2011 年度（設立年度）一般社団法人日本液晶学会

第 4 回理事会

議事録

日時：2012 年 8 月 11 日（土）11：00～18：00
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、藤掛英夫、菊池裕嗣、沓水祥一、森武洋、宮下哲哉、
石原將市、能勢敏明、安武幹雄、氏家誠司、真崎仁詩、木村宗弘
欠席：清水洋、小村真一、海田由里子、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）

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. 2011 年度第 3 回議事録の確認（承認）
2. 役員、代議員選出、学会賞授与のスケジュールについて
・役員候補者・代議員選挙の投票用紙開票（8/8）と結果（承認）
・第 4 回理事会にて当選した役員候補者（承認）
・代議員への総会出欠案内と委任状の送付（承認）
・学会賞について総会日までにメダル・賞状作成・出席者確認（承認）
・名誉会員について総会資料用に推薦文の作成、総会までに名誉会員証の作製（承認）
3. 社員総会の開催・議案・進行について（承認）
4. 2012年度第１回理事会について
・日時、場所、参加者、議案について（承認）
5. アドバイザ会議について
・日時、場所、参加者、議事内容について（承認）
6. 代議員に送付する社員総会開催案内と委任状の確認（承認）
7. 名誉会員の推薦理由の確認（承認）
8. 学会賞の推薦理由の確認（承認）
9. 役員の退任・就任および代議員の登録手続きについて（承認）
10. 次回の液晶討論会の開催地について（承認）
11. セミコン・ジャパンの無料展示スペース出展および後援団体への加入について（承認）
12. 男女共同参画学協会連絡会の大規模アンケートについて（継続審議）

財務委員会
報告および審議事項
[報告事項]
なし

[審議事項]
1. 旧学会の会計監査方法の再確認
旧学会の会計監査について、現監事により監査を行うことが承認された。
2. 旧日本液晶学会の 2011 年度、2012 年度会計監査結果について
資料に基づき旧学会 2011 年度決算が報告された。また、監事による監査結果が報告され、旧学会 2011
年度決算が承認された。
資料に基づき旧学会 2012 年度決算が報告され、旧日本液晶学会から一般社団法人日本液晶学会への寄
付金が 43,443,002 円であったことが報告された。また、監事による監査結果が報告され、旧学会 2012
年度決算が承認された。
3.

2011 年度事業報告、決算の監査結果にについて
資料に基づき 2011 年度事業報告、会員移動状況及び決算について報告された。また、監事による監査

結果が報告され、2011 年度事業報告及び決算が承認された。
4. 会計事務規則の制定について
資料に基づき会計事務について定めた一般社団法人日本液晶学会会計事務規則(案)が説明され、規則の
制定が承認された。
5. 2012 年度収支予算書の修正について
資料に基づき 2012 年度収支計算書の修正案が説明され、修正が承認された。
6. 2013 年度収支予算書について
資料に基づき 2013 年度収支計算書が説明され、承認された。

編集委員会
報告および審議事項
[報告事項]
1. 学会誌発行費用低減への取り組み
印刷費に関しては、発行部数削減の効果は小さく、ページ数が大きく効いている。一次削減目
標を達成するためには、総ページ数を 80 頁以下にする必要がある。
2. 学会誌の頁数
現在の学会誌ページ数の目安は、およそ 70 ページであるが、学会賞受賞記念特集号などの特集
号では平均 125 ページと大幅に超過しているため、最近の学会誌平均ページ数は 97 ページとなっ
ている。
[審議事項]
1. 編集経費の抑制について、下記 2 案が承認された。
①会誌発行費の削減に関しては、特集号を減らし、各号の目標ページ数を以下のように変更する。
即ち、巻頭言(1 頁) ＋ 総説(10～15 頁)×0～1 編 (1 編が基本)＋ 解説(6～10 頁)×2～3 編＋講座
(6～8 頁)×0～1 編 (総説＋解説＋講座で計 4 編が基本)＋ 研究室紹介(1 頁)とし、学会等報告事
項は全て Web 掲載とする。
②編集委員交通費の抑制に関しては、編集委員（現行 22 名）を 18 名とし、18%委員数を減らす。
2. 編集経費の抑制について、下記 3 案は継続審議となった。

③著者からの入稿を所定の体裁に整えられた PDF ファイル（カメラレディ）とする。
④一部、あるいは全部の記事を Web 掲載とする。
⑤学会誌「液晶」だけでなく、Web にも広告を入れて、広告料収入を増やす。
3. PDF ファイルの販売について、承認された。
別刷を購入した著者は、別刷料金に 2,000 円を加算して原稿の PDF ファイルを購入できること
を次号でアナウンスし、同時に Web の投稿規定に次の項目を追加する。
「4. 別刷を購入した著者は、別刷料金に 2,000 円を加算して原稿の PDF ファイルを購入できる。」
4. 学会誌の記事構成について、下記の事柄が承認された。
①巻頭言の執筆者は、4 月号：業績賞受賞者、10 月号：新会長とし、1 月号と 7 月号は適任者を
編集委員会で選出する。
②Web 掲載の報告記事へのリンクの URL を本誌に掲載する。

情報委員会
報告および審議事項
[報告事項]
１．法人化後の年度区切りの変更に伴い、9月を目処に2012年度の「情報委員会」の立ち上げ準備
を開始した。（次回理事会で承認予定）
２．サマースクール報告記事の依頼を行った。準備でき次第Web掲載の予定。
３．Webの更新（講演会・討論会、サマースクールなど）、MLメンテナンスなど通常のメンテナ
ンス及び掲示、アナウンス、ニュースレターの発行を行った。
[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. 2012 年日本液晶学会討論会スケジュールおよび事前登録者数報告（承認）
１）日時：2012 年 9 月 5 日（水）～7 日（金）
２）場所：千葉大学 西千葉キャンパス（〒263-8522

千葉市稲毛区弥生町 1-33）

３）発表：口頭 83 件，ポスター102 件(内 58 件 虹彩賞応募)
・企業セッション

2 日目 13：10－15：10

・特 別 講 演

2 日目 15：10－16：10

・総

会

2 日目 16：30－17：50

会

2 日目 18：30－20：30

・懇

親

・奨励賞受賞者講演

3 日目 09：00－09：50

・2012 年度 第一回理事会

3 日目 12：30－15：00

２. 2012 年日本液晶学会サマースクール実施報告（承認）
１）日時：2012 年 7 月 19 日（木）～7 月 21 日（土）
２）場所：むさしのグランドホテル（埼玉県上尾市原市 315）
３）参加者数：43 名
４）校 長：木村（長岡技大）
、実行委員長：安武 (埼玉大)
５）タイトル：液晶研究におけるミクロな視点・マクロな視点
６）テキスト：冊子体を当日配付．加えて予習を希望する参加者に事前に Web で公開
７）サマースクール講義内容
【講義１】「分子構造と液晶性」安武 幹雄（埼玉大）
【講義２】「メーカーから見た熱分析測定の実態，および装置の校正」塚本 修（ブルカーAXS）
【講義３】「偏光顕微鏡と液晶の組織観察」石川 謙（東工大）
【講義４】「ネマチック相の物理」尾崎良太郎（愛媛大）
【講義５】「ミクロな複雑性からマクロな複雑系へ」西山 伊佐（DIC）
【講義６】「ミクロとマクロから見た液晶相における電気伝導」舟橋 正浩（香川大）
【講義７】「界面配向」木村 宗弘（長岡技科大）
【講義８】「ディスプレイモード」小村 真一（ジャパンディスプレイイースト）
【講義９】「高分子液晶材料」真崎 仁詩（JX 日鉱日石）
【招待講演】「キラル化学と強誘電性液晶の研究を振り返って」野平 博之（埼玉大・名誉教授）
[審議事項]
１．次期(2013 年)討論会について（承認）
１）開催地：大阪大学 豊中キャンパス（尾崎先生）
２）講演会および討論会をまとめて３日間で開催する。
３）企業セッションと講演会を統合再編する。
２．
「液晶討論会」への名称変更について（継続審議）

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（2012 年 5 月 31 日現在）
[審議事項]
１．5/31 までの入退会者、ならびに 6/1～7/10 の正会員入会者の承認について（承認）
２．液晶学会講演会・討論会会場での当日入会受付について（承認）

研究委員会
報告および審議事項
［報告事項］
１．フォーラム研究会活動

１．１ 分子配向エレクトロニクスフォーラム
日時：2012 年 5 月 25 日（金）～26 日（土）
場所：香川大学工学部 3101 教室・塩江温泉 新樺川観光ホテル 会議室
１．２ ソフトマターフォーラム勉強会
「ブルー相を語り合う」
日時：2012 年 6 月 26 日（火）
場所：東陽テクニカ本社・会議室（東京）
２．今後の予定
２．１ 液晶物理・物性フォーラム／ソフトマターフォーラム共催研究会
「生体とメゾスコピックな秩序構造と機能」
日時：2012 年 11 月 2 日(金)
場所：株式会社東陽テクニカ本社 8F・会議室（東京）
２．２ 液晶化学・材料フォーラム講演会
「ソフトな固体に液晶材料の可能性を探る」開催のご案内
日時： 2012 年 12 月 7 日（金）13:30～17:00
場所： 中部大学リサーチセンター（愛知県春日井市）
２．３ 液晶ディスプレイ研究フォーラム/液晶フォトニクス・光デバイスフォーラム合同講演会
テーマ：未定
日時：2012 年 9～10 月
場所：未定
２．４ 昨年まで過去 3 回、12 月に開催してきた合同フォーラムは、Asian Liquid Crystal Conference
が予定されているために、開催を見送る。
［審議事項］
１．2013 年以降の液晶学会講演会の廃止（承認）
参加者の減少および討論会の企業セッション講演数減少を受けて、来年以降講演会を中止し、企業セッ
ション（またはそれに相当する企画）の充実を図りたい。

