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2011 年度日本液晶学会 第２回理事会（
回理事会（HP 公開用）

日時：2011 年 4 月 9 日（土）13：00～16：20
場所：日本液晶学会事務局 （株）アドスリー内会議室
出席： 檜山爲次郎、中村尚武、清水洋、小野浩司、藤掛英夫、井上勝、沓水祥一、松山明彦、
岸川圭希、安武幹雄、城田幸一郎、小村真一、真崎仁詩、岡田裕之、一ノ瀬秀男
オブザーバー 福田幹夫，諸星宗一（（株）アドスリー，事務局）
欠席： 内海夕香、宮下哲哉
総務委員会

報告および審議事項
報告および審議事項
[報告事項]

１．2011 年第 1 回理事会議事録の確認（資料 2011-02-1）
２．メール審議
１）個人会員購入学会誌「液晶」の図書館（東芝研究開発センター）所蔵について（承認）
[審議事項]
１．学会賞、役員の選考について
１）役員選考委員会（正会員数名）について（承認）
清水委員長（副会長）、小野（理事）、井上（理事）、一ノ瀬（理事）、
栗原清二（熊本大）、川月喜弘（兵庫県立大）、豊岡武裕（JX 日鉱日石エネルギー）、
近藤克己（シャープ）
※学会賞表彰委員会、学会賞推薦委員会、については第一回理事会にて承認済
２）学会賞及び役員候補者の公募について（資料 2011-02-2-01）（承認）
２．法人化について
１）代議員選任規定について（資料 2011-02-2-02）（承認）
２）会計士との契約について（資料 2011-02-2-03）（承認）
３．討論会における総務理事関係行事について（承認）
１）評議員会（２日目 正午１時間程度 お弁当）
２）総会（２日目 夕方）
３）新旧理事会（３日目 正午１時間程度 お弁当）
４．液晶学会活性化委員会について（継続審議）
５．ほか
１）理事会年間予定 ５回/年間（1 月、4 月、7 月、9 月（討論会）、11 月）、
7 月理事会の日程調整 （2011 年 7 月 9 日(土)開催予定）
２）12 月（設立社員総会・・・2012 年度理事＝設立時社員））
財務委員会
財務委員会

報告および審議事項
報告および審議事項
[報告事項]

１．2010 年度会計監査進捗状況について
[審議事項]
１．アドスリーに支払う事務局業務委託料の見直し（承認）
① 会員単価の変更
② 会員数に依存しない年間事務局業務委託料
③ 事務局委託料の支払い方法
編集委員会
編集委員会

報告および審議事項
報告および審議事項
[報告事項]
会誌進歩状況
1. ４月号（学会賞受賞特別記念号）
：震災のため発行が遅れる見通し。
2. 7 月号（ディスプレーフォーラム特集号）
：入稿待ち。
3. １０月号（巻頭言１ 依頼中，総説１ 依頼中，解説４，講座 省略の予定，
研究室紹介１，学会報告 調査中）
4. １月号 記事候補の提案・審議
5. ４月号（編集担当者と役割の決定）
[審議事項]
なし

情報委員会

報告および審議事項
報告および審議事項
[報告事項]
1. J-STAGE 公開系新システム説明会（3/9）参加
J-STAGE 制作支援・公開システムは平成 24 年 3 月までを目途に J-STAGE3 編集登載・公開システム
に一新され、運用が開始される予定（現行 J-STAGE2 システムは平成 23 年度をもって運用終了）。
2.液晶学会員の安否情報の掲載
学会のホームページに東北地方太平洋沖地震で被災された方の安否情報を掲載した。
[審議事項]
１．フォーラム掲示板設置につて（継続審議）
研究会担当理事から、フォーラム会員からのアンケートを取り意見を反映した講演会開催に繋げ
るためのWeb掲示板を設置したいという希望があったので、その設置の可能性に関して検討した。

行事委員会
報告事項及び審議事項
[

報告事項]

１.2011 年日本液晶学会討論会について

日時：2011 年 9 月 11 日（日）〜13 日（火）、場所：東京都市大学世田谷キャンパス（東京都 世田谷区 玉
堤 1-28-1）、現地実行委員長：吉田真史（東京都市大学）、発表申込期間：2011 年 5 月 18 日（水）〜6
月 8 日（水）、予稿入稿期間：2011 年 7 月 13 日（水）〜27 日（水）。
２. 2011 年日本液晶学会講演会について

日時：2011 年 9 月 10 日（土）、場所：東京都市大学世田谷キャンパス 6 号棟 6B2 教室 （東京都 世
田谷区 玉堤 1-28-1）、テーマ：「情報とディスプレイの未来像」
講演予定内容（敬称略）：○プリンテッドエレクトロニクス：刷って作る電子回路／産総研 八瀬 清志、
○有機 EL 方式スケーラブルディスプレイの開発／三菱電機 原 善一郎、
○デジタルサイネージ用液晶ディスプレイ／Sharp 伊藤 康尚、○グラスレス 3D TV の現状課題と展開
（仮）／東芝 伊藤 眞一、○タッチパネルの技術動向（仮）／Ukai Display Device Institute 鵜飼 育
弘、○電子ペーパーの最新技術動向（仮）／ブリジストン 増田 善友。
３．2011 年日本液晶学会サマースクールについて
日 時：7 月 14 日（木）～7 月 16 日（土）/ 申込締切 6 月 20 日(月)）、場所：審議事項参照、参加費：
一般会員：50,000 円（賛助会員企業の方は５名まで１人 50,000 円）、一般非会員：60,000 円、学生会員：
20,000 円、学生非会員：25,000 円、定員：50 名、校長：岸川（千葉大）、内容：検討中、ＷＧ（敬称略）：
石川（東工大）、井上（東陽テクニカ）、尾崎 (防衛大)、菊池 (九大)、木村（長岡技大）、沓水（岐阜大）、
西山（ＤＩＣ）、安武 (埼玉大・実行副委員長)、岸川（千葉大・実行委員長）。
４．Asian LC Workshop 共催について
Suk-Won Choi 氏（韓国 Kyung Hee 大学）より提案された日・韓・台・中による Asian LC Workshop 共
催について、第２回日本液晶学会理事会（2/5）にて議論した内容（アジア液晶学会を立ち上げる意見や、
日本開催時は日本液晶学会講演会討論会の前後の日程が好ましい）を、2/7 に行事担当（岸川）より、Choi
氏に連絡したところ、Choi 氏より、韓国液晶学会会長に内容を伝えるとの返事があった。以後、現在 4/2
まで、進展なし。
[審議事項]
１． 2011 日本液晶学会講演会講演会参加費について（承認）
一般（会員事前¥3,000、会員当日¥4,000、非会員事前¥4,000、非会員当日¥5,000）、学生（事前、会
員当日、非会員事前、非会員当日）¥500、講演会要旨集追加購入１冊 2,000 円。
２．2011 日本液晶学会討論会について
１）討論会参加費について（承認）
一般（会員事前¥8,000、会員当日¥10,000、非会員事前¥16,000、非会員当日¥18,000）、学生（会
員事前¥3,000、会員当日¥4,000、非会員事前¥6,000、非会員当日¥7,000）、討論会予稿 CD 追加購
入１枚 3,000 円。
２）討論会予稿集（印刷物）について（承認）
事前予約価格１冊 2,500 円、当日１冊 3,500 円（当日は 60 冊限定）。
３）懇親会参加費について（承認）
一般（会員事前¥5,000、会員当日¥6,000、非会員事前¥5,000、非会員当日¥6,000）、学生（会員
事前¥2,000、会員当日¥3,000、非会員事前¥2,000、非会員当日¥3,000）。
３．事前登録方法について（承認）
事前登録期間：講演会，討論会とも 2011 年 5 月 25 日〜8 月 8 日。8 月 8 日（月）までに振り込
みされない場合は、事前登録講演会・討論会・懇親会の参加費は、当日の金額を適応する。

４．2011 年日本液晶学会サマースクール開催場所変更と収支について（承認）
震災後の安全性と電力事情を考慮し、前理事会で承認された外房（ホテル東天光）をやめ、東
京（晴海グランドホテル）で行いたい。その際には、人数の激減・施設費用の増加で大幅な赤
字が出ることを許容してほしい。
会員委員会
報告および審議事項

報告事項]
１．会員数の確定（2011 年 2 月 28 日現在）
２．賛助会員の入・退会処理
３．学生会員から正会員への切替えのご協力依頼のメール送付について
４．FPD International 20011 出展申し込みについて
５．データベースサイト（イプロス）への掲載について
[

審議事項]
１．入退会者の承認について（承認）
[

研究委員会

報告および審議事項
[報告事項]

１．2011 年日本液晶学会講演会プログラム（仮）
テーマ：「情報とディスプレイの未来像」
日 時： ２０１１年９月１０日(土） 10:00－17:15
会 場： 東京都市大学 世田谷キャンパス 6B2
講演予定内容（あと１件、交渉中） ※講演 45 分、質問 5 分
○プリンテッドエレクトロニクス：刷って作る電子回路：産総研 八瀬 清志 先生
○有機 EL 方式スケーラブルディスプレイの開発：三菱電機 原 善一郎 氏
○（シースルーディスプレイとデジタルサイネージの講演）：Sharp 伊藤 康尚 氏
○タッチパネルの技術動向（仮）： Ukai Display Device Institute 鵜飼 育弘 氏
○電子ペーパーの最新技術動向（仮）：ブリジストン 増田 善友 氏
[審議事項]
３．フォーラムのメーリングリスト、掲示板に係る希望について（継続審議）
「物理物性」、「化学・材料」、「分子配向エレクトロニクス」フォーラムから掲示板希望の回答。
所属希望フォーラム者数などを確認するとともに、掲示板必要の是非については継続審議。

