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＜運営委員会報告＞
第７４回 運 営 委員会 回 折 構 造 生 物 国 際シンポジウム
(ISDSB)の海外開催について
開催期間： 平成１９年６月１１日〜8月８日
討議内容： ISDSBの国際諮問委員会委員であるJohn
Helliwell教授の提案に基づき、海外のlocal committeeに
開催許可を与えることについての是非を6回に亘り議論し、
全会一致で承認した。
その後総会に２回諮り、
この件は承諾
された。詳細は
「ISDSBの国際化」
を参照。
第７５回運営委員会 ロゴマーク
開催期間： 平成１９年６月２８日〜７月１４日
討議内容： 本委員会設置後７年になるが、未だシンボル
マークは決められていなかった。今回の議論でシンボルマー
クを運営委員会で議論した後、総会にて決定した。詳細は
「待
望のシンボルマーク誕生」
を参照。
第７６回運営委員会 活動報告書
開催期間： 平成１９年７月１３日〜７月１８日
討議内容： 日本学術振興会に提出する、平成１８年度の
活動報告書を委員長がまとめその承認を求めた。
第７７回運営委員会 ISDSB2007の会計監査委員の決定
開催期間： 平成１９年８月９日〜８月３０日
討議内容： 討議の結果上記会計監査委員として安達宏
昭委員及び杉尾成俊委員か選出され両氏共に監査委員にな
ることを承諾した。
尚、本監査委員は169委員会に対してのみ
責任を持ち、法規的な責任はない。
第７８回運営委員会 第２４回研究会開催について
開催期間：
平成１９年８月３０日〜９月８日
討議内容： 茨城県の東海村に建設中のパルス中性子利
用施設の見学をかねて、第２４回研究会を東海村で行う件が
新村信雄委員より発議され、承認された。詳細はプログラム
を参照。
SDSBの国際化
第１６９委員会委員長

坂部知平

話の発端は４年前、第１６９委員会が主催した第１回・回
折構造生物国際シンポジウム
（ISDSB2003）
をつくば国際
会議場で開催した時、国際諮問委員のJ.Helliwell教授が、
ISDSB2003を高く評価され
「Ｘ線、
中性子、電子線の回折を
利用した構造生物学者が一堂に会する会議は世界的見知か
ら見てもこの会議しかない、
これは日本発の素晴らしい会議
だ。是非、海外での開催も考慮して欲しい」
と云われた。
第２回に当たるISDSB2007を開催するに際し、
ハワイ開催
も検討したが、今回は東京開催がきまった。会議に先立ち、現
在ヨーロッパ結晶学会(ECA)会長を務めている、J.Helliwell
教授から、第３回ISDSBを2010年にパリで開催したいと言
うメールを頂いた。原文のコピーを次ぎに掲げる。
I now (yesterday) had chance to start e-discussion
with Roger Fourme. He is also enthusiastic as am I
about ISDSB and ISDSB 2010 possibility. Our need
currently is to make some preliminary checks of
feasibility regarding the sitting, which looks nicely

as a possibility of SOLEIL ie Paris. From our side
please do appraise the 169th Committee that if
you, they and Japanese Colleagues would support
us further then we will continue firming up our
definite proposal in good time for the ISDSB 2007
Closing Ceremony.
ISDSBを高く評価して頂いたことは名誉であり大変有り難
いことであるが 、パリで開 催すると云うことは、これまで
ISDSBは第１６９委員会が主催する会議であったが、国外の
団体との共同主催を認めることになりる。別の言い方をする
と、
ローカルな国際会議が世界規模の国際会議に発展する
事である。第１６９委員会に取って大きな問題であるため、
メ
ールによる運営委員会を８回開催し多方面から検討を行い、
最終的には本委員会の方針を下記した手紙のように堅持す
る事で、運営委員会は国際化を認めた。
しかし、
これは運営委
員会のみでは決められない重要な案件と判断し、
メールによ
る総会を２回開催し、
１名の反対はあったが、多数の賛成に
より、ISDSB2010をパリで開催することが認められた。次ぎ
にJ.Helliwellに宛てた回答文を掲げる。
Dear Prof. J. R. Helliwell
Our Committee ( Diffraction Structural Biology
169th Committee in JSPS) approved the proposal
of Prof. J. R. Helliwell for the 3rd International
Symposium on Diffraction Structural Biology
(ISDSB2010) in Paris. Our committee hopes that
the local committee of ISDSB2010 would keep in
mind following two basic philosophies;
1. ISDSB should focus on Structural Biology with
X-ray, Neutron and Electron beam diffraction
analysis.
2. Program should be prepared based on opinions
both from academia and industries because the
primary aim of our committee and ISDSB is the
cooperation between academia and industries.
Probably the 4th ISDSB will be held in Japan again
because holding the ISDSB in Japan is significant
for our committee members.
.
With our best regards
Chairperson of the 169 committee
Noriyoshi Sakabe
ISDSB2007の開会及び閉会の挨拶で上記のことを明ら
かにした。
現在、J.Helliwell教授（英国）、Roger Fourme教授（フラン
ス）及び坂部知平（日本）
の３人でISDSB2010における国際
諮問委員会委員の選定を行っている。

ISDSB2007集合写真
SDSB2007報告
第２回回折構造生物国際シンポジウム２００７が、
東京都江戸
川区のタワーホール船堀で平成19年9月10日
（月）
から13日
（木）
までの４日間開催されました。
参加者は一般
（招待講演者
も含め）
281名
（内国外50名）
で、
学生の参加は23名に留まり
前回のISDSB2003から比べるとほぼ半減しました。
9月10日
のノーベル賞講演、3件のプレナリー講演に加えて、招待講演
は37件
（2件キャンセル）
が行われました。
ポスターの申し込み
は99件ありほぼ目標を達成したと思ったのですが、
会期中４件
のキャンセルがありました。
特に残念だったのは、
中国からの参
加予定者2名がビザの取得が間に合わず不参加となったこと
です。今回国外からの学生4名（インド１、韓国２、台湾１）
に財
政支援を行ないました。
招待講演者やセッション・オーガナイザーの方々には千代田
区飯田橋のホテルグランドパレスに宿泊していただきました。
会場まで30分弱かかりましたが、
地下鉄都営新宿線で乗り換
え無しでいけることと歩く距離も少ないことから、
ホテルは海外
の方にも好評で、推薦いただいた田仲広明先生にはただただ
感謝です。
シンポジウムが終わった14日朝にはホテルから近い
皇居近傍を散策している招待講演者を数名見かけました。
会場となったタワーホール船堀はロビースペースも十分でし
たし、
ポスター会場の規模も適正で落ち着いて討論できたと思
います。
ただ、
8時30分にならないと建物内には入れないという
ことは減点でしたが。
招待講演の会場のメインホールは椅子は
ゆったりとしていてスライドも見やすく音響効果も優れていまし

たが、
やはり少し大きすぎました。
大体200名前後の参加者で
前の方の空席が目立ったのが残念です。
中川淳史先生から後
ろの座席にテープを張って参加者を前に座らせるようにしたら
との提案を頂きましたが、
何かと忙しく実行できませんでした。
バンケットの会場も雰囲気良く皆さんかなり楽しまれていまし
た。
祝辞を戴いた大橋裕二IUCr会長からも、
このバンケットの
盛況を見れば良いシンポジウムだと分かるとの賞賛を頂きま
したが、
これは司会の若槻壮市先生、
締めを行っていただいた
雨宮慶幸先生他多数の参加者が大いに場を盛り上げてくだ
さったことによります。
今回は前回にない企画として展示とランチョンセミナーを
行いました。
田仲広明先生、
中川淳史先生に責任を押し付ける
形でお願いしましたが、
展示は8件
（内1件はIUCr）
でポスター
会場内で行われ、
なかなかに盛況でした。
ポスター発表の時間
も長いに越したことはありませんが、適切であったと思われま
す。
ランチョンセミナーは12日に2会場で行いましたが、各会
場100名程度の入りで、
参加者、
セミナー担当者とも満足され
ていたようで一安心しました。
ホットトピックスを11日の夜
（19:00-21:00）
行いました。
前
のセッションの終了後、
トピックの開始までの30分間に夜食と
してサンドイッチ200名分を準備しましたが40名分余ってし
まいました。
従ってスケジュールが非常にタイトだったことと関
連約160名でした。
しかし、
創薬、
超高分解能解析、
電子線トモ
グ ラ フィ ー と 話 題 も 豊 富 で 聴 衆 は 大 満 足 で し た 。
シンポジウムが終わって振り返ってみますと、反省すべき点
は色々あります。
始まるまでは不慣れな参加者の名簿作りに追

