
2019 年度 SPring-8 ユーザー協同体 第３回評議員会 議事録 

⽇時：2020 年１⽉ 11 ⽇（⾦）11 時 00 分〜11 時 50 分 
場所：ウインクあいち（名古屋市中村区名駅４丁⽬４−38）９階 ⼤会議室 902  
出席者：⽔⽊純⼀郎(会⻑)、東 正樹、⾜⽴伸⼀、⽯井賢司、岡島敏浩、尾嶋正治（顧問）、

坂⽥修⾝（副会⻑）、⽥中義⼈（⾏事幹事）、辻 淳⼀、野中敬正、⼭⼝浩司、⼭本 
融、有⾺孝尚（SPring-8 利⽤委員⻑）、⽚⼭芳則、岸本浩通、⻄原克浩、藤原明⽐古
（庶務幹事）、三⽥⼀樹 

幹事・執⾏部：本間穂⾼（副会⻑）、若林裕助、⻄堀⿇⾐⼦、⽊村昭夫（次期会⻑）、⼤和⽥
謙⼆、吾郷⽇出夫、⾼尾正敏、初井宇記（選挙管理委員⻑） 

オブザーバー：⼭⼝ 章、櫻井吉晴、⽊下豊彦、⼤端 通、伊藤博幸
事務局：坂川琢磨

議題： 
1. 会⻑挨拶

新年の挨拶に続いて、評議員から多様なご意⾒を頂くことで SPring-8 をより使い良
くし、これを良い成果の創出につなげて⾏きたいので、協⼒をお願いしたいとの趣旨
の挨拶があった。 

2. 議事録確認（資料１）
藤原庶務幹事から、議事録案の確認依頼があった。評議員会終了までに異議はなく、

原案にて承認された。 
報告事項 
3. 第９回評議員選挙結果（資料２）

 初井選挙管理委員⻑から、問題なくウエブ投票が⾏われ当選者が決まったことが報
告された。 

4. ⾏事幹事報告
4.1. ⾏事開催状況（資料３）

⽥中⾏事幹事から共同主催の⾏事である「SPring-8 シンポジウム 2019」と「第 3
回 SPring-8秋の学校」が開催されたことが報告された。 

4.2. SPring-8シンポジウム 2019開催報告（資料４） 
 ⽥中⾏事幹事から、開催⽇時、開催地、各種委員会委員⻑名、シンポジウムならび
に懇親会参加者数、シンポジウムのテーマ等、SPring-8シンポジウム 2019 の概要が
報告された。また詳しい報告記事が SPring-8/SACLA利⽤者情報誌に掲載されている
ことも報告された。「パネルディスカッション」のセッションについて別途詳しく報
告があり、パネリストとモデレータ名、パネルディスカッションの⽬的、「BLの再編」
と「SPring-8-IIの光源性能を活かした研究」という⼆つの議題のそれぞれでの討論の
内容について報告があった。また、半年間隔で交互に開催されるBLs アップグレード
検討WGと SPring-8シンポジウムで継続した情報共有と意⾒交換を継続したいとの
発⾔があった。 

4.3. 第 2 回 BLsUG検討WS の開催計画（資料５） 
 ⽥中⾏事幹事から開催⽇時、開催場所、開催趣旨について報告があった。具体的な
開催趣旨として「第１回WSや SPring-8シンポジウム 2019 の議論、技術開発動向、
BLアップグレードの具体的プラン、検討事項を共有し、BLアップグレードに向けた



議論を継続する」が紹介された。 
4.4. SPring-8シンポジウム 2020開催計画（資料６） 

 ⽥中⾏事幹事から開催計画として、開催⽇時、開催場所、組織委員⻑等について報
告があった。 

4.5. 第３回 SPring-8秋の学校開催報告（資料７） 
 ⼤和⽥⾏事幹事から、参加要件のある夏の学校より対象者を拡⼤している秋の学校
の特徴、プログラム構成、第２回に⽐べた参加者の増加、社会⼈からの費⽤徴収の実
施について報告があった。また、評議員への秋の学校についての情報拡散依頼と、グ
ループ講習企画を提案した研究会への謝辞と今後の協⼒依頼があった。 
 藤原庶務幹事からの⾏事報告全般に対する質問の有無の確認に対し、会場からの質
問等はなかった。 

5. 会計幹事報告 
5.1. SPring-8シンポジウム 2019決算・実績（資料 8） 

 ⻄堀会計幹事から、前回評議員会以後に確定した収⽀が報告された。参加費収⼊の
増加、SPRUC が受領した岡⼭⼤学補助⾦を会場費に充当し不⾜分を JASR 分担⾦か
ら⽀出した事が補⾜説明された。 

5.2. 2019 年度 SPRUC予算執⾏状況（資料 9） 
 ⻄堀会計幹事から、2019 年 12 ⽉ 27⽇付の現⾦ベースの執⾏状況が報告された。
尾嶋評議員から収⼊の合計と⽀出の合計を⼀致させる調整がされていると思うが、実
質的な収⽀が判り難く、評議員として会計の継続可能性を理解する上では、この調整
部分は不要ではないか」との趣旨の発⾔があった。これに対し会計幹事と藤原庶務幹
事から、最終的に年度末に JASRIからの活動⽀援⾦として上限額の範囲内で SPRUC
の活動に要した実費が⽀払われる仕組みなので、収⽀差額が JASRIからの活動⽀援⾦
の範囲内であれば、収⽀はバランスし、実質的な繰越⾦の減額はない。ただ、期中は
JASRIからの⼊⾦が無いので、繰越⾦を⽀出に当てている。また、利⽤委員会により
研究会への旅費⽀給基準等を⾒直し、それに合致した案件のみ⽀出しているので⽀出
額が少なくなっているとの答弁があった。 

6. 利⽤委員会報告 
6.1. 研究会開催状況（資料 10） 

 有⾺利⽤委員⻑から、研究会開催状況が例年通りであること、旅費⽀給は昨年度改
定された内規に沿って進められていることについて報告があった。 

6.2. 分野融合型研究グループ（資料 11） 
 有⾺利⽤委員⻑から、４課題の想定に対し現在来年度前半で終了する 1課題のみと
なっている問題があること、新規テーマの発掘に関する議論を進める算段として
Science Promotion Board（SPB）を利⽤委員会の下に設置し、１回⽬の会合が第 2 回
BLs アップグレードワークショップに合わせて開かれる事が報告された。 

6.3. SPRUC第 5 期研究会の募集（資料 12） 
 有⾺利⽤委員⻑から、スケジュール等が⽰された。また、SPring-8-II 等の⾼度化に
向けた活動を研究会活動に含めることを提⾔勧告する⽂章を募集時に配布する事が
報告された。 
 利⽤委員会報告の最後に、⽊下オブザーバーから、分野融合型研究に対する JASRI
の対応として、これまでの１期 2 年限りの「新分野創成利⽤」制度を、さらに 2 年間
の延⻑が可能な「新分野開拓利⽤」制度に改め 2020B期より募集を開始（2020 年 2



⽉頃）する事、既に SPring-8 の UIサイトに「新分野開拓利⽤」における研究グルー
プ募集に関する情報が掲載されている事が紹介された。 

7. その他 
 新しい提案はなかった。 
  

審議事項 
8. 特別総会議事（資料 13） 

 藤原庶務幹事から特別総会の議事内容について説明があった。この中で議題７「その
他」で「HAXPES 共⽤ビームライン計画についての SPRUC 研究会」の案内を⾏う事
が提案された。この研究会が、BLs アップグレードワークショップと SPring-8シンポ
ジウムのパネルディスカッションの流れを受けたユーザー側と施設側の意⾒交換をす
る場であり、今後のユーザーと施設の間の議論の先導的な例として分野外の⽅に紹介
したいとの意図が個別の研究会の開催案内を⾏う理由であると説明された。また⽊村
次期会⻑の挨拶を議題７「その他」に含めることも提案された。いずれに対しても会場
から発⾔はなく、実施することとなった。 

9. その他 
 特に発⾔はなかった。 
 

懇談事項 
10. Science Promotion Board（SPB）の設置（資料 14） 

 ⽔⽊会⻑から、ボードメンバーや１回⽬の会合⽇程等が⽰された。また将来の SPB
の位置付け等も SPBの議論の対象に含まれると説明があった。当⾯の具体的な議論の
項⽬として分野融合のテーマと取りまとめ役を担う⼈選の進め⽅等が想定されること
も述べられられた。この発⾔に対し会場から発⾔はなかった。 

11. SPring-8シンポジウム企業展⽰（資料 15） 
 藤原庶務幹事から、予算的⾃⽴性を⾼めるため開催費⽤の⼀部補填に充てることを
⽬的とした企業展⽰を SPring-8シンポジウムで⾏う⽅針について提案があり、これに
対する評議員の意⾒を求めた。情報として、企業展⽰を希望する具体的な申し出がある
ことや、企業展⽰を⾏なうに当たっての懸念事項等も藤原庶務幹事から説明された。尾
嶋評議員から、企業の⾃由意志があれば賛同できるとの意⾒、ならびに収⼊⾒込みにつ
いての質問があった。10 社弱の⾒込み数であること、また開催期間も短いため⼤きな
収⼊は⾒込んでいない事、まずは進める事が重要と考えているとの返答が藤原庶務幹
事からあった。また放射光学会年会と⽐較した場合、参加企業の業種もより限られたも
のとなるだろうとの意⾒が述べられた。その後、評議員会で賛同を得られたという総括
とこれを受けシンポジウムの委員会でも検討をしたいとの発⾔が藤原庶務幹事からあ
った。 
 藤原庶務幹事からその他の懇談事項の有無の確認があったが、会場から発⾔はなか
った。 

連絡事項 
12. 今後の予定（資料 16） 

 藤原庶務幹事から今後の予定について資料に沿って紹介があった。 
  第 2 回 BLs アップグレードワークショップの式次第のたたき台が⽰された。 
  ⽊下オブザーバーから産学連携に関するネットワーク構築への協⼒依頼があった。 
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