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＜新委員長挨拶＞

公益財団法人 名古屋産業科学研究所・上席研究員 山根隆

　平成12年1月に回折構造生物第169委員会を立ち上げら
れ、平成26年12月までの3期15年間委員長を務められた坂
部知平先生に替わり、平成27年1月から委員長の職責に就か
せていただくことになりました。第4期の運営体制に関しまし
ては、平成26年7月25日に開催された本委員会平成26年度
総会において承認いただきました。委員長になるにあたり、本
員会の小委員会委員長に幹事を併任していただくようお願い
しました。このため、産業界委員と学界委員のバランスが崩れ
ることになりますので、総会当日開催された第198回運営委
員会において、「第4期の運営体制についてのルール（運営委
員会の構成と役割）」を審議し承認していただきました。詳細
については、本委員会ホームページ
http://www.sbsp.jp/sbdt/ の「SBDT各種内規」をご覧く
ださるようお願いします。
　第4期の役員、活動の基本方針につきましては、本委員会の
ニュースレター（Vol. 8-3）をご参照ください。第3期の活動方
針を基本的に継続いたしますが、以下の点につきましては、新
しく取り組んでいきたいと思います。
　タンパク質を中心とした構造解析研究は、現在は構造生物
学と呼ばれる研究領域を形成していますが、“構造を解く”だけ
の研究から、医学・医療への応用にみられるように“構造を使
う”研究へと展開しています。構造生物学分野のさらなる進展
のためには、構造生物学コミュニティーと他のライフサイエン
ス分野のコミュニティーとのより緊密な連携を図るつもりで
す。産業界のニーズに対応すべく、ケミカルバイオロジー、バイ
オインフォマティクス、計算機科学や数理科学などと構造生物
学を総合した創薬への展開を追及していく必要があるのでは
と考えています。
　本169委員会の中心テーマである、創薬ターゲットとして注
目される膜タンパク質の構造・機能解析技術の開発に引き続
き取り組んでいきます。中でも、電子顕微鏡像からの単粒子解
析や電子線トモグラフィーは、電子顕微鏡本体の性能向上と
並行して、電子線検出器の分解能と解析アルゴリズムの飛躍
的な向上により、解析できる分解能が結晶解析に近づきつつ
あります。大型実験施設を建設し、オールジャパン体制で取り
組むＸ線回折研究（KEK・Photon Ring、RIKEN・SPring-8）
や中性子回折研究（JAEA・J-PARC）と同じく、電子線の解析
拠点の整備に向けた活動を支援していきたいと思います。
　X線自由電子レーザー（XFEL）は、コヒーレントな短波長の
光を出す新世代の光源ですが、今やXFEL施設SACLAの利
用が可能になり、着 と々成果が出されています。SACLAは化
学結合が切れる速度より速い10fsという短いパルス長の中
で超強力X線を発生させるので、放射光での大きな問題であ
る放射線損傷を受けない状態でデータを集めることが可能に
なります。その威力につきましては、本委員会ニュースレター
（Vol .8-3）で、井上豪教授が簡単に述べられています。
SACLAは非常に強力な光源のため、クライオ電子顕微鏡と
同様タンパク質の単粒子解析の可能性も高まります。このよう
にXFELは非常に大きな可能性を秘めたX線源ですが、それを
用いた研究はまだ多くの未知の領域を含むとともに技術開発
 

課題が数多く存在すると思いますので、高精度解析技術開発
小委員会で検討を行っていく予定です。
　また、３Dプリンター利用技術小委員会（小委員会委員長；
山口宏委員、幹事；松崎尹雄委員）を立ち上げ、computer 
aided drug designと相補的でより可視的かつ感覚的な創
薬を可能とする３Dプリンター利用の技術開発を目指します。
中性子回折小委員会、量子ビーム融合化研究小委員会とと
もに、当小委員会の活動への委員の皆様の積極的なご参画
をお願いします。
　以上本員会の委員長として、構造生物学に関連する実験
施設や技術体系を特殊なものとせず、ライフサイエンス全般
の発展に必要な基盤技術として一般化し、産業利用とそれに
よる新研究領域の創成を目指したいと思っておりますので、
今後ともよろしくお願い申し上げます。

＜新副委員長挨拶＞　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　帝人ファーマ（株）　　　　　　　　　　　上村みどり

　帝人ファーマ（株）の上村です。学振１６９委員会の副委員
長の大役を産業界会員を代表いたしましてお引き受けするこ
とになりました。この委員会は、当初から産学官の連携を唄っ
た研究会のはしりであったと思います。ここまで継続できたの
は、坂部委員長ご自身の魅力のたまものですが、その間に、回
折という切り口にとらわれず、計算化学や、生化学分野の講演
会もあり、１６９委員会での講演会での出会いがのちの気づ
きのきっかけとなったように思います。委員会が始まった当初
に比較して、マイクロフォーカスBLを用いた解析や、XFEL、中
性子解析、クライオ電顕など周辺技術もふくめ驚くほどの進
歩がみられ、産業界においても、これらの技術がけっして特別
なものでなく、開発の速度に合致するスループットで解析で
きるようになったことは特筆すべきであります。産業界会員
は、製薬会社などに加え、いわゆるベンチャーの方も会員に
なっていただいており、新参加企業を増やすことも大切では
ありますが、現参加企業がいかに満足して活動できるかが大
切なように思います。世の中的にも、情報収集の機会がこの
分野の発展に伴い、本委員会以外にも増えましたので、製薬
会社でさえも、研究会での情報収集以外に、具体的な参加の
メリットがないと、各社の上層部に参加意義を説明しにくい
時代となりましたことを実感しております。当初入っていたメ
ンバーが脱退し、学界の半分ほどの数になったことはこのよう
な時代背景を反映しているものと思われます。そこで、私は具
体的に本委員会を通じての、大手の参加企業やベンチャー企
業との具体的な共同技術開発などを、学界の先生方の技術
的支援をもとに育てていく場とできればよいのではないかと
思います。企業では、こういう技術があったらいいなと思いつ
つも、やはり時間的な制約や、工数制限のために、やれないこ
とも多く、そういう要望を学界に先生方に伝える機会もそう
ありませんでした。これらの要望を吸い上げ、学界の先生方に
も伝えることで、双方の要望を満たすプロジェクトがひとつで
も、ふたつでも発足できることができればと考えております。



＜新副委員長挨拶＞
　　　　　　　
　　　　　大阪大学　蛋白質研究所　　教授　　中川敦史

　この度、回折構造生物第169委員会新委員長の山根隆先生
よりご指名を受け、平成27年1月から副委員長の職責に就かせ
ていただくことになりました。どうぞよろしくお願いします。
回折構造生物第169委員会は，創設以来15年が経過しまし
た。この15年間にＸ線結晶学を始めとする回折構造生物学は
大きく進歩してきました。本委員会が創設された2000年は、ヒ
トゲノムのドラフト配列が解読されたと宣言された年であり、タ
ンパク質の立体構造情報の重要性が改めて認識された時期に
あたります。その後、我が国におけるタンパク3000プロジェク
トを始めとして、世界中で構造プロテオミクスプロジェクトが進
められた結果、構造生物学の方法論が急速に進歩し、またそれ
まで構造生物学の裾野が大きく広がってきました。構造プロテ
オミクス研究の対象は、当初の目的であった基本フォールドの
決定から、生命現象の理解に必要であるがより困難なターゲッ
トを目指すようになってきました。
このような様々な構造解析法の進歩に伴って、従来の「構造生
物学」から生命科学研究と構造生物学の有機的な連携を目指
した「構造生命科学」への発展も提唱されてきています。山根委
員長、上村副委員長を始め、委員の皆様とともに、産学官連携
を軸に「構造生物学」に根ざした新研究領域の創成に向けた活
動にご協力できればと考えています。どうぞよろしくお願いしま
す。

＜JSPS169委員会「量子ビーム融合小委員会」
活動報告＞
　　　　
　　日本原子力研究開発機構・研究主幹 　　石山新太郎

　本小委員会ではH25年度からの本格的活動を目指し、①基
本方針ならびに②小委員会構成に関する調整を進めている。
（１）基本方針について
・本小委員会では、国立ガン研究センターにおける先進癌治療
のためのホウ素中性子捕獲治療（BNCT）装置による臨床研究
が開始されるのを機会に、「高度ロボット技術とBNCT治療技
術ならびに再生治療技術の融合による癌患者の尊厳的完全社
会回復の実現」を目指した次世代型A-BNCT癌治療研究開発
を推進してゆくこととする。
・本次世代型A-BNCT癌治療研究開発の内容は、下図の通り
三つの技術要素から構成されている。
　①A-BNCT治療
　新ボロン薬剤開発、薬剤直接投入システム（DDD：Direct 
Drug Delivery）の開発、A-BNCT診断・治療システムの開発
　②A-BNCT再生治療（細胞臓器再生・蘇生技術の確立）
　BNCT治療で喪失した患部形状・機能を再生させるため、
iPSセルからの損失部位の再生をセルシート積層法によりロ
ボット技術を駆使して行う。
　③リハビリプログラム・再活性化
　損傷部位のシナプスArborizationと休眠シナプスの再活性
化により上記②の移植部位の正常活性化を行う。

（２）小委員会構成について
　A-BNCT癌治療研究開発項目内容は医学のみならず工学
分野からの技術を導入する必要性があることから、医工連携
事業として特定大学を拠点化しつつ169委員会からの参画
ならびに医療機器メーカーも含め、全体的に進めることとす
る。

＜第169委員会・第46回研究会プログラム＞
１．日　時：平成27年3月9日(月)
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　　http://www.u-port.jp/
３．研究会
１）13:00－14:15
『The importance of hydration thermodynamics of 
proteins in structure-based drug design』
シュレーディンガー(株）市原　収
２）14:15－15:30 
『Cryo-TEMにBreak-through－革新の新技術』
(株)日本FEI　Application Laboratory　青山一弘
３）休憩   15:30－15:45
４）15:45－17:00  
『SPring-8/SACLAによる構造生物研究の新展開』
理化学研究所　放射光科学総合研究センター
山本　雅貴
４．懇親会　 17:00－19:00　　ゆうぽうと（会場未定）　

＜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。

・第２０１回運営委員会：次期研究開発専門委員会のテーマ
提案の応募について 
議長：山根隆　第169委員会副委員長
開催期間：平成26年10月24日～11月3日
討議内用：表題についての応募提案を依頼したところ、２件の
提案があり、対応を提案者、坂部委員長、山根副委員長で検
討することが承認された。
・第２０２回運営委員会：(株)トヤマの委員交代報告
開催期間：平成26年 11月14日
報告内容：此まで長期間委員と務めて下さった長谷川雅之委
員が退職されたため、竹中久貴氏が交代されました。
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<169委員会の活動についての所感>
学振169委員会にて「もっと創薬を話題にしよう。」
　　顧問、元･三菱化学(株)フェロー、元･東工大客員教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　                                              　松崎　尹雄

 169委員会は目出度くも2015年度より山根新委員長のもと
第４期として継続することが承認された。坂部委員長の献身
的、無私のご奮闘により３期15年間、「回折構造生物学の産
学連携の場」が運営され、特にISDSB2003、2007、2010、
2013の国際シンポジウムの開催は、本分野の最先端を内外
研究者で共有し議論する場として貴重な存在となった。筆者
は設立発起人に誘われて以来、その運営のささやかな手伝い
をしてきたが、「三次元構造にもとづく医薬分子設計」が製薬
産業にとって本格的に活用できる時代を迎えたことに対応し
て、169委員会の存在が創薬に関わる委員にとって貴重なも
のとなり、その活動がさらに活発化することを期待しています。
ここで「医薬分子設計の現状」を紹介し、皆様の活躍の場が大
きく開かれていることを伝えたく思います。

 

図１　IL-6/Ra/gp-130複合体のX線解析結果の3D-プリン
　　　ター模型　　　　　赤：IL-6、緑：Ra、黄：gp-130
　　　　( M.J.Boulanger et al., Science, V300, 2101 (2003))
 図1は3Dプリンターで作製したIL-6/Ra/gp-130の複合体
のX線解析結果です。この複合体形成によるIL-6のシグナル伝
達を抑制できればリウマチを治療できるとしてトシリズマブと
いう抗体医薬が開発されたが、非常に高価なために恩恵を受
ける患者が限られています。分子量500程度の有機化合物で
IL-6のシグナル伝達系を抑制できれば、普通の医薬として全
患 者 が 利 用できるようになります。これ が P P I
（protein-protein interaction）系を標的とする医薬開発で
あり、21世紀に盛んになりつつある医薬開発の新分野です。
筆者はPPIテーマを中心に、①新分子探索、②発見されたヒッ
ト化合物の構造最適化、③次テーマの標的タンパク質と標的
部位探索、など常時５テーマほどを抱えて、バイオベンチャー、
製薬会社と共同研究を進めています。化合物－タンパク質複
合体結晶のX線解析により化合物が設計どおりの配置で結合
していることが分かったり、設計とは異なる部位で結合してい
たり、設計者の知恵は35点（100点満点）というレベルでしょ
うか？　ただし、困難と言われるPPI系のインシリコ分子設計
をPDBのタンパク質座標と化合物ライブラリの平面分子構造
の２者のみを使用して10テーマで活性化合物を多数発見して
いることは評価できると思っています。

　図１のIL-6シグナル伝達系は３種類６個のタンパク質集合
体から成りますが、酵素のような触媒活性部位はなく、基質結
合部位もありません。よって、分子量500の化合物をどこに作
用させれば良いのかは研究者が決めなければなりません。考
慮すべきは分子量500の化合物が10ナノモルの活性を示す
ような、つまり10kcal/molの結合エネルギーを持つような化
合物結合部位を特定することが医薬開発のために要請されて
いる点です。次の段階は化合物ライブラリ中の1000万化合物
のどれが結合する可能性が高いかを予測することです。
docking計算を行うと５万個の化合物が６kcal/molの結合
エネルギーを持つと出力されますが、上位の300個の活性測
定を行っても通常、活性化合物は見つかりません。活性化合
物は2000番目とか、5000番目などにランクされているからで
す。計算が予測した活性化合物候補の５万個のうち、99.9％
は活性のない ” false positive “ 、つまり偽の解なのです。い
かにして真の活性化合物を見分けるかという難問があります。
活性化合物が見つかり、化合物－タンパク質複合体のX線解
析に成功すれば、化合物構造を最適化して、必要な活性値を
実現することは比較的容易に達成できます。
　このように創薬は化合物やタンパク質の性質を原子、分子
レベルで理解し、３次元構造を日常的に取り扱っている構造
生物学研究者が最も資質に富み、かつ、楽しみを感じて研究
できる分野と思います。酵素からPPI系へと対象は広がり、解
決を待つ難病はがん、アルツハイマー、自己免疫疾患など限り
がありません。構造生物学研究者が構造決定からさらに１歩
を進めて、創薬に思考を巡らせ、169委員会の場で活発な議
論を交わす日を夢見ています。
　なお、「日本の結晶学（Ⅱ）」日本結晶学会編（2014）の「産
業界における創薬への展開」の項で1980－2014年における
産業界の活動をまとめましたのでご覧ください。
　
＜運営委員会報告　つづき＞
・第２０３回運営委員会：新旧役員・運営委員の引継ぎについ
て
議長：山根隆　第169委員会副委員長
開催期間：平成26年11月20日
報告：次回の研究会の前に、新旧合同の役員・運営委員会を
開催することと、詳細は研究会開催日程が確定後連絡するこ
が確認された。
・第２０４回運営委員会：第46回研究会について
議長：山根隆　第169委員会副委員長
開催期間：平成26年12月18日～27年1月9日
討議内容：曽我部研究会担当幹事から提案された第46回研
究会プログラム案について審議がなされた。
決定事項：提案通り承認された。
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