
２００２年度日本液晶学会通常総会議事録

日時：2002年10月10日(木)13：10-14：10

場所：奈良県新公会堂 能楽堂

○添付資料

役員リスト 

会計報告 

事業報告・事業計画

(1)会長挨拶

福田会長より、開会の挨拶をかねて2002年度の活動について基調報告があった。ま

た、日本学術会議への団体登録が認定されたこと、討論会予稿集バックナンバーが国立

情報学研究所電子図書館に掲載され閲覧サービスが始まったことが報告された。次に議

事進行役に山下副会長の指名があり、これを了承した後、山下副会長の司会により以下

の議事が行われた。

(2)総会の開会

山下副会長より、出席者90名、代理人議長指名委任状提出者231名があったことが報告

され、会則が定めるところの定足数(108名：正会員の1/10以上)が満たされ総会が成立

したことが確認された。

(3)事業報告



鳥海総務理事より2001年度事業報告、2002年度事業中間報告、また2003年度事業計画

案の説明があり、いずれも異議なく承認された。

(4)会計報告

尾崎財務理事から2001年度会計決算終了報告、結城2001年度会計監事より2001年度会

計監査報告、続いて尾崎財務理事より2002年度会計中間報告、特別会計中間報告と

2003年度本会計予算案、特別会計予算案の提案がされ、いずれも異議なく承認され

た。

(5)2003年度(第6期)役員の選任

檜山副会長より2003年度(第6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

に従って行われたことが報告された。同選挙結果の公示に基づき、以下の候補者が提案

され、異議なく承認された。

会長：

苗村省平 (メルク)

理事 (19名)：

荒谷康太郎 (日立製作所)、池田富樹 (東京工業大学)、 石井裕 (シャープ)、大内幸

雄 (名古屋大学)、尾崎雅則 (大阪大学)、 菊池裕嗣 (九州大学)、木村康之 (東京大

学)、栗原清二 (熊本大学)、高英昌 (セイミケミカル)、関隆広 (名古屋大学)、関秀

廣 (八戸工業大学)、竹原貞夫 (大日本インキ化学工業)、中村尚武 (立命館大学)、

西山伊佐 (科学技術振興事業団)、長谷川雅樹 (日本IBM)、古川猛夫 (東京理科大

学)、山下護 (三重大学)、吉澤篤 (弘前大学)、分元博文 (東芝松下ディスプレィテ

クノロジー)

監事(2名)：

石原將市 (松下電器産業)、堀浩雄



(6)学会賞の授与

苗村副会長より2002年度学会賞の選考結果が報告され、福田会長より以下の各氏に賞

状およびメダルが授与された。なお、著作賞については該当者がなかった。

功績賞

受賞者：小林駿介 氏 (山口東京理科大学)

業績賞（学術分野）

受賞者：横山浩 氏 (産業技術総合研究所)

業績賞（応用分野）

受賞者：高津晴義 氏 (大日本インキ化学工業)

論文賞A部門（ａ分野）

受賞者／受賞対象論文：金澤昭彦氏 (山形大学)、池田富樹氏 (東京工業大学)、阿

部二朗氏 (東京都立大学)、Supramolecular Polar Thin Films Built by Surfactant

Liquid Crystals: Polarization-Tunable Multilayer Self-Assemblies with In-Plane

Ferroelectric Ordering of Ion-Based Dipoles，Journal of the American Chemical

Society, Vol.123 (2001年) No. 8, 1748-1754

論文賞A部門（ｂ分野）

受賞者／受賞対象論文：尾崎雅則氏 (大阪大学)、下田雄紀氏 (大阪大学)、笠野真

弘氏 (大阪大学)、吉野勝美氏 (大阪大学)、液晶を浸透した多孔性人工オパールお

よびオパールレプリカの光学的特性，2001年討論会講演予稿集 ２D06

論文賞A部門（ｃ分野）

受賞者／受賞対象論文：伊達宗和氏 (日本電信電話)、田中秀尚氏 (日本電信電

話)、ホログラフィック高分子分散液晶（HPDLC）への立体像記録～配向制御型

HPDLC(AC-HPDLC)～，2001年討論会講演予稿集 2PC12

論文賞B部門



受賞者／受賞対象論文：齋藤一弥氏 (大阪大学)、徂徠道夫氏 (大阪大学)、光学的

に等方性である珍しいサーモトロピック液晶の熱力学，日本液晶学会誌 Vol.5,

No.1 (2001) p20

奨励賞（ a分野）

受賞者：福田順一氏 (科学技術振興事業団)

奨励賞（ b分野）

受賞者：山本貴広氏 (科学技術振興事業団)

(7)名誉会員の推薦

会長より今年度は名誉会員の推薦を行わないことが報告された。

(8)総会の閉会

以上の議事を終了した後、福田会長の閉会宣言により、2002年度日本液晶学会総会を

閉会した。

以上

配布資料：2002年日本液晶学会通常総会資料



2001年度 役員 

 
 

会長  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  三洋電機(株) 

理事  後藤  泰行  チッソ(株) 

理事  近藤  克己  (株)日立製作所 

理事  佐藤  進  秋田大学 

理事  杉村  明彦  大阪産業大学 

理事  曽根原 富雄  セイコーエプソン(株) 

理事  半那  純一  東京工業大学 

理事  檜山  爲次郎  京都大学 

理事  藤村  保夫  日東電工(株) 

理事  堀田  定吉  松下電器産業(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 

評議員  小林  駿介  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  大阪大学 



2002 年度 役員 

 
 

会長   福田  敦夫  東京工業大学名誉教授 

 

理事  苗村  省平  メルク・ジャパン(株) 

理事  檜山  爲次郎  京都大学 

理事  山下  護  三重大学 

     

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  松下電器産業(株) 

  理事  岩橋  槇夫  北里大学  

  理事  尾崎  雅則  大阪大学  

  理事  折原  宏  名古屋大学 

  理事  鹿野  満  アルプス電気(株) 

  理事  菊池  裕嗣  九州大学  

  理事  小出  志朗  三洋電機(株) 

  理事  後藤  泰行  チッソ(株) 

  理事  近藤  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  鳥海  弥和  東京大学  

  理事  内藤  裕義  大阪府立大学 

理事  中川  謙一  富士写真ﾌｨﾙﾑ(株) 

理事  長谷川 雅樹  日本 IBM(株) 

理事  藤村  保夫  日東電工(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)東芝松下ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 

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  東京工業高等専門学校  

 

  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 

  評議員  加藤 英彦  SEMI ジャパン 

  評議員  小林 駿介  山口東京理科大学 

  評議員  野平 博之  埼玉大学名誉教授 

  評議員  幡野 純  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  大阪大学 



2003年度 役員 
 

 

会長   苗村  省平  メルク(株) 

     

理事  荒谷 康太郎  (株)日立製作所 

理事  池田 富樹  東京工業大学 

  理事  石井 裕  シャープ(株) 

  理事  大内 幸雄  名古屋大学 

  理事  尾崎  雅則  大阪大学  

  理事  菊池  裕嗣  九州大学  

  理事  木村 康之  東京大学 

  理事  栗原 清二  熊本大学 

  理事  高 英昌  セイミケミカル(株) 

  理事  関 隆広  名古屋大学 

  理事  関   秀廣  八戸工業大学 

理事  竹原 貞夫  大日本インキ化学工業(株) 

理事  中村 尚武  立命館大学 

理事  西山 伊佐  科学技術振興事業団 

理事  長谷川 雅樹  日本 IBM(株) 

理事  古川  猛夫  東京理科大学 

理事  山下  護  三重大学 

理事  吉澤  篤  弘前大学 

理事  分元 博文  東芝松下ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(株) 

 

       

監事  石原 將市  松下電器産業(株) 

監事  堀   浩雄   
 



 

 

2001 年度 収支計算書 
2001 年 1 月 1 日～12 月 31 日

収入の部 金額（円） 支出の部 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 14,010,000 13,064,400 編集費 9,700,000 9,364,717

正会員会費 8,800,000 7,961,900 会誌発行費 6,600,000 7,272,397

学生会員会費 660,000 495,000 会誌発送費 1,650,000 541,730

賛助会員会費 4,500,000 4,550,000 原稿料 750,000 853,500

公共会員会費 50,000 57,500 会議費 200,000 22,640

会誌事業収入 3,800,000 2,852,220 通信費 50,000 0

別刷代収入 700,000 630,000 旅費･交通費 350,000 630,620

広告代収入 3,100,000 2,222,220 雑費 100,000 43,830

雑  収  入 50,000 341,233 管理費 5,289,660 7,308,813

受取利息   14,998 通信費 300,000 410,062

雑収入   326,235 印刷費 500,000 126,180

      会議費 250,000 297,037

      旅費･交通費 500,000 1,618,425

      人件費 50,000 0

      業務委託費 3,489,660 4,527,369

      雑費 200,000 329,740

      会員顕彰事業費 400,000 445,935

講演会事業収

入 
12,000,000 8,010,241 講演事業費 9,700,000 8,330,187

討論会参加費 5,600,000 4,972,431 年会(討論会) 5,000,000 6,758,350

討論会懇親会費 900,000 830,000 ﾃｰﾏ講演会 1,200,000 189,150

液晶講演会 1,500,000 567,500 ｻﾏｰｽｸｰﾙ 3,500,000 1,382,687

討論会雑収入 0 264,810       

ｻﾏｰｽｸｰﾙ 4,000,000 1,375,500       

寄付金収入 0 0       

ﾌｫｰﾗﾑ事業収入 2,041,574 1,536,111 ﾌｫｰﾗﾑ事業 2,550,000 1,427,595

参加費 1,250,000 1,534,000 積立金繰入 3,000,000 0

その他 791,574 2,111 予  備  費 1,261,914 0

当期収入合計 31,901,574 25,804,205 当期支出合計 31,901,574 26,877,247

前期繰越金 23,129,918 23,129,918 当期収支差額 0 -1,073,042

      次期繰越金 23,129,918 22,056,876

合         計 55,031,492 48,934,123 合          計 55,031,492 48,934,123



 

 

2001 年度 貸借対照表 
    

2001 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 7,380,660 前受会費 5,734,000

小口現金 1,548,752 未払金 1,782,774

郵便振替 11,900 仮受金 10,061,719

普通預金(学術活動基金） 2,061,738 II.正味財産   

定期預金 20,014,979 次期繰越金 22,056,876

定期預金(学術活動基金) 8,000,000  前期繰越金 23,129,918

未収入金 617,340  当期収支差額 -1,073,042

流動資産合計 39,635,369     

合    計 39,635,369 合    計 39,635,369

 

2001 年度 財産目録 
   

2001 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 7,380,660

小口現金   1,548,752

  サマースクール 192,813

  フォーラム 1,355,939

郵便振替 郵政省東京貯金事務センター口座 11,900

普通預金(学術活動基金） 第一勧業銀行 本郷支店 2,061,738

定期預金   20,014,979

  東京三菱銀行 春日町支店 15,014,979

  三菱信託銀行 上野支店 5,000,000

定期預金(学術活動基金） 第一勧業銀行 本郷支店 8,000,000

未収入金 別刷代、広告掲載料等 617,340

流動資産合計   39,635,369

資産の部合計   39,635,369

流動負債     

前受会費 2002 年度以降会費 5,734,000

未払金 会誌印刷費, 理事会交通費他 1,782,774

仮受金 ILCC 寄付金(学術活動基金） 10,061,719

流動負債合計   17,578,493

正味財産     

次期繰越金   22,056,876

正味財産合計   22,056,876

負債及び正味財産の部合計   39,635,369



 

 

2002 年度 収支計算書 

2002 年 1 月 1 日～７月 31 日

収入の部 金額（円） 支出の部 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 13,808,750 10,793,850 編集費 10,570,000 3,671,441

 正会員会費 8,640,000 6,433,600  会誌発行費 8,000,000 2,238,341

 学生会員会費 618,750 312,750  会誌発送費 1,000,000 163,480

 賛助会員会費 4,500,000 4,000,000  原稿料 1,000,000 598,500

 公共会員会費 50,000 47,500  会議費 120,000 0

会誌事業収入 2,380,000 954,900  通信費 50,000 0

 別刷代収入 380,000 222,000  旅費･交通費 300,000 641,120

 広告代収入 2,000,000 732,900  雑費 100,000 30,000

雑  収  入 300,000 407,781 管理費 6,700,000 2,628,069

 受取利息 0 5,391  通信費 450,000 14,033

 雑収入 300,000 402,390  印刷費 100,000 27,120

       会議費 200,000 62,230

       旅費･交通費 1,300,000 764,730

       人件費 30,000 0

       業務委託費 4,000,000 1,575,000

       雑費 620,000 184,956

      
会員顕彰事業

費 
400,000 0

講演会事業収入 9,522,500 0 講演事業費 7,800,000 1,200,000

 討論会参加費 5,255,000 0  液晶討論会 5,000,000 1,000,000

 討論会懇親会費 986,000 0  液晶講演会 500,000 0

 液晶講演会 766,500 0  ｻﾏｰｽｸｰﾙ 2,300,000 200,000

 討論会雑収入 0 0       

 ｻﾏｰｽｸｰﾙ 2,515,000 0       

 寄付金収入 0 0       

ﾌｫｰﾗﾑ事業収入 1,500,000 0 ﾌｫｰﾗﾑ事業 1,500,000 0

 参加費 1,500,000 0 積立金繰入 0 0

 その他 0 0 予  備  費 541,250 0

当期収入合計 27,511,250 12,156,531 当期支出合計 27,511,250 7,499,510

前期繰越金 22,056,876 22,056,876 当期収支差額 0 4,657,021

      次期繰越金 22,056,876 26,713,897

合       計 49,568,126 34,213,407 合       計 49,568,126 34,213,407

 

 



 

 

2002 年度 特別会計収支計算書 

    

    

    2002 年 1 月 1 日～7 月 31 日

収入の部 支出の部 

科  目 金 額(円) 科  目 金 額(円) 

寄付金収入 
  10,061,738

貸出金 
  0

 ILCC 寄付金 10,061,738  国際研究集会開催準備貸出金 0

       

雑収入 2,086 雑費 315

 受取利息 2,086  定期預金残高証明発行手数料 315

       

       

当期収入合計 10,063,824 当期支出合計 315

前期繰越金 0 当期収支差額 10,063,509

    次期繰越金 10,063,509

合    計 10,063,824 合    計 10,063,824

 

 

 

 

 

 



 

 

2003 年度 収支予算書（案） 

      
2002 年 10 月 10 日

収入の部 支出の部 

科  目   金 額(円) 科  目   金 額(円)

会費収入  13,508,750 編集費   9,830,000 

 正会員  8,640,000  会誌発行費   7,500,000 

 学生会員  618,750  会誌発送費   800,000 

 賛助会員  4,200,000  原稿料   900,000 

 公共会員  50,000  会議費   50,000 

     通信費   30,000 

     旅費・交通費   500,000 

     雑費   50,000 

          

会誌事業収入   2,380,000 学会管理費   6,030,000 

 別刷代   380,000  通信費   420,000 

 広告料収入   2,000,000  印刷費   400,000 

      会議費   200,000 

      旅費・交通費   1,100,000 

      人件費   30,000 

      業務委託費   3,630,000 

      雑費   250,000 

           

     会員顕彰事業費   330,000 

講演会事業収入   7,940,000 講演会事業費   7,800,000 

 液晶討論会 参加費 4,500,000  液晶討論会   5,500,000 

  懇親会費 840,000  液晶講演会   300,000 

 液晶講演会   600,000       

 サマースクール   2,000,000  サマースクール   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      

           

雑収入   300,000 積立金繰入   0 

 受取利息   0      

 雑収入   300,000       

     予備費   138,750 

          

当期収入合計   25,628,750 当期支出合計   25,628,750 



 

 

2003 年度 特別会計収支予算書(案) 

      
2002 年 10 月 10 日

収入の部 支出の部 

科  目 金 額(円) 科  目 金 額(円) 

雑収入  2,000 雑費  315

受取利息  2,000 残高証明発行手数料  315

         

         

         

         

当期収入合計 2,000 当期支出合計 315

 

 
 



 

 

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）本部行事  

   

2001年サマースクール 9月3日～5日 支笏湖国民休暇村(北海道) 

2001年日本液晶学会講演会 9月24日 大宮ソニックシティ（埼玉） 

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（埼玉） 

第2回液晶科学に関する日英セミナー(共催) 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・物性 11月16日 名古屋大学 

  

●液晶化学・材料フォーラム  

・化学材料フォーラムセミナー 11月8日～9日 ホテル城山（神奈川県湯河原町） 

  

●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 理窓会館 

・先端講座「液晶の情報通信への新しい応用」12月7日 東京理科大学 理窓会館 

  

●液晶ディスプレイフォーラム  

・液晶ディスプレイ新展開を探る 11月2日 鉄道弘済会館（千代田区） 

・液晶ディスプレイと地域産業振興 12月4日 青森グランドホテル（青森市） 

 

●生体関連・リオトロピック液晶フォーラム  

・ 生体と液晶―生体内の液晶秩序と 

生体構造・生命機能の関係 

11月30日 鉄道弘済会館(千代田区) 

 

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 事業中間報告 

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）本部行事  

   

2002年サマースクール 7月31日～8月2日 南阿蘇国民休暇村(熊本) 

2002年日本液晶学会講演会 10月8日 奈良県新公会堂（奈良） 

2002年日本液晶学会討論会 10月9日～11日 奈良県新公会堂（奈良） 

日伊液晶セミナー(共催) 7月7日～11日 シシリー島エリス（イタリア） 

  

（2）研究フォーラム行事  

  

●液晶物理・物性フォーラム  

・２１世紀の液晶物理・基礎と応用 11月30日 東京理科大学理窓会館 

   

●液晶化学・材料フォーラム  

・有機ＥＬ・半導体デバイスをにらんだ液晶

材料・ディスプレイ研究の新展開(合同開催)

7月26日 日本科学未来館(東京) 

・分子の配向制御を利用した表示・記録への

応用 

12月6日 東京 

  

●液晶フォトニクス・光デバイスフォーラム  

・ 先端講座 

「液晶フォトニクスとナノテクノロジー」 

6月18日 東京工業大学 百年記念館 

・   

●液晶ディスプレイフォーラム  

・有機ＥＬ・半導体デバイスをにらんだ液晶

材料・ディスプレイ研究の新展開(合同開催)

7月26日 日本科学未来館(東京) 

   

●生体関連・リオトロピック液晶フォーラム  

・リオトロピック液晶を使ったメソ構造制御 10月18日 産業技術総合研究所臨海副都心セン

ター(東京) 

 

2）定期刊行物の編集発行 

 

液晶 第6巻 1号、2号、3号、4号 

 



 

 

2003年度 事業計画 

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）本部行事 

   

2003年サマースクール 7月上旬～9月上旬 首都圏開催予定 

2003年日本液晶学会講演会 9月下旬～10月上旬 青森市開催 

2003年日本液晶学会討論会 9月下旬～10月上旬 青森市開催 

（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7巻 1号、2号、3号、4号 

 
 


