
２００１年度日本液晶学会通常総会議事録

日時：2001年9月26日(水) 13：20-14：20

場所：埼玉県 大宮ソニックシティ 小ホール

○添付資料

役員リスト 

会計報告 

事業報告・事業計画

(1)総会の開会

出席者107名＋委任状提出者269名を確認し、会則が定めるところの定足数(109名：正

会員の1/10以上)が満たされ総会が成立した旨が確認された。

(2)会長挨拶

野平会長より、開会の挨拶をかねて2001年度の活動について基調報告があった。会員

数も1,300名を越え会務も順調に進行していること、本会は若い研究者を擁しさらなる

発展が期待されること、またそのためにはすべての会員の積極的な参加と支援が望まれ

るとの見解が表明された。引き続き、野平会長を総会議長に、議事進行役に檜山理事の

指名があり、これを了承した後、檜山理事の司会により以下の議事が行われた。

(3)事業報告及び会計報告

佐藤総務担当理事より2000年度事業報告、2001年度事業中間報告、2002年度事業予定



があり、森財務担当理事から2000年度会計決算と監査終了報告、2001年度会計中間報

告と2002年度本会計予算案の提案がなされ、いずれも異議無く承認された。

(4)2002年度(第5期)役員の選任

2002年度(第5期)会長および役員選挙が本会会則ならびに役員選任規定に従っておこな

われたことが幡野副会長より報告された。同選挙結果の公示に基づき、以下の候補者が

提案され、異議無く了承された。

会長

福田 敦夫(信州大学)

理事(25名)

池田富樹(東京工業大学)、石井裕(シャープ)、石原將市(松下電器産業)、岩橋槇夫

(北里大学)、尾崎雅則(大阪大学)、折原宏(名古屋大学)、鹿野満(アルプス電気)、

菊池裕嗣(九州大学)、小出志朗(三洋電機)、後藤泰行(チッソ）、近藤克己(日立製

作所)、中川謙一(富士写真ﾌｨﾙﾑ)、長谷川雅樹(日本IBM)、檜山爲次郎(京都大学)、

関秀廣(八戸工業大学)、曽根原富雄(セイコーエプソン)、鳥海弥和(東京大学)、内

藤裕義(大阪府立大学)、苗村省平(メルク・ジャパン)、藤村保夫(日東電工)、古川

猛夫(東京理科大学)、堀佳也子(お茶の水女子大学)、村山昭夫(東芝)、山下護(三

重大学)、吉澤篤(弘前大学)

監事

市村國宏(東京理科大学)、堀浩雄(東京工業高等専門学校)

(5)日本液晶学会会則改定

幡野副会長より会長任期を2年とする日本液晶学会会則の第21条改定案が提案され、異

議無く承認された。

尚、この会則改定提案に関連し第4回理事会（9月1日）において役員選任規定第5条、



第9条、第15条も改定、理事会承認されたとの報告があった。

(6)日本液晶学会 寄付金規則／学術活動基金運用規則

佐藤総務担当理事より第3回理事会（6月23日）において寄付金規則が提案され、審議

の結果、理事会承認されたことが報告された。また併せて、昨年仙台にて開催された

ILCC2000より1,000万円余りのご寄付を頂いたことが報告され、この寄付金を運用する

為の学術活動基金運用規則も同理事会にて承認された旨、報告がなされた。

(7)学術活動基金特別会計

ILCC2000からの寄付金を基に運用される、2002年度学術活動基金特別会計予算案が提

案され、異議無く承認された。

(8)学会賞の授与

福田副会長より学会賞選考結果の報告がなされ、野平会長より以下の各氏に学会賞が授

与された。

功績賞

艸林成和（大阪大学名誉教授）

功績事項

液晶化学の研究教育と学会活動に対する貢献

業績賞

内田龍男（東北大学）

業績事項

液晶ディスプレイに関する技術および産業発展への貢献

苗村省平（メルク・ジャパン（株））



業績事項

ディスプレイ用ネマティック液晶材料の開発

論文賞 A

Discotic liquid crystals of transition metal complexes, Part 30: spontaneous

uniform homeotropic alignment of octakis (dialkoxyphenoxy)

phthalocyaninatocopper (II) complexes

Journal of Materials Chemistry Vol. 11 (2001年) No. 2, pp.423-433

初阪一輝（信州大学）、太田和親（信州大学）、山本巖（信州大学）、白井汪芳

（信州大学）

論文賞 A

Synthesis and Properties of Ferroelectric Liquid Crystalline Poly(p-

Phenylenevynylene) Derivatives

The 18th International Liquid Crystal Conference (July 24-28, 2000, Sendai,

Japan) 26D-134-P，Abstracts, p.551

小熊潤（筑波大学）、戴小満（筑波大学）、赤木和夫（筑波大学）

論文賞 A

Flexible Ferroelectric Liquid Crstal Divices with Polymer Fiber Network

supporting Plastic Substrates

The 20th International Display Research Conference (September 25-28, 2000,

Palm Beach, Florida, USA) Conference Record, pp. 68-71

藤掛英夫（NHK 放送技術研究所）、村重毅（東京理科大学）、米内淳（NHK 放

送技術研究所）、佐藤弘人（NHK 放送技術研究所）、土屋譲（NHK 放送技術研

究所）、菊池宏（NHK 放送技術研究所）、飯野芳己（NHK 放送技術研究所）、

河北真宏（NHK 放送技術研究所）、滝沢國治（成蹊大学）

論文賞 B

液晶ディスプレイの環境安全対応



日本液晶学会誌「液晶」 Vol. 4 (2000年) No. 4, pp. 379-389

川西宣男（（社）電子情報技術産業協会）、前沢幸繁（（株）東芝）、黒川秀昭

（（株）日立製作所）、塩田 稔（シャープ（株））、富田生夫（富士通

（株））、齋藤秀雄（チッソ（株））、高津晴義（大日本インキ化学工業

（株））、小林恵子（メルク・ジャパン（株））

奨励賞

林直毅（分子科学研究所）

受賞対象事項

偏光ラマン散乱分光による強・反強誘電性スメクティック液晶の研究

(9)名誉会員の推薦

野平会長より、犬飼 孝氏（チッソ（株））を名誉会員として推薦したい旨、推薦理由

を朗読して提案があり、これを満場一致で承認した。これを受けて野平会長より犬飼孝

氏に名誉会員証が授与された。

(10)総会の閉会

以上の議事を終了した後,野平会長の閉会宣言により,2001年度日本液晶学会総会を閉会

した。

以上

配布資料：2001年日本液晶学会通常総会資料



2000 年度日本液晶学会役員

会 吉野　　勝美 大 大学大学院

副会 女川　　博義 富山大学

副会 加藤　　英彦 SEMI ジャパン

副会 野平　　博之 埼玉大学

理事 羽　　正志 岡技術科学大学

理事 植松　　淑子 東京工芸大学

理事 氏家　　誠司 島根大学

理事 太田　　和親 信州大学

理事 大西　　博之 大日本インキ化学工業（株）

理事 置田　　雄二 取三洋 機（株）

理事 加藤　　隆史 東京大学大学院

理事 坂本　　正典 （株）東芝

理事 佐藤　　進 秋田大学

理事 澤田　　信一 チッソ（株）

理事 杉浦　　猛雄 凸版滋賀精密（株）

理事 杉村　　明彦 大 産業大学

理事 永田　　光夫 セイコーエプソン（株）

理事 幡野　　純 東京理科大学

理事 半 　　純一 東京工業大学

理事 堀田　　定吉 松下 器産業（株）

理事 松浦　　昌孝 シャープ（株）

理事 松嶋　　欽爾 大日本印刷（株）

理事 松廣　　憲治 有沢製作所(株)

理事 向尾　　昭夫 （株）日立製作所

理事 森　　　章 九州大学

理事 横山　　浩 子技術総合研究所

監事 木村　　初男 福井工業大学

監事 結城　　正記 旭硝子（株）

評議員 岡野　　光治 東京大学名誉教授

評議員 梶山　　千里 九州大学大学院

評議員 小林　　 介 山口東京理科大学

評議員 枅川　　正也 シャープ(株)



2001 年度日本液晶学会役員

会 野平　　博之 埼玉大学

理事 福田　　敦夫 信州大学

理事 加藤　　英彦 SEMI ジャパン

理事 幡野　　純 東京理科大学

理事 岩橋　　槙夫 北里大学

理事 植松　　淑子 東京工芸大学

理事 氏家　　誠司 島根大学

理事 太田　　和親 信州大学

理事 大西　　博之 大日本インキ化学工業（株）

理事 折原　　宏 名古屋大学

理事 小出　　志朗 三洋 機

理事 後藤　　泰行 チッソ(株)

理事 藤　　克己 (株)日立製作所

理事 佐藤　　進 秋田大学

理事 杉村　　明彦 大 産業大学

理事 曽根原　富雄 セイコーエプソン(株)

理事 半 　　純一 東京工業大学

理事 檜山　　爲次 京 大学

理事 藤村　　保夫 日東 工(株)

理事 堀田　　定吉 松下 器産業（株）

理事 堀　　　佳也子 お茶の水女子大学

理事 松浦　　昌孝 シャープ（株）

理事 松廣　　憲治 有沢製作所(株)

理事 村山　　昭夫 （株）東芝

理事 森　　　章 九州大学

監事 市村　　國宏 東京工業大学

監事 結城　　正記 旭硝子(株)

評議員 岡野　　光治 東京大学名誉教授

評議員 女川　　博義 富山大学

評議員 梶山　　千里 九州大学大学院

評議員 小林　　 介 山口東京理科大学

評議員 枅川　　正也 シャープ(株)

評議員 吉野　　勝美 大 大学大学院



2002 年度日本液晶学会役員

会 　 福田　　敦夫 信州大学

理事 池田　　富樹 東京工業大学

理事 石井　　裕 シャープ（株）

理事 石原　　將市 松下 器産業（株）

理事 岩橋　　槇夫 北里大学

理事 尾崎　　雅則 大 大学

理事 折原　　宏 名古屋大学

理事 野　　満 アルプス 気(株)

理事 菊池　　裕嗣 九州大学

理事 小出　　志朗 三洋 機（株）

理事 後藤　　泰行 チッソ（株）

理事 藤　　克己 （株）日立製作所

理事 関　　　秀廣 八戸工業大学

理事 曽根原　富雄 セイコーエプソン（株）

理事 海　　弥和 東京大学

理事 内藤　　裕義 大 府立大学

理事 苗村　　省平 メルク・ジャパン（株）

理事 中川　　謙一 富士写真 (株)

理事 川　雅樹 日本 IBM(株）

理事 檜山　　爲次 京 大学

理事 藤村　　保夫 日東 工（株）

理事 古川　　猛夫 東京理科大学

理事 堀　　　佳也子 お茶の水女子大学

理事 村山　　昭夫 （株）東芝

理事 山下　　 三重大学

理事 吉澤　　篤 弘前大学

監事 市村　　國宏 東京理科大学

監事 堀　　　浩雄 東京工業 等専 学校



会　 　報　告

日本液晶学会 　収支 算書　平成12年1月1日~12月31日

収入の 金額（円） 支出の 金額（円）

科    目 予算額 12月31日現在 科    目 予算額 12月31日現在

会費収入 12,300,000 12,731,400 編集費 8,950,000 9,857,562

正会員会費 7,600,000 7,600,550 会誌発行費 6,000,000 7,911,298

学生会員会費 600,000 500,850 会誌発送費 1,500,000 765,690

賛助会員会費 4,000,000 4,600,000 原稿料 750,000 910,500

公共会員会費 100,000 30,000 会議費 200,000 0

講演会事業収入 11,200,000 15,970,500 通信費 50,000 0

討論会参加費 4,800,000 4,032,000 旅費 交通費 350,000 235,334

討論会懇親会費 900,000 971,500 費 100,000 34,740

講演会 1,500,000 812,000 講演事業費 9,700,000 11,669,911

4,000,000 2,275,000 年会(討論会) 5,000,000 9,511,443

寄付金収入 0 7,880,000 講演会 1,200,000 20,230

収入 0 0 3,500,000 2,138,238

会誌事業収入 3,800,000 1,738,400 管理費 4,608,750 6,242,773

別刷代収入 700,000 330,000 通信費 300,000 412,420

広告代収入 3,100,000 1,408,400 印刷費 500,000 51,630

事業収入 2,041,574 293,610 会議費 250,000 75,028

参加費 1,250,000 293,000 旅費 交通費 500,000 1,203,250

その他 791,574 610 人件費 50,000 0

  収  入 50,000 365,669 業務委託費 2,808,750 3,938,676

受取利息 5,414 費 200,000 561,769

収入 360,255 事業 2,550,000 464,035

積立金繰入 2,500,000 0

当期収入合 29,391,574 31,099,579 当期支出合 29,391,574 28,234,281

前期繰 金 20,264,620 20,264,620 当期収支差額 0 2,865,298

次期繰 金 20,264,620 23,129,918

合     49,656,194 51,364,199 合      49,656,194 51,364,199



　　　　　　　貸　借　対　照　表　平成12年12月31日現在

借　　　方 金　　　額 貸　　　方 金　　　額

I.流動資産 I.流動負債

預け金 11,551,623 前受会費 6,265,475

小口現金 1,790,050

便振替 377,920 II.正味財産

定期預金 15,000,000 次期繰 金 23,129,918

未収入金 675,800 　前期繰 金 20,264,620

流動資産合 29,395,393 　当期収支差額 2,865,298

合　　　　 29,395,393 合　　　　 29,395,393

財　産　目　 　平成12年12月31日現在

科　　　目 摘　　　要 金　　　額

流動資産

預け金 日本学会事務センター 11,551,623

小口現金 各担当役員　手元小口現金 1,790,050

便振替 政省東京貯金事務センター口座 377,920

定期預金 東京三菱 行　春日町支店 15,000,000

未収入金 別刷代、広告掲載料等 675,800

流動資産合 29,395,393

資産の 合 29,395,393

流動負債

前受会費 平成13年度以降会費 6,265,475

流動負債合 6,265,475

正味財産

次期繰 金 23,129,918

正味財産合 23,129,918

負債及び正味財産の 合 29,395,393



日本液晶学会 　収支 算書（中間報告）　　平成13年1月1日~7月31日

収入の 金額（円） 支出の 金額（円）

科    目 予算額 7月31日現在 科    目 予算額 7月31日現在

会費収入 14,010,000 12,193,200 編集費 9,700,000 4,722,417

正会員会費 8,800,000 7,300,700 会誌発行費 6,600,000 3,707,277

学生会員会費 660,000 345,000 会誌発送費 1,650,000 158,870

賛助会員会費 4,500,000 4,500,000 原稿料 750,000 457,500

公共会員会費 50,000 47,500 会議費 200,000 0

講演会事業収入 12,000,000 0 通信費 50,000 0

討論会参加費 5,600,000 0 旅費 交通費 350,000 376,270

討論会懇親会費 900,000 0 費 100,000 22,500

講演会 1,500,000 0 講演事業費 9,700,000 1,000,000

4,000,000 0 年会(討論会) 5,000,000 1,000,000

寄付金収入 0 0 講演会 1,200,000 0

収入 0 0 3,500,000 0

会誌事業収入 3,800,000 1,444,020 管理費 5,709,660 2,893,334

別刷代収入 700,000 290,000 通信費 300,000 13,672

広告代収入 3,100,000 1,154,020 印刷費 500,000 22,110

事業収入 2,041,574 0 会議費 250,000 187,847

参加費 1,250,000 0 旅費 交通費 500,000 938,410

その他 791,574 0 人件費 50,000 0

  収  入 50,000 460,389 業務委託費 3,489,660 1,575,000

受取利息 0 14,979 費 620,000 156,295

収入 50,000 445,410 会員顕彰事業費 400,000 0

事業 2,550,000 0

積立金繰入 3,000,000 0

予  備  費 841,914 0

当期収入合 31,901,574 14,097,609 当期支出合 31,901,574 8,615,751

前期繰 金 23,129,918 23,129,918 当期未処分利益 23,129,918 28,611,776

合  55,031,492 37,227,527 合  55,031,492 37,227,527



平成14年収支予算書　平成13年9月26日

収入の 支出の

科　　目 金　額(円) 科　　目 金　額(円)

会費収入 13,808,750 編集費 10,570,000

　正会員 8,640,000 　会誌発行費 8,000,000

　学生会員 618,750 　会誌発送費 1,000,000

　賛助会員 4,500,000 　原稿料 1,000,000

　公共会員 50,000 　会議費 120,000

　通信費 50,000

　旅費・交通費 300,000

　 費 100,000

講演会事業収入 9,522,500 講演会事業費 7,800,000

　液晶討論会 参加費(約５00名) 5,255,000 　液晶討論会 5,000,000

懇親会(約160名) 986,000 　液晶講演会 500,000

　液晶講演会 766,500 　サマースクール 2,300,000

　サマースクール 2,515,000

管理費 6,700,000

　通信費 450,000

　印刷費 100,000

　会議費 200,000

　旅費・交通費 1,300,000

　人件費 30,000

　業務委託費 4,000,000

　 費 620,000

会誌事業収入 2,380,000 会員顕彰事業費 400,000

　別刷代 380,000

　広告料収入 2,000,000

フォーラム事業収入 1,500,000 フォーラム事業 1,500,000

参加費 1,500,000

その他 0

収入 300,000 積立金繰入 0

　受取利息 0 予備費 541,250

　 収入 300,000

当期収入合 27,511,250 当期支出合 27,511,250



平成 14 年特別会 収支予算書　　平成 13年 9月 26日

収入の 支出の

科　　目 金　額(円) 科　　目 金　額(円)

寄付金収入 10,061,719 貸出金 2,061,719

ILCC寄付金 10,061,719 国際研究集会開催準備貸出金 2,061,719

収入 4,800 予備費 8,004,800

受取利息 利率0.03％ 4,800

当期収入合 10,066,519 当期支出合 10,066,519



2000年度事業報告

1.事業状況

本会の目的を達成するため、次の事業を実施した。

1）研究会・講演会・討論会・講習会などの開

催

行事名 開催月日 場所

（1）本 行事

第18回国際液晶会議 7月24日~28日 仙台国際センター

2000年サマースクール 8月24日~26日 妙 原池の平

2000年日本液晶学会講演会 10月24日 くにびきメッセ（島根）

2000年日本液晶学会討論会 10月25日~27日 くにびきメッセ（島根）

（2）研究フォーラム行事

●液晶物理・物性フォーラム

・シミュレーションによる液晶研究 11月24日 畿大学

　ー現状と展望ー

・ILCC2000サテライトセミナー 8月24日 九州大学国際ホール

（液晶基礎物理）

●液晶化学・材料フォーラム

・「液晶の新しい機能を考える」 11月15日 大 工業技術研究所

ー 子伝導とイオン伝導ー

●液晶フォトニクス・光デバイスフォーラム

・ディスプレイフォーラム合同講演会 12月7日 立大学国際交流会

・ILCCサテライトフォーラム（協賛） 7月29日 東京工業大学百年記念

●液晶ディスプレイフォーラム

・フォトニクス・光デバイスフォーラム合同

講演会

12月7日 立大学国際交流会

・ILCCサテライトフォーラム（協賛） 7月21日 コクヨホール（東京）

●生体関連・リオトロピック液晶フォーラム

・「コロイドと液晶」 2月24日 日本化学会

・ILCCサテライトフォーラム（協賛） 7月21日 東京理科大学記念講堂

2）定期刊行物の編集発行

液晶　第4巻　1号、2号、3号、4号

2001年度事業報告

1.事業状況

本会の目的を達成するため、次の事業を実施した。



1）研究会・講演会・討論会・講習会などの開催

行事名 開催月日 場所

（1）本 行事

2001年サマースクール 9月3日~5日 千歳科学技術大学

2001年日本液晶学会講演会 9月24日 大宮ソニックシティ

2001年日本液晶学会討論会 9月25日~27日 大宮ソニックシティ

日英セミナー 9月5日~7日 ヨーク（イギリス）

（2）研究フォーラム行事

●液晶物理・物性フォーラム

・「弾性と粘性から見た液晶物理学」 11月16日 名古屋大学フロンティ

アプラザ

●液晶化学・材料フォーラム

・化学・材料フォーラム 11月18日~19日 ホテル城山

●液晶フォトニクス・光デバイスフォーラム

・「先端講座・デジタルペーパー技術の開発動向」 6月22日 東京理科大学理窓会

・「液晶の通信と情報処理への新しい応用」 12月7日 東京理科大学理窓会

●液晶ディスプレイフォーラム

・第１回液晶ディスプレイ研究フォーラム 10月予定 未定

・第2回液晶ディスプレイ研究フォーラム 12月予定 未定

●生体関連・リオトロピック液晶フォーラム

・「生物と液晶（仮題）」 11月9日 東京（予定）

2）定期刊行物の編集発行

液晶　第5巻　1号、2号、3号、4号

2002年度事業予定

1.事業状況

本会の目的を達成するため、次の事業を実施する。

1）研究会・講演会・討論会・講習会など

の開催

行事名 開催月日 場所

（1）本 行事

2002年サマースクール 7月24日~26日 阿蘇いこいの村（熊本）

2002年日本液晶学会講演会 10月8日 奈良県新公会堂

2002年日本液晶学会討論会 10月9日~11日 奈良県新公会堂

（2）研究フォーラム行事

各フォーラム共　複数回開催予定



2）定期刊行物の編集発行

液晶　第6巻　1号、2号、3号、4号


