
2002年度日本液晶学会第１回理事会議事録

日 時 2002年１月26日（土）13:00－16:00

会 場 弘済会館

出席者 福田敦夫，石井 裕，石原將市，岩橋槙夫，尾崎雅則，折原 宏， 菊池裕嗣，小出志朗，後藤泰

行，近藤克己，関 秀廣，曽根原富雄， 鳥海弥和，内藤裕義，苗村省平，中川謙一，長谷川雅樹，檜山

爲次郎， 藤村保夫，古川猛夫，堀佳也子，村山昭夫，山下 護，吉沢 篤

欠席者 池田富樹，鹿野満

オブザーバー出席 小野間英文（事務局）

１）承認事項

1-1 2001年度第５回理事会議事録の承認

・2001年度第５回理事会議事録を承認した．

1-2 会員入退会の承認

・2001年11-12月期の入退会者を承認した．

・同期の入退会者数は以下の通り．

11月入会 正会員：4，学生会員：0，賛助会員：0，海外会員：0

退会 正会員：4，学生会員：0，賛助会員：0，海外会員：0

12月入会 正会員：3，学生会員：0，賛助会員：0，海外会員：1

退会 正会員：28，学生会員：1，賛助会員：3，海外会員：1

1-3 理事役割分担の修正

・研究委員会担当理事を岩橋槇夫，鹿野満，近藤克己の３理事と修正することを承認した．



・国際液晶学会（ILCS）次期理事として池田富樹国際交流担当理事を推薦することを承認した．

・修正後の各理事の分担は以下の通り．

会長 福田敦夫

副会長 苗村省平(会長代行)，檜山爲次郎，山下護

常務理事 古川猛夫

総務委員会 鳥海弥和，中川謙一

財務委員会 曽根原富雄，尾崎雅則

編集委員会 堀佳也子，吉澤篤

行事委員会 菊池裕嗣，内藤裕義，石原將市

研究委員会 岩橋槇夫，鹿野満，近藤克己

物理・物性 山下護

化学・材料 後藤泰行

ディスプレイ 近藤克己

フォトニクス 池田富樹

リオトロピック 岩橋槙夫

情報委員会 折原宏，長谷川雅樹

広報委員会 小出志朗，村山昭夫

国際交流委員会 池田富樹，藤村保夫

会員委員会 関秀廣，石井裕

将来計画委員会 会長，次期会長，常務，総務

その他必要に応じ前会長など若干名を追加

副会長担当委員会

総務，情報，研究会，学会賞 苗村省平

財務，行事，広報，役員選挙 檜山爲次郎

編集，会員，国際交流 山下護

1-4 理事会委員会の設置

・学会賞選考委員会 (2002年度)



苗村副会長を担当とし学会賞選考委員会を設置することを承認した．

・理事推薦委員会 (2003年度理事選考)

檜山副会長を担当とし2003年度理事推薦委員会を設置することを承認した．

1-5 各種委員会の委員承認

・編集委員会委員，情報委員会委員，サマースクール実行委員，日本液晶 学会討論会実行委員につい

て，各担当理事は委員リストを総務理事に送 付し，総務の確認をもって承認とすることとした．

1-6 協賛依頼の承認

・下記の展示会２件と研究会２件の協賛を承認した．

1．EDEX2002（第17回）電子ディスプレイ展

会期：2002年4月16日～18日

会場：東京ビッグサイト 展示棟西ホール

主催：(社）電子情報技術産業協会

2．SEMI FPD Expo2002

会期：2002年4月16日～18日

会場：東京ビッグサイト西展示場

主催：SEMI JAPAN

3．トライボロジー会議 2002春 東京

会期：2002年5月13日～15日

会場：機械振興会館

主催：(社）トライボロジー学会

4．第６回液晶化学研究会シンポジウム

会期：2002年6月11日

会場：筑波研究コンソーシアム



主催：日本化学会液晶化学研究会

1-7 業務委託の承認

・2002年度業務委託３件（日本学会事務センター，壮光舎印刷，精機通信社）を承認した．日本学会事

務センターとの契約は，同センターと日本液晶学会との間で2001年12月31日付けで締結された。壮光

舎印刷、精機通信社との契約は2001年度締結の契約を自動更新した．

２）報告事項

2-1 総務委員会

・理事メイリングリスト (ＭＬ)，理事作業用ホームページ (ＨＰ) を開設したことが報告され，理事会作

業カレンダーについても設置準備が進められていることが報告された．

2-2 財務委員会

・2002年度予算の執行計画について説明があった．

・2002年4月より実施のペイオフ対策として，学会名義（学会長福田敦夫名義）の定期預金ついて，各口

座とも1000万円以下になるよう口座の新規開設，資金移動を行っている旨が報告された．

2-3 編集委員会

・第１回編集委員会 (1月12日開催) の報告があり，会誌1月号，4月号の編集作業が順調に進んでいるこ

と，ならびに7月号の編集準備が進んでいることが報告された．

・会誌発行に伴う経費節減のため，表紙写真は年間同一の版を使用することを検討したが，各号の内容

を表す写真または図を掲載することが大事であるとの結論に達し，これにともない写真の公募を中止

することにした旨、報告があった．

・白ページを削減するため，研究会等報告の制限字数を厳密にして原稿を依頼することにした旨，報告

があった．



・ 博士論文紹介記事を募集する旨，報告があった．

・ 2002年度１月号会誌において総会議事録が掲載されたが，これに付随する会計報告の詳細（00年決

算，01年予算表および99年決算）は2002年度４月号に掲載することを了承した．

2-4 行事委員会

・2002年度サマースクール開催計画について報告があった．会期は2002年7月31日より8月2日までの３

日間，会場は南阿蘇国民休暇村．会誌4月号にスクール概要，参加者募集を掲載することが報告され

た．

・2002年度液晶学会討論会・講演会開催計画ついて報告があった．講演会は10月8日，討論会は10月9日

より11日までの３日間，会場はともに奈良県新公会堂．会誌4月号に講演募集を掲載することが報告さ

れた．

・今年度より液晶討論会予稿集 CD-ROM を廃止し，国立情報学研究所の電子図書館サービスを利用して

予稿集全ページを公開することが報告された（2001年度第５回理事会承認済み)．

2-5 情報委員会

・第１回情報委員会（1月26日開催）の報告があり，ＨＰ，JLCS-News，会員名簿，各種ＭＬの運営方針

が説明された．

2-6 広報委員会

・2002年度協賛予定の展示会が以下の通り報告された．

1．SEMI FPD Expo2002（2002年4月16日～18日）

2．EDEX2002（第17回）電子ディスプレイ展（2002年4月16日～18日）

3．CEATEC JAPAN 2002（2002年10月1日～10月5日）

4．LCD/PDP International 2002（2002年10月30日～11月1日）

2-7 研究委員会



・第１回フォーラム担当理事／研究委員会担当理事の合同会議（1月12日開催）について報告があった．

・2002年度フォーラム運営委員について提案があり，原案通り承認した．

1．液晶物理・物性研究フォーラム

主査：山下 護（三重大・工）

幹事：大内幸雄（名大院・理）

2．液晶化学・材料研究フォーラム

主査：氏家誠司（島根大・総合理工）

幹事：西山伊佐（横山液晶微界面プロジェクト）

3．液晶ディスプレイ研究フォーラム

主査：近藤克己（日立製作所）

幹事：斉藤伸一（チッソ石油化学）

岡田裕之（富山大・工）

4．液晶フォトニクス・光デバイス研究フォーラム

主査：福島誠治（ＮＴＴフォトニクス研究所）

幹事：栗原清二（熊本大・工）

5．生体関連・リオトロピック液晶研究フォーラム

主査：多辺由佳（産総研）

幹事：木村康之（東京大・工）

・2002年度フォーラム講演会の暫定案が報告された．

2-8 国際交流委員会

・日伊液晶セミナー（SICL-JLCS LC Meeting）の開催計画が以下のように報告された．

主催：イタリア液晶学会、日本液晶学会

日時：2002年7月7日～11日

場所：イタリアシシリー島 Erice



日本側オーガナイザー：

福田（2002年度日本液晶学会会長）

苗村（2002年度日本液晶学会副会長）

池田（2002年度日本液晶学会国際交流担当理事）

藤村（2002年度日本液晶学会国際交流担当理事）

2-9 会員委員会

・賛助会員，正会員の積極的な入会勧誘を行う方針であることが述べられ，具体的な勧誘方法とし

て，1) 入会案内パンフレットの郵送，2) 主催会議，共催・協賛会議および展示会等におけるパンフ

レットの配付，3) 入会メリット (参加費の会員割引) の周知，3) 会費未払い者への積極的な継続働きか

けなどが提案された．

３）審議事項

3-1 総務委員会

・定例理事会では間に合わない緊急事項については理事会ＭＬで審議する ことを承認した．また，理事

会議事録についてもＭＬ審議で承認するこ とを了承した．

・学協会からの協賛依頼を，原則，総務決済とすることを承認した．ただし，理事会判断を要する場合

には，ＭＬ審議に付すこととした．

・国立情報学研究所電子図書館サービス利用のため，液晶討論会予稿集を 貸与，販売することを承認

し，販売価格を１冊8,000円とした．

・法人化に備えた活動記録のアーカイブ化のため，本会主催の討論会，講 演会等（液晶学会討論会，液

晶学会講演会，サマースクール，フォーラム講演会）の予稿集，講演集，テキスト集等を収集する旨

が報告された．収集の窓口を情報委員会担当理事とすること，また，これら予稿集等を購入する必要

ができた場合の購入価格を１冊2,000円とすることを承認した．

3-2 財務委員会



・2001年度決算が若干の赤字になる旨が報告され，財政再建のため中長期的な財務分析を行なうこと，

またこれに必要な措置を2002年会計年度より実施することを承認した．

・上記財務分析の結果をもとに，各事業毎の収支のバランスがとれるよう，2003年度予算案を編成する

ことを決定した．

3-3 編集委員会

・ 学協会の会告記事については，情報委員会と協力の上，入稿のフォーマット化を計ることを決定し

た．

・校正の簡略化について編集委員にて詳細な実行案を検討することを確認した．

3-4 行事委員会

・2003年度のサマースクール，講演会・討論会の開催地を公募すること とし，募集通知をＨＰ，会員Ｍ

Ｌおよび会誌１月号に掲載することとし た．

・2003年度以降の開催地ローテーションについて，上記第一項との関連 も含め次回理事会にて継続審議

することとした．

・液晶討論会において行事担当企画特定分野シンポジウムを開催したい旨 の提案があった．開催の可能

性、企画内容について討論会実行委員会で 検討することとした．

3-5 情報委員会

・日本語ホームページの充実について提案があり，1) トップページを更新すること，2) 行事予定の掲載

を迅速化すること，3) 過去の行事記録をＨＰ上でデータベース化することを了承した．

・行事アナウンスの掲載作業を簡略化するため，定型フォームを導入することを了承した．

・会誌記事のアーカイブ化についても提案があり，引き続き編集委員会と 検討することとした．

・英文ホームページの充実について，英文での液晶情報発信を積極的に行なうこと．英文の校正を実施

することが提案され了承された．また，今後の検討項目として，1) 液晶討論会および液晶講演会の



Abstract 掲載，2)学会誌 Ekisho の全記事の著者連絡先の掲載，3) 各フォーラム主催の研究会も含めた

会議日程の掲載，4) 会員に限定しない海外向け掲示板および質問コーナーの設置，5) 各国液晶学会お

よび Journal へのリンクの充実することなどが提案され，継続して審議することとなった．

・液晶討論会の講演申込に科学技術振興事業団の J-STAGE を利用する可能性について提案があったが，

本年度は採用しないこととし，来期以降については継続審議とすることにした．

・2002年度の運営資金として，サーバー使用料，ホームページ英文校閲費，ホームページ原稿作成費等

の費目申請があり，これを了承した．

3-6 広報委員会

・展示会出展に関わる経費を削減するため，2002年は液晶学会から担当者を派遣せず，主催団体より提

供される無料ブースに会誌等を展示するのみにすることとした（展示物の管理を主催者に依頼できる

こと確認済み)．

・会誌「液晶」に無償にて提供していた広告掲載についても回数を制限することが決定された．掲載回

数については広報委員会決済とし，後日，理事会に報告することが了承された．

3-7 研究委員会

・フォーラム運営の主査一任を見直し，今後はフォーラム担当理事／研究委員会担当理事を中心に

フォーラム運営を進める旨の提案があり，これを了承した．

・上記にともない，フォーラム規則に必要な修正を施すことが了承された．

・フォーラムの対象範囲を拡大するとともに，最先端の研究分野を取り込むことにより，フォーラム活

動を活性化させることが了承された．

・３月末頃までに今年度の各フォーラムの活動計画をまとめ，会誌・ＨＰ等による広報活動，他学会情

報誌への会告掲載，フォーラム企画と関係する企業等へのダイレクトメール (DM) 送付などにより，参

加者の増加を図ることが確認された．

・今年度より，フォーラム委員の中に次年度以降（1-2年先まで）の事業の企画責任者を決め，より長期



的な計画にしたがって継続性のある活動を展開することが確認された．

3-8 国際交流委員会

・日伊液晶セミナーの日本側招待講演者 (案) の提案があり，最終調整を日本側オーガナイザーに一任す

ることを了承した．

・参加申込，ポスター発表申込窓口を国際交流担当理事とすることを了承した．

3-9 将来計画委員会

・今年度（2002年度）に募集される学術団体認定に登録申請することを了承した．

・上記の申請作業，ならびに法人化へ向けた長期戦略立案に関わる将来計画委員会作業のとりまとめを

常務理事に依頼することとした．

3-10 その他

・学会賞選考委員会委員長より「論文賞(A), (B)の名称を論文賞(A部門),(B部門) に変更」したい旨の提案

があり，これを了承するとともに，日本液晶学会表彰規定の該当条項を改定した（2002年３月２日

メール審議にて了承，同日改定）．

・将来計画委員会より「日本液晶学会役員選任規定」改定の提案があり，これを了承するとともに，規

定を改定した（2002年３月15日メール審議にて了承，同日改定）．改定後の規定を会誌４月号に掲載

し，2003年度理事選挙を同規定にもとづき公示することとした．

・次回理事会を2002年4月27日に開催することとした．

・理事会交通費の精算については，事務局より案内することとした．

配布資料

1-1．2001年度第５回日本液晶学会理事会議事録

2-2．2002年度収支予算書，2002年度特別会計予算書

2-3．2002年度第１回編集委員会報告，「液晶」第6巻第1号目次



2-4．2002年度日本液晶学会講演会・討論会企画書，2002年度日本液晶学会サマースクール企画書

2-5．2002年度情報委員会事業計画

2-6．2002年度広報委員会事業計画（展示会出展予定）

2-7．2002年度第１回フォーラム担当理事／研究委員会担当理事合同会議議事録 (案)，フォーラム構成委

員表，フォーラム会議日程案

2-8．日伊液晶セミナー（SICL-JLCS LC Meeting）企画案，参加募集案

3-2．2002年度財務委員会活動計画

3-3．編集委員会検討結果報告

3-4．2002年度行事委員会 ACTION LIST

3-5．2002年度情報委員会事業計画

3-9．2002年会員委員会 Action Program

追記：本議事録を2002年３月16日，理事会メール審議にて了承した．
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