
 
平成 24年度	 第 2回日本生物物理学会運営委員会議事録 

 
日時：2012年 4月 7日（土）13：00～ 
場所：新大阪丸ビル本館 4階	 401号室 
出席者：難波、大沼、須藤、高田、瀧ノ上、出村、野地、原田、政池、光岡、南野、村上、

山下、本間、寺沢、石渡、相沢、永山、片岡、垣内 
 
報告事項：  
1. 平成 24年度年会準備状況（本間）：報 1，当日追加資料のポスター原案（報 1-2 とする） 
	 本間年会実行委員長から今年度の名古屋年会（9月 22日（土）-24日（月））の準備
状況の報告があった．参加者 1300-1500 人，発表 900-1000 件を見込んでいる．口頭
300 件、ポスター600 件を想定している．そこで，口頭発表の会場としては，70 名収
容できる会場を 10会場予約し，のべ 700人収容できるように準備している．公開講座
は，9 月 22 日（土）午後に名古屋大学豊田講堂にて開催する予定である．公開講座の
ポスターの原案も提示された（報 1-2右）．また，年会のポスターの原案も示された（報
1-2左）．予算案（報 1）についての報告があった．口頭・ポスター割合の構成が似てい
る仙台年会を踏襲して計算をした．当日の運営はすべて AE企画に委託している． 
	 原則，発表は全て英語．ただし，議論は日本語でも良い，学部生の発表は日本語でも

構わない，というように，座長に柔軟に対応してもらうことが確認された．また，片岡

氏から，ランチョン時に生物物理フォーラム（1時間程度）として，科研費に関する講
演を検討中であるとの報告があった．名古屋大学理学部共催という扱いにすることが話

し合われた．広告・ランチョン企業の確定状況に関して報告があった．予稿集電子化に

ついては，PDF 化（費用見積は前回の運営委員会で提示済）して，本間年会実行委員
長のところのサーバーにパスワード付で置いておき，参加者にダウンロードしてもらえ

るようにできるとの報告があった．ただし，中西印刷のファイルダウンロード機能完成

の時期との兼ね合いになる． 
 

2. 平成 25年度年会準備状況（原田）：当日追加資料（報 2 とする） 
	 原田年会実行委員長代理から，来年度年会の準備状況に関する報告があった．会場は

京都国際会館，日時は 2013年 10月 28日（月）-30日（水）を予定している．また，
AE企画から提案された，今後のスケジュールについても報告があった．少しゆっくり
した提案だったので，前倒しで進めていくよう交渉する．費用概算も示された．各部屋

を必要な時間だけ借りるなどの措置で，できるだけ節約していく方針であるとの説明が

あった．ポスター会場は，京都国際会館のアネックスホールを予定している．懇親会は，

国立国際会館内とグランドプリンスホテル京都の 2 会場のどちらにするか検討中（担
当・寺島）である．広告等については，すでに顕微鏡・カメラ関係の 16 社の内諾が済
んでいることが報告された．法人化に関わるので，京都年会から一般会計予算案（H25
年度予算案）に入れられるように準備中である． 
 

3. 確定申告報告（難波）：報 3 
	 難波会長より，H23年の確定申告に関して報告があった． 



 
4. 出版委員会報告（難波）：報 4，当日追加資料・BIOPHYSICS委員会資料（報 4-2 とす
る），当日追加資料・HP 編集委員会活動報告（報 4-3 とする） 
	 難波会長から，H24 年度第 1 回の会誌「生物物理」編集委員会に関する報告があっ
た．「生物物理」投稿規定変更と執筆料の廃止について報告があった．会誌のWeb化を
始めて，状況を見つつ，紙媒体の廃止を検討していくことが報告された．会誌の一括ダ

ウンロードも，論文別ダウンロードもできるようにサービスを検討中であることが説明

された．個人購読，各号ごとに購入などの仕組みに関して提案があった．しかし，収益

事業は課税対象になる可能性があり，今後よく検討しなければいけないとの指摘があっ

た．また，個人購読の受付をするなら，PDF にパスワードを掛ける必要があるが，執
筆者は広く読んで欲しいと思っているはずで，今後これらを検討すべきとの説明があっ

た． 
	 石渡 BIOPHYSICS編集委員長から，欧文誌 BIOPHYSICSの編集委員会に関して報
告があった（報 4-2）．依頼論文，新 Associate Editor候補，について報告があった． 
	 相沢 HP編集委員長から，HP編集委員会について報告があった（報 4-3）．HP上で
の意見募集機能の導入計画について説明がされた．学会の年間予定表の導入を検討して

いることが報告された．HP編集委員会では，Twitter，Facebookによるに学会ニュー
スの配信ついて議論を行っており，おそらく実現可能である．現在，生物物理学会のニ

ュースは 1ヶ月まとめてメールで配信されているが，これをリアルタイムで配信できる
という点で利点がある．一方，双方向コミュニケーションに関しては HPが荒れること
もあるので，難しいのではないかとの見方が示された．また，分野別専門委員への依頼

について説明があった．A4 一枚程度で，自分の研究をからめつつ，その分野の解説を
作ってもらい，英語版は必ずしもなくてよい．このようにハードルを下げて作業しやす

くし，分野別専門委員に，トピックスを記述してもらうということを検討しているとい

うことが報告された．永山氏から，紙媒体廃止・電子化，個人購読，HPとの連動など
に関しては，包括的に議論すべきで，個別に対応していても難しいのではないかとの指

摘があった． 
 

5. BIOPHYSICS論文賞選考委員会報告（難波） 
	 BIOPHYSICS論文賞選考委員会について，難波会長から報告があった．副委員長は，
石渡氏に決定されたことが報告された．6月中に受賞者が選ばれて，年会で講演をして
もらい，記念品として盾（デザイン検討中）を贈呈する予定であるとの説明があった． 
 

6. 男女共同参画・若手問題検討委員会報告（原田） 
	 原田委員から，男女共同参画・若手問題検討委員会に関して報告があった．年会のシ

ンポジウムのタイトルは，「博士号を取得して多用なキャリアパスを手に入れる（仮題）」，

講師 3名（人材派遣企業ポスドクスタイルから 1名，実例紹介 2名：ポスドク→企業，
ポスドク→企業→アカデミアの 2名）の予定が検討されていると報告された．また，若
手奨励賞の選考委員会の候補（第 1次審査 10名．第 2次審査 10名）が提案された． 
 
 



7. 男女共同参画学協会連絡会報告（原田） 
	 男女共同参画学協会連絡会に関して，原田委員から報告があった．夏休みに，女子高

生若手夏の学校を行うこと，シンポジウムが 10 月にあることが報告された．要望書は
3月末くらいに，学協会名で提出済であるとの報告があった． 
 

8. IUPAB・ABA関連報告（永山） 
	 永山氏から，IUPAB・ABAに関して報告があった．拠出金の支払いに関して学術会
議で問題になっている．他国では拠出金が払えず脱会を申し出るところもある．現在，

日本は学術会議が支払っており，今年度は大丈夫である．しかし，日本も人ごとではな

い．今後は活動報告書などの提出が必要となってくる可能性がある． 
	 Biophysical Reviewsに，大沢先生のインタビュー記事と，それに続く日本のコント
リビューションを世界に示す記事を載せることが提案された． 
 

9. 日本学術会議報告（難波） 
	 難波会長から，日本学術会議に関する報告があった．1月 9日に，公開シンポジウム
「先端的異分野融合を核とした構造生命科学の飛躍に向けて」が行われ，盛況であった．

これはすでに立ち上がっている CREST「構造生命科学」と関連している． 
 

10. 生科連報告（光岡）：報 10 
	 光岡委員から，生物科学連合（加盟学会数２６学会）に関する報告があった．事業強

化（情報発信の強化，日本のジャーナルの発信力強化，加盟学会の増大）を目指すため，

各学会に対する会費値上げの要請があった．値上げを承諾することに関して，運営委員

会で承認された． 
 

11. 会員システムの機能拡張について（須藤、神取、政池）：報 11 
	 会員システムの機能拡張について須藤委員から報告があった．機能拡張に関する費用

は，中西が半額負担，生物物理学会が半額負担ということになった．運営委員会にて，

報 11に示された全ての機能を導入するということが決定された． 
 

12. 広告について（須藤、神取、政池）：報 12 
	 会誌「生物物理」の広告について須藤委員から報告があった．3 号（6 月号）はまだ
間に合うので，引き続き，広告キャンペーンを続けて欲しいとの要請があった． 
 

13. 修士キャンペーンの継続について（須藤、神取、政池）：報 13 
	 会員数増加キャンペーンについて須藤委員から報告があった．この制度の利用者は，

2010年度・2011年度各 1名ずつであり，あまり効果はなかったとの報告があった．運
営委員会で，このキャンペーンは廃止することに決定された． 
 

14. 賞・助成金推薦委員会報告（難波）：報 14 
	 本学会から推薦した塚崎智也氏が，文部科学大臣表彰「若手科学者賞」を受賞するこ

とが報告された． 



 
15. 関東支部の発足について（難波）：報 15 
	 関東支部会が発足し，支部長として東京農工大・太田善浩氏が選ばれたことが報告さ

れた．また，運営委員会で正式に関東支部が承認され，支部長・太田氏が運営委員会に

出席できるようになることが確認された． 
 

16. 支部報告（支部長） 
	 今年度より，九州支部・支部長が，熊本大学・寺沢氏に変わったことが報告された． 
	 北海道支部、中部支部から，支部講演会が盛況に行われたことが報告された． 

 
議題：  
1. 法人化について（片岡）：議 1 
	 片岡法人化 WG 委員長より，学会の法人化に関する次のような現状報告があった．
まず，法人化WGは，3月 5日に中西印刷京都本社にて，税理士に会計に関して相談を
行い，3 月 27 日には，大阪・司法書士総合相談センターにて，司法書士に相談を行っ
た（議 1・p.5）．今年度の名古屋年会で示される予算案で，来年度の京都年会を一般会
計一本化することを提案する必要がある．支部会費・若手の会への助成は，外部団体へ

の助成と捉えることができるため，支部会等を会計一本化する必要はない．ただし，支

部ごとに会則が必要となる．一方，特別会計は一般会計と一本化すべきである．現在の

会長・委員の選び方は，法人法の理事・社員を選ぶ方法に整合しないので変える必要が

ある． 
	 税理士に顧問をお願いすることが承認された． 
	 また，法人化の手続きに関する説明があった（議 1・p1）．生物物理学会は非営利一
般社団法人化を目指しており，2人以上の設立者が必要であるが，このステップはクリ
アしている．定款（議 1・p.7）に書かなければならないこと（議 1・p.1）に関して，
説明があった．主たる事務所の所在地をどうするか，中西印刷に依頼し続けることで良

いのかは議論する必要がある．設立に必要な経費として，定款認証手数料 5 万数千円，
登録免許税（登録手数料）6万円が必要となる．非営利一般社団法人では，収益事業に
関してのみ課税され，寄付金や会費収入等の共益事業に関しては非課税となる．したが

って，公益社団法人にならなくても税制的にはあまり変わらない． 
	 非営利一般社団法人化には，主たる事業として収益事業を行わないこと，理事会を置

くこと，理事（任期 2 年），社員，社員総会は必ず置くこと，評議員は通常置かないこ
と，理事など役員は社員総会の決議によって選任するなど，いくつかの条件があること

（議 1・p.2）が説明された． 
	 現行の組織と法人化後の組織の対応関係が説明された（議 1・p.3-4）．会長→理事長
（会長），副会長→理事（副会長），運営委員→理事，委員→社員（代議員）．社員を全

会員とするか，それとも委員だけにするかは，考慮すべきである．なぜなら，社員総会

は，社員の過半数で成立するため，現在の年会参加人数を考えると到底不可能である．

そこで，代議員制をとり，委員が社員になるという方法が現実的である．たとえば，現

在，会長は委員から選ばれるというわけではないが，法人化後は，理事は社員から選ば

なければならない．理事は社員を選んではいけない．このような不整合を直さなければ



いけない．以上を考慮した定款案（議 1・p.7）を元に議論し，司法書士に見てもらう． 
	 登記の費用として，40万円くらいかかるが（議 1・p.5），これを支払うことが承認さ
れた． 
	 「主たる事業として収益事業は行わないこと」についての議論があった．共益事業は

非課税であるので，会誌出版事業は非課税でよい（共益事業の一つ）．しかし，出版事

業のうちニューバイオフィジックスなどの出版は収益事業とみなされるので，非課税で

はない．その他に関しても，収益事業だとみなされた部分に関しては，課税対象になる

可能性がある． 
	 第 3回運営委員会（7月）までに，委員の数，事務局所在地，予算案，選挙方法に関
して議論して，その後司法書士に持って行くという流れで作業を進めるとの確認で一致

した． 
 

2. 平成 25年度予算（案）（光岡）：議 2 
	 光岡氏より，平成 25 年度予算案の説明があった．この予算案を元に，税理士お願い
した後，総会では 1本化したものが示される． 
	 原田委員から，生物物理のパンフレットの増刷と，生物物理グッズのクリアファイル

の増刷が必要になっているとの報告があり，啓蒙活動の予算を割くことが話し合われた． 
	 運営委員会にて以上の予算案が承認された． 
 

3. 平成 25年度次期会長候補者推薦状況報告および選出について（南野）：議 3 
	 次期会長候補選挙が行われ，選挙結果が運営委員会で承認された． 
 

4. 平成 25・26年度委員候補者推薦結果について（南野）：議 4 
	 南野委員より，平成 25・26年度委員候補者推薦の結果について報告があった．投票
数 155通，推薦数 957名であった．学会員 3名以上からの推薦のあった上位 104名が
委員選挙の候補者となった．なお，最大得票数は 16 票であった．これら候補者につい
て，運営委員会にて承認された． 
 

5. 平成 25年度次期会長および平成 25・26年度委員選挙要項（南野）：議 5 
	 南野委員より，平成 25 年度次期会長および平成 25・26 年度委員選挙の公告と要項
（議 5）について提案があり，運営委員会にて承認された． 
 

6. 会誌編集地区委員の交代について（難波）：議 6 
	 難波会長より，北海道地区委員の新井由之氏の異動に伴い，寺元央氏（北海道大学）

に委員が交代となったとの報告があり，運営委員会にて承認された．なお，寺元氏の任

期は H24年 12月 31日までとなっている． 
 

7. 会誌の電子化について（難波）：議 7 
	 難波会長より，邦文誌「生物物理」の電子化に関する現状報告と，議題の提案があった．

現時点で，すでに紙媒体を不要としている人には，学会員ページで「紙媒体の会誌不要」の

チェックボックスを設けて，郵送しないというような対策を取り，少しでも減らせる分は減



らしていくのが良いのではないかとの提案があった．会誌の電子化において，中西印刷は

HTML形式が良いと強く主張している．しかし，ユーザー（会員読者）は PDF形式を好ん
でいると考えられる．印刷媒体のレイアウトはよく工夫されていて読みやすいので，PDF
形式がやはり読み安いとの意見が出された．運営委員会では全会一致で，HTML 形式では
なく，PDF媒体が適していると結論が出された． 

 
8. 一般講演会「PDBデータバンク:生命科学・創薬の情報基盤」後援について（難波）：議 8 
	 難波会長より，一般講演会「PDB データバンク:生命科学・創薬の情報基盤」（wwPDB 
Foundation 主催）の後援について説明があった．通常，共催・協賛・後援に関しては，費
用が掛からない限り，学会として認めている．したがって，今回の講演会に関しても後援す

るということが，運営委員会にて承認された．	 

	 

連絡事項：  
1. 次回運営委員会日程について（難波） 

2012年 7月 21日（土）13時～ 
（10時 30分より出版委員会、11時より男女共同参画・若手問題検討委員会開催） 

2. 第 6回運営委員会日程について（難波） 
2012年 11月 17日（土）13時～ 

 
 


