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• 1999〜2018: 大阪大学蛋白質研究所で構造生命科学の
研究（生体高分子の構造を基に進める生命科学）
分野：生物物理

• 2001〜2017: 蛋白質構造のデータベース (PDBj) の運営

• 2012〜2013：一般社団法人 日本生物物理学会（1960年
創設）の和文誌「生物物理」（1961年創刊, on-line & open 
access）の編集委員長

• 2015〜2017：一般社団法人 日本生物物理学会会長

• 2020〜：一般社団法人 日本生物物理学会の英文誌
“Biophysics and Physicobiology”（2005年創刊 on-line & 
open access）の編集委員長
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“Biophysics and Physicobiology”
一般社団法人 日本生物物理学会の英文誌（2005年創刊 on-line & open access）

https://www.biophys.jp/biophysics_and_physicobiology.html



構造生命科学：
生体高分子の構造を基に進める生命科学

（シナジー2015年2月初版）（化学同人2014年4月初版）

中村 編 工藤・西川・中村 訳



生命科学の基礎データ：ゲノム，蛋白質配列

新型コロナウィルス（SARS-CoV-2）
のゲノム遺伝子配列
(29,903	bp ss-RNA,	
DDBJ:	MN908947)

新型コロナウィルス（SARS-CoV-2）
のスパイク蛋白質のアミノ酸配列
(	1,273	a.a.	residues,	
UniProt:	P0DTC2)



生命科学の基礎データ：蛋白質構造，細胞などのイメージ

新型コロナウィルス（SARS-CoV-2）の
スパイク蛋白質外部ドメインとACE2
受容体の立体構造 (PDB:	7A94)

受容体
ACE2

新型コロナウィルス（SARS-CoV-2）のイメージ (PDBj
の「今月の分子 246 https://numon.pdbj.org/mom/	
246?l=ja (原図は David	S	Goodsell による)



新型コロナウィルスの変異型 E484K
https://www.niid.go.jp/niid/ja/



新型コロナウィルスの変異型 E484K

新型コロナウィルス（SARS-CoV-2）の
スパイク蛋白質外部ドメインとACE2
受容体の立体構造 (PDB:	7A94)

受容体
ACE2

484番目のE	(グルタミン酸：負の電荷を持つ)
↓
K	(リシン：正の電荷を持つ）に変異したもの： E484K

新型コロナウィルス（SARS-CoV-2）のスパイク蛋白質の
アミノ酸配列 (UniProt:	P0DTC2)



新型コロナウィルス（SARS-CoV-2）の
スパイク蛋白質外部ドメインとACE2
受容体の立体構造 (PDB:	7A94)

受容体
ACE2

484番目のE	(グルタミン酸：負の電荷を持つ)
↓
K	(リシン：正の電荷を持つ）に変異したもの： E484K

新型コロナウィルスの変異型 E484K



蛋白質の形のデータバンク：PDB
・生体高分子の構造（形）に関する

全ての情報を集めた国際的データ

ベース（データバンク方式）

・情報は、研究者・教育者・学生・

企業を問わず無償で利用される

・運営は各国（米国、欧州、日本）の

研究費用でまかなわれている

PDBの歴史

1960年代：蛋白質結晶学が始まる

1970年代：PDB 開始 7件（1971年10月）

2000年代：wwPDBが設立され国際化

2010年代：クライオ電子顕微鏡など新規の手法が開発

2021年：PDB創立50周年（約175,000件のデータ）

マックス ペルーツ &	
ジョン ケンドリュー
（1962年ノーベル
化学賞）

Berman	
HM

Hoch	JC



PDBに登録されていた11ヶの捏造構造が発覚 (2009年）
(既にhigh-impact journalsに原論文が発刊）



13

Validation report for every entry

検証レポート（Validation Report）の作成と公開

2008年から元の実験データも付加することとなった。

• X線結晶解析: 構造因子データ

• NMR解析: 化学シフトと距離制限データ
• 電子顕微鏡: 3DEM volume mapデータ

Gore et al. Structure 25, 1916-1927 (2017)
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Nature	Struct.	Mol.	Biology,	23	(10),	871	(2016)

“We	are	now	taking	a	further	step	and	are	requesting	official	wwPDB validation	
reports	for	peer	review.	These	reports	are	made	available	by	the	wwPDB after	data	
deposition	(http://www.wwpdb.org/validation/validation-reports).	Other	Nature	
journals	will	soon	follow	suit.”

検証レポート（Validation Report）の作成と公開



DIKW pyramid
DIKW ピラミッド(J. Rowley: The wisdom hierarchy, 2007)

生データ(Data)が散在している状態から、データ
検証を行って集積した情報（Information）とし、
その解析によって新たな知見（Knowledge）の蓄
積をすすめ、智恵（Wisdom)として問題解決を行う

AI 技術と結びついたビッグデータ科学へ

「科学的智恵」：自然界の原則・法則の発見・理解を含む「科学的な問題解決能力」

・従来の科学の手法のように自然法則が直ちに見出されなくとも，様々な事象の
合理的な科学的解析が行われ将来の予測ができれば問題解決がなされる

・生命科学においては，多くの事象がまず枚挙的に観測され，純粋な物理学のよう
に全体を統一して理解される原則・法則が構築される例はむしろ少ないため，デー
タサイエンスの手法は特に生命科学に有効と考えられる．

データサイエンスの基本的概念



ゲノム情報
(GenBank:	226,241,476)

＋
蛋白質構造情報
(PDB:	174,826)
を元にして初めてAIが配
列から構造を推定できた

データサイエンスが拓く新たな展開

日本経済新聞
2021年1月16日
「AI、ノーベル賞級に迫る」

Marks DB et al. 
PLoS One, 6, e28766, 2011

共進化情報を利用



データが無ければ問題解決はできないデータが無ければ問題解決はできない
（より正しくは）

正確なデータが無ければ問題解決はできない

データ科学の（主にデータ管理・提供側から見た）課題

・データサイエンスで使われるデータは正しいのか？

・最新のデータなのか？

・複数のデータ間での矛盾はないのか？

・誰がどのようにデータの正確性を判断するのか？

データ管理・提供側ができること

・データの客観的なvalidationの仕組み

・データのupdateとversioningの仕組み

→ データ利用者が判断できる情報を提供する



1)	論文中のデータ利用者が、そのデータの正確性を判断できる情報

（生の実験データ・データの生産解析方法・生産者・生産時期）を提
供すること

J-STAGE Dataへの期待

2)	論文に付随するnegative	dataを含めた詳細データを提供すること

3)	他者が論文の結果が再現できるように、研究方法についての詳細
を提供すること

4)	論文が関連する科学的概念・研究における哲学を提供すること

5)	J-STAGEに掲載されている論文以外でも、著者が発表した論文に
対する上記の情報を提供できること



J-STAGE Dataのパイロット利用 （2020年12月から登録開始）

シミュレーション計算の
詳細とトラジェクトリ

新規科学的概念・手法
に関する学会年会シン
ポジウムでのプレゼン

顕微鏡で観測された
酵素の動きを示す
ムービー

論文に掲載されたグラフ
の元データ

シミュレーション計算の
詳細とトラジェクトリ

https://jstagedata.jst.go.jp/biophysico





1)	論文中のデータ利用者が、そのデータの正確性を判断できる情報

（生の実験データ・データの生産解析方法・生産者・生産時期）を提
供すること

J-STAGE Dataへの期待

2)	論文に付随するnegative	dataを含めた詳細データを提供すること

3)	他者が論文の結果が再現できるように、研究方法についての詳細
を提供すること

4)	論文が関連する科学的概念・研究における哲学を提供すること

5)	J-STAGEに掲載されている論文以外でも、著者が発表した論文に
対する上記の情報を提供できること

将来、生産したデータがどれだけ引用され利用されたか、ということ
によって研究者の科学的評価（Impact	Factor）がなされる時代が来
るとも考えられ、その先鞭をつけていただきたい
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