
1 

 

一般社団法人日本液晶学会 2019 年度第 4回理事会議事録 

 

日時：2020 年 4月 25 日（土）13：00～18：00  

場所：ビデオ会議 

出席： 石原 將市、菊池 裕嗣、松井 秋一、坂本 謙二、森武 洋、高頭 孝毅、堤 治、 

長谷川 雅樹、箕浦 潔、山本 貴広、富川 直樹、關 隆史、宍戸 厚、小村 真一、岡田 裕之 

オブザーバー：木村宗弘、物部浩達、鈴木美保子 

 (以上，敬称略)  

 

議事 

13:00 に出席予定者全員のビデオ会議参加を確認し代表理事の発議で理事会が開始された。 

 

１．会長挨拶 

 

２．配布資料確認 

 

３．報告および審議事項 

 

３−１ 総務委員会 

  [報告事項] 

3-1-1 以下のメール審議について確認を行った。 

(1)2019 年度第 3回理事会議事録の承認（2020 年 1 月 29 日付） 

(2)第 17 回江崎玲於奈賞への学会推薦候補者の承認（2020 年 2 月 5 日付） 

(3)第 11 回フレキシブル・プリンテッド・エレクトロニクス国際会議の協賛依頼の承認

（2020 年 4 月 1日付） 

(4)国際交流未来基金助成事業に応募された案件への助成の承認（2020 年 4 月 2日付） 

 

3-1-2 会員数の状況、入会者数、退会者数、会費未納状況等について報告された。 

 

3-1-3 外部表彰への学会推薦について以下の報告があった。 

(1) 第10回（令和元年度）日本学術振興会育志賞の受賞者決定通知（2020年1月28日付）が

あった。 

(2) 第17回江崎玲於奈賞候補者の推薦の公募に対して、1名の応募があり、理事会の承認

(2/5付)を経て、学会推薦した。 

(3) 第 17 回（令和 2年度）日本学術振興会賞受賞候補者の公募を行ったが、応募者はな

く、本年度の新たな学会推薦を見送る事とした。 

(4) 本学会が推薦した大阪大学の内田幸明氏が令和 2年度文部科学大臣表彰若手科学賞 

（業績：ソフトマターにおける光と磁気の相互作用に関する研究）を受賞した。 

 

3-1-4 国際交流未来基金若手研究者海外派遣助成 1件を承認したが、参加予定学会が 2年

延期になったため、助成金は支払わない事とした。 

 

3-1-5「日本液晶学会主催のイベントにおける新型コロナウイルスに関する対応について」

（3月末までの対応として）を 2020 年 2月 26 日に WEB 掲載した事が報告された。 

 

 [審議事項] 

3-1-6 第 11 回日本学術振興会育志賞受賞候補者の学会推薦の公募（3/25-4/20）を行った

が、応募がなかったことが報告された。 
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3-1-6 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大による日本液晶学会討論会中止

時の定時社員総会の開催について審議し、代議員を招集して9月30日までに別途社員総

会を開催（ビデオ会議開催を含む）する事となった。 

 

3-1-7 WEB会議サービスZoomのライセンスを5月から取得する事となった。 

 

３−２ 財務委員会 

  [報告事項] 

3-2-1 2019 年 2月末日までの日本液晶学会 2019 年度会計収支中間報告が行われ、収支概

要、貸借科目、経常収益、経常費用について説明された。 

 

 [審議事項] 

3-2-2 預貯金残の適正額について議論を行った。学会活動の活性化、業務の改善、会員増

等に向けた資金の有効活用に関する具体的な検討を継続審議する事となった。 

 

３−３ 編集・情報委員会 

3-3-1 編集委員会 

 [報告事項] 

(1) 1 月 25 日付けで日本液晶学会誌 Vol.24 No1（学会賞受賞記念特集号）が発行され

た。 

 

(2) 過去 2年分の編集費の推移が報告された。 

 

[審議事項] 

本学会の著作物利用許諾は図表のみの利用、転載を対象としていたが、文章の転載も対象

に含めるため、編集委員会から日本液晶学会刊行物の転載／複製（複写）の利用許諾基準

の改定案が示され、原案通り承認された。 

 

3-3-2 情報委員会 

 [報告事項] 

(1) JLCS-Information(同報 ML)、WEB について、活動状況が報告された。 

 

(2) 本年度から日本液晶学会討論会・液晶交流会 WEB ページの作成・運用を国際文献社へ

委託し、2020 年版の日英ページ（http://jlcs.jp/ekitou/2020/）を 3月 13 日に公開し

た事が報告された。 

 

(3) 2019 年日本液晶学会討論会予稿集の J-Stage 登載作業は終了しており、2020 年 6月

１日に会員限定（パスワード制限）で公開、2021 年 10 月 1 日（会議終了後２年経過）か

らフリーで公開される予定である事が報告された。 

 

(4) WEB 管理 WGで検討した、国際文献社へ委託する WEB・メーリングリスト（ML）関連の

作業内容案が報告された。 

 

[審議事項] 

来年度（2020 年 7 月）から国際文献社へ委託する、ML管理と定型ページ更新の作業項目

案が提示され、原案の通り承認された。 
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３−４ 行事委員会 

 [報告事項] 

3-4-1 2020 年度日本液晶学会討論会・液晶交流会を以下の日程で開催できるように準備し

ている事が報告された。 

開催地：アオーレ長岡 

日程：9月 2日（水），3日（木），4日（金） 

ポスター発表：9月 2日（水）予定 

懇親会：9月 3日（木）長岡グランドホテル 

交流会：9月 1日（火）アオーレ長岡 

◆研究発表申込 5 月 7日（木）～ 5 月 25 日（月） 

◆予稿原稿入稿 6 月 8日（月）～ 6 月 29 日（月） 

◆事前参加登録(事前料金) 6 月 8 日（月）～ 7 月 29 日（水）＊液晶交流会も含む 

◆予稿集の発行日  8 月＊＊日（＊）（案）（HP で公開予定）（特許関連で重要） 

 

 [審議事項] 

3-4-2 現時点での COVID-19 感染拡大状況を考慮し、日本液晶学会討論会の開催について、

3 か月延期、1 年延期、Web 会議開催、通常開催（開催できない場合は予稿集の発行をも

って発表実績とする）を候補として議論した結果、日本液晶学会討論会・液晶交流会を

セットで 1年延期する事となった。 

 

3-4-3 2020 年日本液晶学会討論会に代わる Web 研究会を企画し、研究成果発表の機会を会

員に提供する事となった。 

 

3-4-4 2020 年日本液晶学会討論会の 1年延期決定に伴い、2021 年以降の討論会の開催予定

会場を以下のようにすることが承認された。 

2021 年：長岡技科大（木村先生：内諾済み） 

2022 年：高松（香川大学：舟橋先生：内諾要確認） 

2023 年：東京理科大、神楽坂キャンパス（佐々木先生：内諾要確認） 

 

3-4-5 2024 年以降の候補地について確認した。 

 

３−５ 国際・研究委員会 

3-5-1 国際交流委員会 

[報告事項] 

(1) 第 10 回日伊液晶ワークショップに関して、イタリアでの COVID-19 の深刻な拡大状況

により、当初予定していた日程（2020 年 7 月 7日－9日）での開催が困難となり、延期す

ることになった事、新しい日程は検討中である事が報告された。 

 

(2) 第 19 回液晶光科学国際会議（Optics of Liquid Crystals 2021：OLC2021）の沖縄開

催が OLC 国際諮問委員会において決定（2020 年 3 月 2 日付）された事が報告された。 

 

3-5-2 研究委員会 

[報告事項] 

(1) COVID-19 の感染拡大防止のため、 2020 年 3 月 3 日に開催予定であったソフトマター

フォーラム主催講演会「液晶における分極現象－ミクロな１分子から、分子間電気的相互

作用、マクロな配列、分極運動のダイナミクスと物性－」が中止された事が報告された。 

 

(2) 2020 年 12 月頃にディスプレイフォーラム主催で合同基礎講座を開催する予定である事

が報告された。  
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(3) 2020 年液晶小サマースクールは、 COVID-19 の影響により今夏は開催せず、別日程での

開催を検討している事が報告された。  

 

３−６ 表彰委員会 

[報告事項] 

3-6-1 2020 年度学会賞選考のため、4/4 に個人賞、4/11 に論文・著作賞の選考会議がビデ

オ会議で開催された事（COVID-19 の感染拡大防止のため）、及びそれらの結果が報告さ

れた。 

 

3-6-2 表彰委員会選考に関わる議論内容及び次年度への課題について報告があった。 
 

[審議事項] 

3-6-3 表彰委員会の選考結果について原案の通り承認された。 

 

3-6-4 表彰規定の受賞対象及び条件（特に技術開発賞）の見直しを表彰委員会において検

討する事となった。 

 

3-6-5 論文賞 A 部門、奨励賞の a,b,c 分野について、より明確化するように表彰規定の見直

しを表彰委員会において検討する事となったまた、論文賞 C部門についても、対象期間

の見直しの検討をする事となった。 

 

3-6-6 今後の予定を確認した。 

 

３−７ 役員候補者選考委員会 

[審議事項] 

3-7-1 2020 年度役員候補者選挙に立候補する正会員および役員候補者として推薦する正会

員の公募を行ったが、応募者がいなかった事が報告された。 

 

3-7-2 2020 年度役員理事会推薦候補者（案）が選考委員会から報告され、原案の通り承認

された。 

 

３−８ 代議員選考委員会 

［報告事項］ 

3-8-1 2020 年度代議員選挙に立候補する正会員および代議員候補者として推薦する正会員

の公募を行ったが、応募者がいなかった事が報告された。 

 

3-8-2 2020 年度代議員選挙候補者(案)が選考委員会から報告され、原案の通り承認され

た。 

 

３−９ 選挙管理委員会 

[審議事項] 

3-9-1 COVID-19 による東京オリンピック、ILCC2020 の延期が決定した事に伴い、選挙日程

の制限が緩和されたので、選挙日程を見直した。 

 

3-9-2 COVID-19 の感染拡大を考慮し、従来の書面による選挙と並行して電子選挙を検討す

ることとなった。 

 

3-9-3 電子選挙を可能にするため、及び代議員選挙管理委員会の設置を明記するため、役

員選任規定と代議員選任規定を改定する事となり、改定案は選挙管理委員会と代議員選

考委員会が担当する事となった。 

 

３−１０ 名誉会員審議委員会 
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[審議事項] 

3-10-1 名誉会員候補者(案)1 名について推薦審議委員会より報告され、原案の通り承認さ

れた。 

 

４．理事会日程 

[審議事項] 

4-1 COVID-19 の感染拡大により日本液晶学会討論会が 1年延期となったことに伴い、第５

回理事会の日程を変更する事とした。 

第 5回理事会は 2020 年 8 月 1 日（土）13:00～17:00（ビデオ会議にて開催） 

 
 以上で審議を終了し、18:00 に閉会した。 

 


