈴木 誠
『結晶スポンジ法：結晶化を必要としないＸ線結晶構造解析』
東京大学大学院 工学系研究科
藤田 誠
５．懇親会 17:15 − 19:15
ゆうぽうと ７階 末広の間で実施。
講師以外の懇親会出席者からは当日、懇親会費１,０００円を
徴収させて頂きました。
＊今回、武田薬品工業株式会社よりプロジェクターをお貸し
いただきました。
心より感謝申し上げます。

＜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156回運営委員会：一堂に会する会議
開催期間：平成24年6月18日〜11月16日
議
長：山根 隆 副委員長
討議内容：メール会議とは別に一堂に会する運営委員会等会
議、総会についての検討がなされた。
決定事項：以下の2点が決定された。年1回は総会を開催す
る。運営委員会も研究会前に適宜開催する。引き続き、第40
回研究会の日に第16５回運営委員会を開催し、具体的な検
討を行うことが決定された。
（最終的には平成２４年度総会を
開催した）
・第157回運営委員会：平成23年度決算及び平成24年度予
算案
開催期間：平成24年5月20日〜6月22日
討議内容：学振から提供された平成23年度決算及び委員長
が見積もった平成24年度予算案が検討された。
決定事項：審議の結果18名中16人から返信があり、全員の
賛成が得られ平成23年度決算及び平成24年度予算案は原
案通り承認され、運営委員会提案として総会へ提案された。
総
会：メールにて委員全員60名の討議に付し、
採決返信48票（回収率８０％）
で承認48票、否認０票で運営
委員会提案は原案どおり承認された。
・第158回運営委員会：OBI存続請願声明
開催期間：平成24年5月21日〜5月25日
討議内容：本委員会に帰属する大阪バイオサイエンス研究所
（OBI）が大阪市改革プロジェクトの対象となり、その存続の
危機に直面しているため、OBIの研究実績、社会的重要性を
検討し、大阪市に対する声明文についての可否の検討がなさ
れた。
決定事項：OBIは研究実績が高く、従って社会的重要性も大
きいとの結論に至り、大阪市に対する委員長名の声明文が採
択され、平成24年5月25日付けで大阪市に声明が送られた。
・第159回運営委員会：ISDSB2013予算案
開催期間：平成24年5月28日〜8月31日
討議内容：ISDSB2013実行委員会で検討された予算案を基
に詳細な検討が行われた。
決定事項：１．審議の結果原案通り承認された。
２．大きな予
算が伴うため、一堂に会する総会で承認を得ることが決定さ
れた。
３．総会は平成２４年9月24日に開催される第40回研
究会の1時間前に開催される事が決定された。
尚、本総会の議事録の抜粋はNews Letter Vol.6-3（前号）
P.2に記載されている。
・第160回運営委員会：フリューダイム脱会についての報告
開催期間：平成24年6月20日〜6月20日
報告：大変悲しいことですが、
フリューダイム社から6月19日
付で退会願が提出されました。
退会届けに記載されている退会理由は添付ファイルに書かれ
ていますように
「現在、弊社のタンパク質解析装置の販売が中
止となっており貴委員会との研究分野が相違してしまいまし
た。
よって一旦169委員会を脱会させて戴きたいと存じます。
有り難うございました。」
です。 此を止めることは出来ません
ので報告として取り扱い、学振への手続きをさせて頂きます。

学振・第169委員会平成25年度総会議事録
議

長

１．
日
２．場

山根

隆

時：平成 ２５年７月１日(月)１２：３０〜１３：３０
所：ゆうぽうと ６階 菖蒲の間
東京都品川区西五反田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

３．
出 席 者：３７名 （学界；２０名、 産業界；１７名）
委 任 状： ９名 （学界; ８名、 産業界； １名）
有効総数：４６名 （学界；２８名、産業界；１８名）
総委員数：６５名 (学界；４２名、産業界；２３名)
有効率（４６／６５）
：７０．
８％
委 員 長：坂部知平（KEK 名誉教授）
副委員長：山根隆（名大 名誉教授）
顧
問：松崎尹雄（元東工大客員教授）
幹
事：相原茂夫（元京大助教授、代理 山崎正幸）、安岡
則武(姫路工業大名誉教授)、上村みどり
（帝人ファーマ）、
川
上善之（エーザイ）、
曽我部智（武田薬品工業）
運営委員：小松啓（東北大 名誉教授）、新村信雄（茨城大特
任教授）、宮澤淳夫（兵庫県立大）、安達宏昭（創晶）、柏木立
己
（味の素）、斎藤純一（協和発酵キリン 代理 高橋雄
一）、鈴木 誠（第一三共）、
田仲広明（コンフォーカルサイエ
ンス）
学界委員：池水信二（熊本大）、石山新太郎（JAEA）、出原敏
孝(福井大教授)、田之倉 優（東大教授）、玉田太郎
（JAEA）、
中川敦史（阪大）、永山國昭（自然科学研究機構）、
畑安雄（京大教授）、三木邦夫（京大教授）、見浪護（岡山大
教授）、
山口宏（関西学院大教授）、渡邉信久（名大教授）
産業界委員：アマンベール ユセフ
（冨士フイルム、代理
藤川乃り映）、青野浩之（参天製薬、代理 山本実）、穴井孝
弘
（Jeol Resonance,代理 気田佳喜）、加藤良平（田辺三
菱）、
白鳥 康彦（中外製薬）坂部貴和子（ＦＡＩＳ）、竹内
淳（小野製薬）、板東政彦（大塚製薬）、
山野昭人（リガク）．
委 任 状: 井上豪（阪大教授）、
片柳克夫（広島大准教授）、小
島謙一（横浜創英大学長）佐々木教祐（名大名誉教授）、菅
原洋子（北里大教授）、
田中伊知朗（茨城大教授）、
月原冨武
（阪大名誉教授）、難波啓一（阪大教授）、野田一房（尾島試
作研究所社長）
４．総
会：山根隆副委員長が総会に至る経過説明後開会
を宣言した。
議長選出：坂部知平委員長が挨拶の後、
山根隆氏が議長に選
出された。
新委員紹介：坂部委員長より、本日までの委員会の構成状況と
新任委員紹介。
４−１．平成24年度決算及び平成25年度予算案について：
１）平成24年度決算の説明；坂部委員長より配布資料及びス
ライドを用い下記の説明がなされた。
①学振協力会提供のH24年度会費一覧について入退会
企業を含めて説明

②学振協力会提供のH24年度支出実績表について、研究
会及び会議の実績に伴う会議費、旅費等項目別に説
明、更に協力会事務費についての説明。
③上記①、②を基に作られた平成24年度決算書について
の説明、及び次年度繰越金は主として昨年度開催され
た総会で決定された、ISDSB2013開催経費に当てる。
２）平成25年度収支予算案の説明；坂部知平委員長より配
布資料及びスライドを用い下記の説明がなされた。
①学振協力会提供のH25年度会費一覧の収入見込み、
及び前年度繰越金の総計が平成25年度の収入にな
る。
②支出は昨年度の総会で決定されたISDSB2013予算案
の内、委員会経費から支出される各項目予算と平成24
年度決算の各項目の和を用いてH25年度予算案とし
た。
その結果次年度繰越金は291円である。
③会議開催予定として下記の様に提案された。
平成25年5月26−29日；ISDSB2013,名古屋で開催、
平成25年7月1日；第43回定例研究会、実行委員会及
び総会、平成25年10月-平成26年2月；第44回及び第
45回定例研究会、
その他中性子小委員会、量子ビーム
小委員会、高精度解析技術開発小委員会など、各々の
小委員会を少なくとも1回開催する予定である。
３）質疑と採決；山根隆議長より下記の質疑と採決がなされ
た。
①平成24年度決算について１部転記ミスを修正の後全
員の賛成が得られ、本件は承認された。
②平成25年度予算案について審議の結果全員の賛成が
得られ、本件は原案通り承認された。
４−２．ISDSB2013について：
報
告：
１）ISDSB2013の報告；山根隆ISDSB2013実行委員会委
員長よりISDSB2013シンポジウムの報告が20枚のス
ライドを用い下記の様になされた。
①登録料を支払った参加者；112名、招待者；45名、招待
券利用者；46名
合計207名、
その内海外の14ヶ国より39名の参加が
あった。
②講演はプログラム通り恙なく実行された。
③ランチョンセミナーは定員100名の所110名参加、大
盛況であった。
④委員会経費を除く収支の中間報告が行われた。赤字は
出ない見込みである。詳細は後日日本語の報告書に記
載し委員に配付する。
⑤プロシーディングは従来通りJSRの本年11月号として
発行予定、現時点での論文数38件。
⑥会期中5月28日に国際諮問委員会が開催され、次回
2016年には北米で開催されることが内定し、
その次の
2019には再度日本で行う事などが内定された。
⑦この他反省及び謝辞について述べられた。
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２）ISDSB2013会計の審議
上記4-2．
の④の報告で、
「昨年度の総会で了承された
ISDSB2013の予算案では招待講演者費用の全を委員会
経費から支払うことになっていたが、SDSB2013事務局
管理の予算に余裕が出来そうなので、残額を国外国内の
招待講演者の旅費に充てたいとの提案が山根隆実行委員
長よりなされ、審議の結果全員の賛成が得られ、本件は了
承された。
４−３．169委員会への要望などについて
総会委員から特に意見は出なかった。
山根副委員長より、
今年度中に運営委員会の会合を開く予定であることが報
告された。
５．
山根隆議長より平成25年度総会の閉会宣言が行われた。
６． 謝
辞
今回、第武田薬品の曽我部智委員ご厚意によりプロジェクタ
ーを使用できたことに対し、感謝する次第である。
７．配付資料：
１）
「平成25年度総会議案その資料送付」
のE-mailに添付し
たファイルネームと内容説明；
①ファイルネーム；24年度決算及び25年度予算案その３
.doc
内容：メールに依る第175回運営委員会（6月11日−6
月22日開催）
で審議し、
了承された議事録。
②ファイルネーム；平成24年度収支計算書及び平成25年
度収支予算等作成依頼の件（１）.doc
内容；学振からのファイルネームに記載された件に関す
る作成依頼文
③ファイルネーム；1-3．第169委員会̲平成24年度収支
計算書及び平成25年度収支予算.xlsx
内容：学振から送られてきたファイルに決算書と予算案
を書き加えて運営委員会で承認を得た物で今回の総会
の議案に成る資料である
④完成（別紙１）第169委員会̲H25実施計画̲収支内訳
（P5〜P6）.xls
内容：H24年9月24日に開催された総会でISDSB2013
の予算が決定された。此の予算を、学振のフォーマットに
合わせてISDSB2013実行委員会が集める予算と委員
会経費からの援助予算に分類した表で、学振に提出した
収支予算案である。
２）
当日配布した資料
①平成24年度決算書
②平成25年度予算案
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