2012 年度一般社団法人日本液晶学会第４回理事会 議事録
（敬称略）

日時：2013 年 6 月 30 日（日）11：00～15：50
場所：日本液晶学会事務局（株）アドスリー 会議室
出席：中村尚武、奥村治彦、高津晴義、菊池裕嗣、川月喜弘、森武

洋、多辺由佳、石原將市、

高頭孝毅、能勢敏明、分元博文、氏家誠司、遠藤秀幸、海田由里子、陶山史朗、木村宗弘、
平野幸夫
オブザーバー： 諸星宗一（
（株）アドスリー，事務局）

総務委員会
報告および審議事項
［報告事項］
なし

［審議事項］
1. 役員候補者選挙、代議員選挙、学会賞選奨、名誉会員承認のスケジュールについて（承認）
・2012 年度第 4 回理事会 6／30
役員候補者確定
代議員候補者確定
学会賞受賞者の確定（受賞者の会員資格確認を経て表彰状・メダル作成へ）
・役員候補者・代議員選挙の投票用紙発送 7/4～ 投票締切 8/1（木）
（役員については選挙の 2W 前に候補者を会員に告示：役員選任規程第 12 条）
・両選挙の投票用紙開票 8/3（土）
（半日）
（選挙管理委員会の海田理事、森武理事のご都合に合わせる）
・ 監事による監査 8/3（土）午後
・ 2012 年度第５回理事会（メール審議）8/10（土）
当選した役員候補者の承認(承認後にＨＰで公示)
当選した代議員の承認(承認後にＨＰで公示、この日から任期が始まる)
前年度および前学会の決算書承認（監査および会計士のチェック済み）
総会配布資料の承認と進行の確認
2014 年度予算の承認
・代議員に総会出欠案内・委任状発送 8/12（回答締切 8/31）
（総会 1W 前に社員に通知義務：定款第 19 条）
2. 社員総会、次年度初回理事会、アドバイザ会議の開催・議案・進行について（承認）
・ 社員総会 9/9（月） 時間：16:20－17:40、
場所：大阪大学豊中キャンパス第 1 会場（B300） 進行：会長
2012 年度の事業報告と決算の承認

説明：担当理事

2013 年度の事業予定・予算の承認
2014 年度の事業予定・予算の承認
代議員選挙の結果報告
代議員投票による役員選任
名誉会員の承認と表彰
学会賞の表彰
・2013 年度第１回理事会 9/10（火） 時間：12:30-15:00、場所：B203
（旧理事はオブザーバーとして参加）
会長・副会長の選出
理事の担当承認・確認
各委員会の課題確認
・アドバイザ会議 9/9（月） 時間：12:00-13:00、場所：B302
出席予定（敬称略）
会長、副会長、総務理事
アドバイザ委員： 小林、苗村、野平、福田、吉野、竹添、赤羽、内田、檜山
議題 ・近況報告
・ 学会活性化の方策
3．役員候補者・代議員の会員投票の案内文、社員総会の開催案内文の確認について（承認）
（候補者確定後に審議、添付資料参照）
4. 定款の変更について
・ 名誉会員の議決について（保留）次年度以降に変更の必要があれば再度審議することとなった。
（審議内容）名誉会員の議決の場を総会から理事会にできないか？ 総会で、議決の直後に表彰
が行われる状況を回避したい。
・ 再任の変更について（承認）
（審議内容）
「再任」は連続就任という意味で使われることがあるので文言を修正すべきか。副会
長が任期途中で会長に就任する場合、理事を辞職してから改めて再任か？
定款変更案
第３２条

理事及び監事の任期は，選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時社員総会の終結のときまでとする。但し，副会長から会長に就任する場合を除き連
続就任を不可とする。
5．細則の変更について（継続審議）
次回メール審議までに、会員担当理事より救済措置に関する案文を作成することとなった。
・ 会費未納期間と会員資格

（審議事項）会員資格が停止される会費未納期間をもっと延ばせないか。
6．液晶討論会参加費について（承認）
・ 2012 年度第 2 回理事会で承認された液晶討論会参加費変更について
2014 年度の討論会より、一般正会員及び一般非会員の参加費を 2,000 円増額することとなっ
た。

財務委員会
報告および審議事項
[報告事項]
1. 国際学術活動資産（第 1 回アジア液晶会議）事業報告書及び会計報告書提出について
第 1 回アジア液晶会議の事業報告書及び会計報告書が 4 月 19 日に事務局へ提出されたことと、余
剰金が学会に送金され、100 万円は国際学術活動資産会計へ返戻し、220,928 円は一般会計の黒字分
とする会計処理が完了したことが報告された。
2. 2013 年度予算の修正及び 2014 年度予算(案)について
2013 年度予算の修正及び 2014 年度予算(案)の作成については、2012 年度決算の結果を考慮する
ため、2013 年 8 月上旬に修正案及び予算案を作成し、各理事からメールでご意見を頂いた後確定し、
8 月の理事会(メール審議)において決定することが報告された。
[審議事項]
なし

編集委員会
報告および審議事項
[報告事項]
1. 会誌発行はスケジュール通り順調に推移している。総頁数は各号平均で 80 頁以内となり経費削減
目標達成の見込み。
[審議事項]
1. 2014 年 4 月以降の消費税増税（5%→8%）に伴う学会誌「液晶」の一般販売価格改定について
（現 行）本体価格 4,000 円（＋消費税 200 円） 販売価格 4,200 円
（改訂後）本体価格 3,889 円（＋消費税 311 円） 販売価格 4,200 円、とすることが承認された。
2. 学会誌「液晶」の過去記事一覧（総目次）を巻末、あるいは Web 上に掲載する提案がなされた。
基本方針は承認されたが、記事配布（ダウンロード）に関しては継続審議となった。

情報委員会
報告および審議事項
[報告事項]
１．日本液晶学会討論会予稿集の公開について
・J-Stage の公開取り下げ手続きを行った。
・過去の公開分は継続とし、アクセス集計アカウントは更新を行った。

・CiNii の公開再開手続きおよび pdf 公開申請（2012 年度、2013 年度分）を行った。
・今回の申請における公開方法は、旧規定が適用される。（毎年 4 月更新）
２．英文 HP の計画について
・学会の紹介については、会長、副会長および情報担当理事の間で打合せをした後に改めて協議
することとなった。
・役員名簿、学会誌アブストラクト、海外入会案内、イベント情報について検討中
３．その他
・JLCS ニュースレターの掲載案内メールの再開について
・通常 Web メンテナンス作業

[審議事項]
なし

行事委員会
報告および審議事項
［報告事項］
１．日本液晶学会討論会
１）2013 年 9 月 8～10 日，大阪大学 豊中キャンパス（大学会館，基礎工学部教室）
２）会場
・大阪大学基礎工学部との共催開催が承認された．基礎工学部の会場使用料が免除になった．
・口頭発表会場は，基礎工学部３階に設定した．
・一階で受付を行い，その近くに本部室を設けた．休憩室と展示室を２階に設定した．

３）懇親会 9 日（月）

・場所：大阪大学豊中地区 豊中福利会館４階 食堂
・予算：一般 5000 円， 学生 2000 円
４）発表申込数 口頭 69 件，ポスター122 件（虹彩賞申込 78 件），講演 5 件
２．サマースクール
１）2013 年 7 月 25 日（木）～27 日（土），むさしのグランドホテル（埼玉県上尾市原市 315）
２）校 長：遠藤秀幸（日産化学工業株式会社）、実行委員長：木村宗弘 (長岡技術科学大学)
３）講義内容
１「分子構造と液晶性」安武幹雄（埼玉大学）
２「液晶と高分子」氏家誠司（大分大学）
３「ネマティック液晶の物理入門」尾崎良太郎（愛媛大学）
４「ナイトセッション」西山伊佐（ＤＩＣ）
５「液晶相の次元性と階層性：その次元性集合体の X 線構造解析」太田 和親（信州大学）
６「液晶ディスプレイモード」小村真一（ジャパンディスプレイ）
７「液晶配向膜の機能と LCD 特性」遠藤秀幸（日産化学）
８「ブルー相液晶入門」菊池裕嗣（九州大学）
☆特別講演「超分子入門」加藤隆史（東京大学）
９「液晶相での電気伝導－イオン伝導、電子伝導、電子デバイスへの応用」舟橋正浩（香川大学）
１０「三次元周期構造を持つ液晶・キュービック相」沓水祥一（岐阜大学）
［審議事項］
１．2014 年の日本液晶学会討論会開催地について（承認）
開催地は島根県松江市で、国際会議形式開催をする方向で検討することとなった。
２．サマースクールの運営方針の検討について（継続審議）
３．次回の総会に定款変更の提案をすることについて（承認）
定款第４条 （２）の「サマースクールその他の」の文言を削除する。
【変更前】
（事業）
第４条

当学会は，前条の目的を達成するために，次の事業を行う。

（２）討論会，講演会，サマースクールその他の講習会，研究会フォーラム等の開催
【変更後】
（事業）
第４条

当学会は，前条の目的を達成するために，次の事業を行う。

（２）討論会，講演会，講習会，研究会フォーラム等の開催

会員委員会
報告および審議事項
[報告事項]
会員数の確定（2013年5月31日現在）
[審議事項]
2013 年 5 月 31 日までの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.

フォーラム研究会の予定
1.1 「瀬戸内ソフトマター祭り」
期日：平成 25 年 7 月 12 日（金）13:20～17:30
場所：香川大学工学部（林町キャンパス） 6 号館（総合研究棟） 6305 号室
主催・共催：
日本液晶学会分子配向エレクトロニクスフォーラム・化学材料フォーラム主催
香川大学工学部光電子材料研究会・香川大学工学部共催
日本化学会新研究領域エキゾティック自己組織化材料研究グループ後援
プログラム
13：20 趣旨説明
舟橋正浩（香川大工、日本液晶学会分子配向エレクトロニクスフォーラム主査）
13：30 講演 1 物部浩達（産総研ユビキタス）
「偏光赤外光照射による液晶性有機半導体・ソフトマターの分子配列制御」
14：00 講演 2 尾崎良太郎（愛媛大工）
「液晶フォトニック結晶のストップバンドの広帯域化・多帯域化」
14：30 講演 3 石井健太・鶴町徳昭（香川大工）
「Pseudoisocyanine J-会合体を含む 1 次元フォトニック結晶中での共振器ポラリトン」
15：00－15：30 休憩
15：30 講演 4 石井知彦(香川大工)
「スピンクロスオーバーの自在制御」
16：00 講演 5 近藤瑞穂（兵庫県大工）
「非対称オリゴチオフェンを用いた発光性材料の合成と液晶有機半導体および圧力・酸応
答性色素への応用（仮）
」
16：30 講演 6 舟橋正浩（香川大工）
「側鎖にオリゴシロキサン鎖を有する液晶性半導体の構造と物性」
17：00 講演 7 宮元義展（福岡工大工）
「無機物から得られる新しい液晶～ナノシート分散液とその応用」
17：30 閉会の辞 石井知彦（香川大工、香川大学光電子材料研究会会長）

参加費：正会員 3000 円、非会員 5000 円、学生会員 1000 円、学生非会員 2000 円
参加申し込み先：舟橋正浩
1.2 ディスプレイ研究フォーラム・フォトニクス研究フォーラム合同研究会
現在詳細を打ち合わせ中
1.3 2 軸性ネマチックに関する研究会
物理物性フォーラム・ソフトマターフォーラムとの合同開催
期日：11 月下旬を予定
場所：大阪産業大学梅田サテライト
1.4 「電磁波から見た液晶材料の魅力

(案）
」

期日：9 月 7 日(土) 13：00～17：00 （件数によっては 18 時ころまでかかるか？）
会場：大阪大学 （豊中キャンパス）
参加費 ：テキスト代として徴収，金額未定
講師
電磁波入門

講師未定

回折格子デバイス 小野先生 (長岡技科大) 内諾
マイクロ波デバイス 森武先生 (防衛大) 内諾
フォトニック ナノジェット 松井龍之介先生

(三重大) 内諾

フォトニック結晶，レーザデバイス 講師未定
その他 検討中
2. フォーラム合同講演会
【開催日案および会場】
10 月 31 日（木）13 時開始、17:30 終了を予定。終了後懇親会
会場：東陽テクニカ本社セミナー室
【講師案】
元メルク・鳥取大学特任教授 苗村先生
阪大名誉教授吉野先生
吉尾正史先生（東大）
吉田浩之先生（阪大）
井上曜先生（京大）

[審議事項]
・フォーラム、サマースクールの電子アーカイブ化（動画保存）について（継続審議）

