
平成 25年度	 第 3回日本生物物理学会運営委員会議事録（案） 
日時：2013年 7月 20日（土）13：00～ 
場所：新大阪丸ビル本館 4階	 403号室 

 
出席者：難波、石島、有坂、神取、須藤、高田、瀧ノ上、寺北、出村、永井、林、南野、

政池、村上、原田、七田、山下、片岡、垣内 
 
報告事項：  
1. 平成 25年度年会準備状況（七田・山下）：報 1 
	 山下氏より，今年度の京都年会の準備状況が報告された．当初予定より演題登録締切

を 1週間延期させ，1077件の演題登録があった．一般演題 937件，残り 140件は賞と
シンポジウム演題となった．シンポジストの演題未登録があるので，現在回収中であり，

演題数は微増の予定である．参加登録は 7/5時点で 1,146件となっている（名古屋・姫
路年会を上回っている）．ランチョンは 12枠（13企業・団体），展示は 39小間，予稿
集広告は 29.5ページ，アプリバナー広告は 2件となった． 
	 全体の年会スケジュールに関しての説明があった．市民講演会は「生命を”看る・観

る”」という題目で，10/27に京大芝蘭会館で開催される．講演者は理研 CDB高橋政代
氏，大阪大柳田敏雄氏である．通常プログラムに関しては，今年度は例外的に男女・若

手シンポが 3日目に移動になった． 後に，会期期間の運営体制の説明があった．名古

屋年会同様，エー・イー企画に運営全体を依頼している．年会当日の運営アルバイトの

募集を年会実行委員の研究室の学生を中心に開始したところである． 
 

2. 平成 26年度年会準備状況（出村）：報 2	 
	 出村委員から H26年度の北海道年会に関する準備状況が説明された．会期は，2014
年 9月 25日-27日で，懇親会は 9/26に行われる．会場は，札幌コンベンションセンタ
ーである．懇親会会場は札幌パークホテルであり，年会会場から懇親会場までは貸し切

りバスで移動できるように手配している．市民講演会は，9/28を予定している． 
 

3. 出版委員会報告（石島）：報 3	 
	 原田氏から会誌編集委員会についての報告があった．会誌の電子化に伴う編集方針に

ついては，引用文献の書式をそろえて DOI 番号も付すこと，電子化した記事にはペー
ジ番号ではなく ID番号を付すことが説明された．また，書評欄は，独立した欄を設け
ることが説明された．JACSなどのように，グラフィックアブストラクトを著者に用意
してもらうことを検討しており，表紙の図・写真の選出も検討されていることが説明さ

れた．ただし，予算等の関係があるので，総合的に判断するため検討を続ける．会誌の

電子化に伴う投稿規定の改訂に関する説明もあった．文字数の記載を，「〜文字以内」

から，「約〜文字」と変更することになった．PDF化に伴い，カラー図版の制限を外す
ことにした．引用文献に関して，DOI 文献の記載仕方を記載することにした．また，
媒体によって PDF 版の緑色が蛍光緑色に表示される問題を改善することが説明された．
出村委員から，年会用の紫ページの扱いに関する問い合わせがあり，編集委員会で今後

検討することになった． 
	 神取委員から BIOPHYSICS誌編集委員会の報告があった．前回の編集委員会から 3
ヶ月強で 9編の投稿があり，この調子だと過去 高の年間 30編を超える可能性が期待



できる．副委員長制度についての説明と委員名と役割分担の説明があった．伊藤悦朗氏，

由良敬氏，老木成稔氏を中心に永井健治氏，野地博行氏，神取秀樹氏，石森浩一郎氏，

安永卓生氏が活動する．6/21の編集委員会特別会議では，impact factorの取得，PubMed
への掲載について議論がなされた．また，石渡委員長から，アジア・オセアニアのエデ

ィタへの貢献と積極投稿のお願いに関するメールを送ることが説明された．さらに，本

運営委員は任期中に 1 回は投稿することをお願いしたいという説明があった． 後に，

投稿料の値上げを検討していることが説明された．現在までは，積極投稿を促すため，

投稿数が増えれば増えるほど赤字が増えるような安価な投稿料（1.5 万円＋0.5 万円/ペ
ージ）に設定しているので，今後は，赤字幅の削減ができるような価格設定（2.5 万円
＋0.5万円/ページ）に変更にすることが提案され，本件は，本運営委員会で承認された． 
	 ホームページ編集委員会に関して，石島委員から報告があった．分野別専門委員への

研究紹介記事の依頼予定，邦文誌電子版の通し番号の記載，邦文誌ダウンロードの際の

アンケートの廃止，研究助成金・賞の文言の修正，会長による法人化の説明文を目立つ

場所に入れること，Facebook・Twitterのリンク，欧文誌投稿規定等の改定掲載につい
て報告された．次に審議事項について説明があった．法人化後の HPは，模様替え程度
の変更にすること，支部および若手の会は別団体であることを明確にして分けること，

法人化前のものはアーカイブとして整理することが提案された．ホームページに歴史的

かつ教育的に非常に価値のあるビデオアーカイブを構築することが検討されていると

の説明があった．邦文誌との連携として，邦文誌の宣伝を記載することが提案された．

企業アイコンの順番をランダム化すること（見積約 2万円）が提案された．以上は本運
営委員会で承認された．また，ニュースとカレンダーの英語版増設について提案があっ

た．ニュースおよびカレンダーの両方の英語版の増設（約 12万円），カレンダーのみ英
語版増設（約 7万円）の 2つの選択肢が示され，カレンダーのみ英語版増設を行うこと
が運営委員会で決定した． 
	 石島委員から，中西との業務委託契約内容について説明があった．7/26 に中西印刷
との交渉を行うことが予定されている． 
 

4. BIOPHYSICS論文賞選考委員会報告（難波）：報 4	 
	 難波会長より，第 2 回 BIOPHYSICS 論文賞の結果報告があり，Metsugi et al. 
"Sequence analysis of the gliding protein Gli349 in Mycoplasma mobile", vol. 1, 
pp.33-34 (2005) が選ばれたことが説明された． 
 

5. 男女共同参画・若手問題検討委員会報告（有坂）：報 5（当日配布）	 
	 有坂委員長より男女共同参画・若手問題検討委員会の報告があった．京都年会におけ

る男女共同参画・若手問題検討シンポジウムは，昨年同様「博士号を取得して多様なキ

ャリアパスを手に入れる」をテーマとし，女性 2名，男性 1名の方に講演をして頂くこ
とになった．また，京都年会では，シンポジウムが 3日目に動かされてしまったが，本
シンポジウムの重要性を考え，北海道年会からは元の 2日目に戻して欲しいとの意見が
出された． 
	 次に，若手奨励賞の審査結果が報告された．選考の結果，10 名が若手奨励賞招待講
演者となった． 
 

6. 男女共同参画学協会連絡会報告（有坂）：報 6	 



	 有坂委員長から，男女共同参画学協会連絡会に関する報告があった．第 3回大規模ア
ンケートに関しては，解析作業の担当者は出せないが，生物物理の生データを物理学

会・動物学会に利用してもらうことになった．つぎに，女子中高生夏の学校への参加に

ついて説明があった．有坂委員長の代わりに，由良前委員長を中心に，若手の会の学生

と連携して進めることになった．林委員より，若手の会と一緒に啓蒙活動を進めている

ことについて説明があった．そのような企画に若手の会のメンバーに手伝ってもらう場

合には旅費が必要となることが説明され，今後も若手と連携して進めるために，予算を

付けることが提案され，運営委員会で承認された． 
	 後に，学協会連絡会で議論になった学協会の予算に関して説明があった． 
 

7. 平成 26・27年度委員選挙結果報告（南野）：報 7	 
	 南野委員から，選挙結果について報告があり，投票数 502 票で，27 名の委員が選出
された．選出された委員の 高得票数は 91票で， 低得票数は 42票であった． 
 

8. 平成 24年度会計監査報告（難波）：報 8	 
	 難波会長から，会計監査に関する報告があった． 
 

9. 企画・啓蒙活動状況報告（林）：報 9	 
	 林委員から，企画・啓蒙活動について報告があった．文科省の「一家に 1枚ポスター」
に採択が決定された．林委員がキャラクターデザインを担当する．本件の実行部隊とし

て東北大の鎌形氏と福岡氏の推薦があり，加えてもう 2 名を担当に選ぶことになった．
パンフレットは，「一家に 1枚ポスター」の延長として企画している．「大学院で学ぶ」
のページでは，学生 2 名の記事を載せるため，運営委員会で推薦を募ることになった．
年会情報に関して，学部生・中高生は参加費無料であることを掲載してアピールしても

良いのではないかと提案があった． 
 

10. IUPAB・ABA関連報告（永井）：報 10	 
	 永井委員から，外交・国際交流担当の報告があった．ABA 日本支部運営委員を永山
氏・片岡氏・野地氏に変更した．ただし，日本での運営は，従来の永山氏・片岡氏・曽

我部氏に加え，野地・由良の体制で進めて行くことになっている．8th ABA symposium 
5/26-29@Jejuで開催された．次回は 2015年に中国杭州で開催予定である．IUPABは
8/3-7にオーストラリア・Brisbaneで開催．IUPABの 2つの Task force（Education of 
Biophysics, Application of Biophysics）のうち，Application of Biophysics について，
生物物理の実用性について発信することになった．たとえば，欧文誌・邦文誌に掲載す

ると同時に，Wikipedia 様の Web ページに掲載していくと良いのではないかとの提案
があり，本運営委員会で，この方針に関して承認された． 
 

11. 学術会議生物物理学分科会報告（難波）：報 11	 
	 難波会長より，学術会議生物物理学分科会の報告があった．今年 9月 17日に公開シ
ンポジウムを開催することが予定されているとの報告があった 
 

12. 生物科学学会連合連絡会報告（難波）：配布資料なし	 
	 難波会長より，生物科学学会連合連絡会についての報告があった．生物学教科書問題



検討委員会が設置され，生物物理学会としては瀧ノ上委員が代表として，検討委員会に

参加することになったことが説明された．また，政府が検討している日本版 NIH につ
いて提言をしたことが説明された．また，今後も注視するよう要請があった． 
 

13. 物理チャレンジ関連報告（難波）：配布資料なし	 
難波会長より，7/7-7/15 にデンマークで開催された第 44 回国際物理オリンピックに関
する報告があった．日本から参加した 5名の高校生のうち，2名が銀，3名が銅という
全員がメダルを獲得するという成果となった． 
 

14. 支部報告（支部長代理）：報 14	 
	 寺沢支部長の代わりに，難波会長から九州支部の例会報告があった．5/13 に熊本大
学で支部例会が開催された． 

 
議題：  
1. 平成 25年度予算執行状況（高田）：議 1	 
高田委員より，6/30 までの中間決算が報告された．順調に推移していることが報告さ
れた． 
 

2. 平成 26年度・平成 27年度予算案（高田）：議 2	 
	 高田委員より，平成 26年度（H26年 1月〜4月），および，平成 27年度（H26年 5
月〜H27年 4月）の予算案が示された．法人化直後の会費は例外的に H26年度・H27
年度合算（12,000円）となる．H26年 1月から 4月までに会費を納入した会員の会費
は，H26年度の収入となるが，H26年 5月以降に納入した会員の会費は H27年度の収
入となるため，H26年度が大幅な黒字，H27年度が大幅な赤字に見えるが, H26年度・
H27 年度を合わせて考えると適切な収支になっている．この予算案について運営委員
会で承認された．事業年度の呼称に関して，分かりにくいとの指摘があり，どうにかで

きないかとの議論になった． 
	 次に，会費の値上げについて提案があった．法人としての安定した活動を行うこと，

新たな事業を展開することを考えた場合，値上げを行うことが必要ではないかという議

論になった．様々な議論の結果，値上げに関して，運営委員会で承認された． 
 

3. 法人化について（片岡）：議 3	 
	 難波会長・片岡法人化実行委員長から法人化について報告があった．5/22 に阪大で
法人化の打ち合わせが行われた．支部・若手の会は，法人化後は，会計的に完全に切り

離す必要がある．したがって，支部費の支給は，支部からの申請性とすることになる．

代議員の候補者推薦は，2段階に分けて行う．第 1段階は正会員 3名以上，若手，分野
別専門委員からの推薦で，候補者 150 名程度に満たない場合，第 2 段階として，候補
者リストを提示した上で各地域に候補者推薦を依頼する．選挙はWeb投票ではあるが，
選挙日程等の連絡は，全会員に郵送にて送付する．一般社団法人への移行手続きが完了

次第，現行の日本生物物理学会は解散し，来年の 1月をもって新生の一般社団法人日本
生物物理学会が発足する．法人化後は，運営の透明性，会計の透明性，コンプライアン

ス遵守が特に重要となることが片岡委員長より説明があった． 
 



4. ロゴマークの募集について（難波）：議 4	 
	 難波会長より，法人化を機に，ロゴマークを変えることが説明された．ロゴマークの

作成は会員からの募集形式にする．採択された会員には賞金（5万円）を授与すること
が提案され，運営委員会で承認された． 
 

5. 各種システムの導入について（須藤・神取・政池）：議 5	 
	 庶務担当の須藤委員より，選挙システムについて説明があった．今年度の選挙でWeb
ベースの新システムを運用したが，特別問題なく実施できた．システムの改良のために，

いくつか費用のかかるものがあることが説明された．誤投票防止のため，クリック箇所

の設定を変更すること（13,000 円），および，名簿検索を仮名昇順に変更すること
（78,000 円）の 2 つが必須であることが説明された．難波会長から，それに加えて，
選挙システム管理画面・入力文字数表示機能（17,000円），選挙システム管理画面・コ
ピー機能（67,000円）も追加導入すべきではないかとの提案があった．以上に関して，
価格等に関しては中西と交渉する余地があるが，導入に関しては運営委員会で承認され

た． 
 

6. 国外からの年会参加者の参加資格について（難波）：議 6	 
	 難波会長から国外からの年会参加者の参加資格について説明があった．海外の機関に

所属している人は会員同等の資格で参加できることについて，学会 HPに掲載すること
が説明され，承認された． 
 

7. 平成 27年度年会開催地について（難波）：議 7	 
	 難波会長より，アンケートの結果，東京を推薦する声が多かったことと，近年開催さ

れていないことから，東京での開催が良いのではないかとの提案があり，承認された． 
 

8. 次期監事候補について（難波）：資料なし	 
	 難波会長，片岡氏を次期監事候補とすることが承認された． 
 

9. 名誉会員の推挙について（難波）：議 9	 
	 難波会長から，規定に則り，片岡幹雄氏と木下一彦氏を推薦する説明があり，運営委

員会にて承認された． 
 

10. 生理学会生物物理学会合同シンポジウムについて（石島）：議 10	 
	 生理学会から連携シンポジウムの依頼があり，連携シンポジウムを行うことが運営委

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） 
第 4回運営委員会（旧運営委員会）	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 10月 28日（月）12：20〜13：20	 国立京都国際会館 5階 Room 553 
新旧合同委員会	 	 10月 28日（月）18：40〜19：40	 国立京都国際会館 1階 Room F 
第 5回運営委員会（新運営委員会）	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 10月 30日（水）16：00〜17：00	 国立京都国際会館 1階 Room F 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 （後日の時間調整により、10月 30日（水）13：30〜14：30に変更） 
第 6回運営委員会	 12月 21日（土）13：00〜 


