一般社団法人日本液晶学会 2015 年度第 4 回理事会
日時：2016 年 4 月 16 日（土）13：00～17：40
場所：国際文献社（江戸川橋）
出席：清水 洋，藤掛英夫，岸川圭希，石川 謙，山本 潤，高橋泰樹，諏訪俊一，尾崎良太郎，
佐々木健夫，福田順一，西山伊佐，徳久博昭，
内藤裕義（監事）
，森武 洋（オブザーバー）
事務局：鈴木美保子（国際文献社）
欠席：袋 裕善(副会長)，後藤泰行(監事)
(以上，敬称略)
１．会長挨拶
２．報告および審議事項
２－１ 一般社団法人日本液晶学会 2015 年度第 3 回理事会議事録（資料 2015-4-01）
が承認された。
２－２ 一般社団法人日本液晶学会 2015 年度第 3 回理事会 議事録（一般公開用）
（資料 20154-02）が承認された。
２－３ 総務委員会（資料 2015-4-03）

岸川理事・石川理事

［報告事項］
１）2016 年度の役員体制について
役員数：14 名
役職（担当者（敬称略））
：会長１（新），副会長２（新，新），総務２（石川，新），財務２
（高橋，新），編集・情報２（尾崎，新），行事１（新），研究会・国際２（徳久，新），監
事２（内藤，新） （新---2016 年９月の総会で承認される新役員）
［審議事項］
１）会員動向 会員数の推移が説明され、入会者・退会者の名簿が回覧され承認された。
２）各種委員会の状況
各種員会の日程および状況が報告された。
・役員選考委員会
・代議員選任委員会
・選挙管理委員会
・名誉会員審議委員会
２－４ 財務委員会（資料 2015-4-04）

山本理事・高橋理事

［報告事項］
１） ソフトマターフォーラム講演会（1 月 29 日）収支報告・アンケート集計
２） ディスプレイフォーラム講演会（3 月 10 日）修士報告・アンケート集計
３）今後の予定
・第 5 回理事会（7 月 30 日）に向けて総会資料作成
・会計締日後の文献社による基礎資料作成スケジュールの策定
［審議事項］
１） 物理・物性/ソフトマターフォーラム合同基礎講座（6 月 4 日）収支計画が承認された
２） メダルの作製については、従来どおり個人賞・名誉会員について作製することが承認
された。
３） 学会誌冊子体の保管費用の削減について今後、財務理事と国際文献社で検討すること
になった。
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２－５ 編集・情報委員会（資料 2015-4-05）

諏訪理事・尾崎理事

［報告事項］
１）4 月 25 日付けで液晶学会誌 Vol.20 No.2 が電子ジャーナル（および希望者への冊子体）
として発行される予定。
（ページ詳細準備中 2016 年 4 月 11 日時点）
２）広告について
①広告要項の改定（6 月より）が説明された。
②広告代理店 大栄広告社（サイバーエクスプレス社）について説明があった。
３）Vol.21 液晶学会 20 周年特集について
４）著作権の取り扱い
Vol.20 No.4 以降、著作権を学会に所属させる方向で準備中。
５）研究会・フォーラム等の資料（料金表）の書き方を統一することについて
［審議事項］
１）著作権の取り扱いおよび今後の進め方
著作権についての質問事項・確認事項をメモにまとめ、関係する理事がチェックした後
に、知財に詳しい弁護士に相談することが了承された。
２）A division of the American Chemical Society からの会誌送付催促された件について
経緯や契約条件を、ACS に対して事務局から直接聞いてもらうこととした。状況が判明
してから、再審議とすることとした。
２－６ 行事委員会（資料 2015-4-06）

佐々木理事・福田理事

［報告事項］
１）2016 年度液晶学会討論会の準備状況について
開催地：大阪工業大学 大宮キャンパス
現地委員：石原先生、宇戸先生、森實先生
日程：9 月 5 日（月）
、6 日（火）、7 日（水）。交流会：9 月 4 日（日）。
◆研究発表申込 ５月 ９日（月）〜 ６月３日（金）１５時
◆予稿原稿入稿 ６月２４日（金）〜 ７月１５日（金）
◆事前参加登録 ６月２７日（月）〜 ７月２９日（金）＊液晶交流会も含む
◆参加 WEB 受付 ８月 １日（日）〜 ９月 ２日（土）＊液晶交流会も含む
２）ILCC2018 の準備状況について
３）PhoSM2016（11 月 24 日～27 日、名古屋）の準備状況について
４）日伊液晶国際会議 2016 の準備状況について
５）アジア国際液晶会議（2017 年 2 月 13～15 日、台湾）の準備状況について
［審議事項］
１）予稿集の販売について
会員・非会員を区別した価格を財務と行事で設定して販売することが了承された。
２）虹彩賞規定の英語名称について
2016 年度討論会においては、JLCS Kousai Poster Award とし、今後も適切な名称に
ついて考えていくことが了承された。
３）討論会 HP の英語版について
本討論会については、行事理事に一任することが了承され、今後も継続して検討する。
４）虹彩賞規定について
規定についての原案が示され、第 3 条（表彰件数）ついては、審査件数の 10％程度と
することが了承された。第 4 条（審査）については、「虹彩賞の選考は、虹彩賞選考委員
会が行う。選考委員長は行事担当理事とし、委員は会員から委員長が任命する。」とした。
５）企業展示の料金の検討
財務と行事で検討して決定することが了承された。
６）2017 年度以降の討論会開催場所について検討を行った
７）討論会の現地企画「液晶応用の新しい展開（仮題）」の開催について了承された。
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８）液晶交流会の名称について
実体に則した名称であるかの議論があった。今後、より適切な名前に変更する必要性が
あるとの意見があった。
２－７ 国際交流委員会・研究会委員会（資料 2015-4-07）

西山理事・徳久理事

［報告事項］
2015年度の事業報告、2016年度の事業計画（2016年7月～2017年6月）の修正、2017年度の事
業計画（2017年7月～2018年6月）が報告された。
［審議事項］
１）国際担当案件
特になし。
２）研究会担当案件 フォーラム研究会開催マニュアルの改訂について：講演会終了後、
予稿資料を理事会（編集担当理事宛）に提出する手順を付け加える改訂を行いたい。
（編集担当より資料・情報を収集したい意向を受け対応）
２－８ 役員選考委員会資料（2015-4-08）
役員選考委員会委員長：袋 副会長
委 員：岸川総務理事（幹事）
，山本財務理事，齋藤一弥氏
［審議事項］
学会への貢献、理事経験、2018ILCC（京都）等を考慮し、2016 年度の新役員候補者を選出し
たことが説明され、原案（全員、本人の内諾済み）通り承認された。なお、公募での役員候
補者はなかったことが報告された。
２－９ 代議員選任委員会（資料 2015-4-09）
委員長：西山研究会理事
委 員：諏訪編集理事，尾崎編集理事，山本貴広氏
［審議事項］
任期 2016 年 8 月～2018 年 8 月（15 名：順不同）を代議員候補者案が提出され承認された。
（いずれも本人の内諾取得済み）
２－10 表彰委員会資料（2015-4-10） 委員長：藤掛副会長、同副委員長：石川総務担当理事
［審議事項］選考過程、選考結果が説明され、示された表彰候補者案が全て承認された。
また、表彰委員会（個人賞）議事概要(案) と表彰委員会（論文賞）議事概要(案)が説明さ
れ、承認された。日本液晶学会受賞者及び受賞理由（案）提示され、了承された。
２−11 名誉会員審議委員会（資料 2015-4-11）
委員長：清水会長
委員：袋副会長、藤掛副会長、岸川総務理事、石川総務理事
会長経験者 65 歳以上、一般会員 70 歳以上というルールに基づいて、現在選考中であること
が述べられた。第 5 回の理事会で案を提出し承認後、9 月総会で採択、名誉会員証授与す
る。
２－12

WEB 管理 WG（資料 2015-4-12）

WEB 管理 WG 森武委員

[審議事項]
１）WADAX サーバーのオプション（WEB バックアップオプション）契約について
本件の必要性が説明され、原案どおり承認された。
２）情報委員会委員（WEB 管理 WG）の委嘱について 原案通り承認された。
[報告事項]
１） NII-ELS の終了による液晶討論会のアブストラクト掲載について
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２－13 2016 年度総会資料の内容と分担について（資料 2015-4-13） 総務委員会
総会資料の準備について、役割分担が了承された。
２－14 20 周年記念事業（1997 年 9 月発足,2016 年で 20 年）
清水会長
１）趣旨：2016～2018 年にかけて液晶学の広報と機運の盛り上げを図る。
２）グローバルなイベント
（ⅰ）8th Japanese-Italian Liquid Crystal Workshop（2016 年 7 月 5-7 日、京都）
（ⅱ）2nd International Conference on Photoalignment and Photopaterning in
Soft Materials (2016 年 11 月 24～27 日、名古屋）
（ⅲ）3rd Asian Conference on Liquid Crystals(Taiwan)
（ⅳ）産学連携イベント
（ⅴ）ILCC2018 （京都）
３）会員に対するイベント
（ⅰ）フォーラム特別企画（合同会合開催など）
（ⅱ）産学官連携事業
（ⅲ）液晶討論会など国内学会会期中小さなイベント（現地企画）
（ⅳ）会員増強運動（永年会員表彰設立、シニア会員（学生と同額会費）
、英語版 HP 等）
２－15 日本液晶学会 20 周年記念シンポジウム（企画案）
（藤掛副会長）
１）組織：20 周年記念委員会の組織が必要。
２）開催の日時・場所：2016 年度討論会にあわせ 9 月 8 日（9:00～17:00）に行う場合は、
至急、現地実行委員会に打診する必要あり。討論会とは別に行う場合は、東京で会場を
探す必要がある。
３）内容「次世代技術が拓く液晶ディスプレイの未来」
第 1 部 ディスプレイの産業復興に向けて
第 2 部 材料技術部門
第 3 部 デバイス開発部門
第 4 部 応用システム部門
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