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SIDについて

Society for Information Display（SID）は、電子ディスプレイおよび視覚情報技術産業に焦点を当てた唯一の専門組織です。実

際、SIDは、電子ディスプレイと視覚情報技術の進歩に専念することにより、業界最高の新製品を紹介しながら、すべての関連技術

における業界コラボレーション、コミュニケーション、トレーニングのためのユニークなプラットフォームを提供します。この組織の

メンバーは、ディスプレイの研究、設計、製造、アプリケーション、マーケティング、販売に関連する技術およびビジネス分野の専門

家です。産業および学術技術の開発を促進し、ディスプレイの重要性を消費者に教育するために、SIDはディスプレイウィークを含

む年に10回以上のカンファレンスを開催します。 SIDのグローバル本社は1475 S. Bascom Ave.、Ste。 114、キャンベル、CA 95008

。詳しくは、 www.sid.orgにて。

会員になろう！

Palisades Convention Management, Inc.
411 Lafayette Street, Suite 201
New York, NY 10003
(800) 350-0111 •     (212) 460-9700
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ハッピーホリデー！
皆様のクリスマスシーズンに安寧があることを願い、 

新年をともに迎えることを楽しみにしております。

ディスプレイウィーク2020の新着情報は、 
我々の ウェブサイト よりいつでも確認できます。

登録開始
２０２０年2月1日
ディスプレイウィーク2020
第５７回年次国際シンポジウム
セミナー＆展示
２０２０年7月 7-12日
カリフォルニア州サンフランシスコ
Moscone Center

今、カレンダーに印をつけましょう!

２０２０年６月９-11日 展示

２０２０年６月7−１２日 シンポジウム

６月７日 日曜日短期コース

６月 8日 月曜セミナー

６月９日火曜日 
10:30 A.M. – 6:30 P.M.

６月10日水曜日 
9 A.M. – 5 P.M.

６月11日木曜日 
9 A.M. – 3 P.M.

展示時間

６月9日火曜日 
5 – 6:30 P.M. ネットワーキングイベント

 
 
 
　ディスプレイウィーク2020は、各種分
野のトップクラスの技術者やリーダーを
招待した特別講演やプログラムを含ん
でいます。学習だけでなく人脈を広げ、
自分のキャリアを開発する機会でもあり
ます。

日曜短期コース

月曜セミナー

ビジネストラックとマーケット  
カンファレンス

テクノロジー産業で活躍する女性 
パネルディスカッション

CEO フォーラム

 ジョブ・フェア

ネットワーキングイベント

それだけで
はありませ
ん!

人々に
影響力を
　２０１９年に ディスプレイウィークはピープルズチョイ
ス・アワードを初めて表彰しました。（前年まで表彰して
いたベスト・イン・ショー賞に代わって）初めて、参加者と
展示者が、自分が最も感銘を受けた展示と商品に投票
をする機会が与えられました。その投票は、 ベスト・ニュ
ーテクノロジー (LG), ベスト・テクノロジー・デモンスト
レーション (BOE), そしてベスト・ ラージ (AUO), ミディウ
ム (CLEARink) 、スモール (PlayNitride) ブース賞の表彰
に直接影響します。それぞれのカテゴリーに複数の受賞
者がいました。 受賞者のリストをご覧ください。

　ディスプレイウィーク2020でピープルズチョイスアワ
ードが再び開催されることをお知らせいたします。繰り
返しますが、投票はディスプレイウィークモバイルアプリ
内の、次の6つのカテゴリのアンケートを通じて行われ
ます。

•   ベスト・ニュー・ディスプレイテクノロジー
•   ベスト・ニュー・ディスプレイコンポーネント
•   ベスト・テクノロジー・デモンストレーション
•   ベスト・スモール・ブース
•   ベスト・ミディアム・ブース
•   ベスト・ラージ・ブース

詳しくは、Danielle Rocco氏のメールアドレス drocco@
pcm411.com まで。 

ディスプレイウィーク2020に参加して
あなたの声を轟かせましょう！

が待っている！
募集期限: ２０２０年2月28日

ディスプレイウィーク２０２０、I-Zoneへの参加を検討
することは、今でも決して早すぎることはありません！

９周年目を迎えるI-Zoneは、まだ市場に出ていない
新技術や新製品を見ることに熱心な8,000人以上の
参加者が集う世界的な展示会中に、プロトタイプを3
日間、無料でデモンストレーションすることのできるユ
ニークな機会です。この競争力の高い選考プロセス
は、大学、研究者、政府機関、新興企業に開かれていま
す。 2018年と2019年に、50を超えるI-Zoneの出展者
が、メイン展示フロアのブーススペースで見事入賞し
ました。

“ディスプレイウィークのI-Zoneは、スタートアップや大
学の研究室からのディスプレイや関連するイノベーシ
ョンを見ることができる展示会の主要なプラットフォ
ームとしての地位を確立した。”と、SID会長、I-Zone 委
員長 Harit Doshi氏は言いました。

昨年度の受賞者 である Holst Centreは、透明指紋認
証機のコンセプトでベスト・プロトタイプ賞を受賞島し
ました。 授賞式のライブ映像をご確認ください。

2020 I-Zoneへの応募の締め切りは、２０２０年2月28
日です。さらに詳細を得るには、 我々のウェブサイト あ
るいは I-Zone@sid.org に御連絡ください。

あなたがディスプレイウィー
ク２０１９で見損ねたものは?
ディスプレイウィーク2019のYoutubeの動画再生
回数は１５０万回再生を超えました！Youtubeのチ
ャンネルを  確認して 去年の興奮を追体験し、さら

に友人と共有しましょう！

SNSで私たちと繋がりましょう！

上からの景色

Ruiqing (Ray) Ma  
ディスプレイウィーク２０２０プロブラム
委員長

Q.  ディスプレイウィーク2020に、どのようなプロ
グラムを期待できますか?

A.  ディスプレイ産業の最新のトレンドである拡張現実/
仮想現実/混合現実や、ディスプレイと印刷ディスプレイ
のための機械学習の三つのスペシャルトピックスがあ
ります。もちろん、プログラム委員会によって誠実に作
成された既存のトラックが、私たちの技術プログラムの
基盤であります。が、ここでは、フォーダブルディスプレ
イ、microLED、クアントム・ドットなど、今後も多くの大衆
を惹きつけるであろう他の最先端のトピックが見られる
ことを期待しています。

Q.  5年の間に、プログラムはどのように変わりま
したか?

A.  過去5年間、ディスプレイ技術とその応用技術は、急
速な変化を経験した。 その成長の速度だけでなく、業界
に参入する人口の数までにも急速な変化が訪れた。プ
ログラム委員会は、変化に非常に敏感であり、プログラ
ムの設計を通じて変化を反映させること、そして促進す
ることに積極的に取り組んできました。最も重要な変更
の1つは、特別トピックの形成したことと、「副プログラム
委員長」というポジションの創設です。副委員長は、さま
ざまな委員会から論文を厳選して、ディスプレイ共同体
により良いサービスを提供する強力な分野横断特別セ
ッションをまとめることを役割としています。 

Q.  特別講演のトピックスはどのように選んでいる
のですか?

A.  特別講演のトピックスは、プログラム委員会のメンバ
ーの提案を基準に選択しています。ディスプレイ専門家
による高度な情報をもとに,そして全体総括、副プログラ
ム委員長、およびその他の実行委員会メンバーと相談し
た後、最終的なスペシャル・トピックスを決定します。

Q.  サンフランシスコがディスプレイウィーク2020
を開催するのに最適な場所である理由は?

A.  カリフォルニア湾岸エリアで二番目に大きい都市で
あるサンフランシスコは、多くの作業を一度にこなすこ
とのできるシリコンバレーのすぐ隣に位置している便利
さがあります。そして、作業の後には、素晴らし料理, 現
代的な建築物、コスモポリタンな雰囲気, 急な丘陵や壮
大な自然美を堪能することができるのです。

Yi-Pai Huang  
ディスプレイウィーク２０２０全体総括

Q.  どのような計画が、ディスプレイウィーク２０２
０で進行中ですか?

A.  技術的なプログラムに付け加えて、我々は現在ビジ
ネスとマーケティングのためのトラックとともに、ジョブ
フェアと展示者フォーラムも準備しています。 基調講演
の規模もまた拡大していて、ディスプレイの範囲を超え
たものを計画しています。例えば、機械学習やスマートデ
ィスプレイの応用技術についての話を聞ける一流半導
体企業のリーダーを招こうとしています。ディスプレイウ
ィークの実行委員会はすべて、業界および学界のトップ
レベルの管理職で構成されています。 私たちは、新たな
トピックを練り出し、未来のトレンドをターゲットにし、
経験から学んで、参加者と展示者の方々の格別な経験
のため日々精進しています。

Q.  ディスプレイウィーク2020で最もエキサイティ
ング な ものはなんですか?

A.  ディスプレイウィークで見る最も興奮を呼び起こす
ものは、技術の進化と革命だと考えます。OLED, 高品質
AR/VRシステムやmicroLEDなどの多くの新技術が、大
量生産が可能になるほど格段に成熟しました。また、ス
マートリテール、自動操縦、スマートヘルスケアなど、多
くの新しいアプリケーションを生み出す学際的なコラボ
レーションについても多くの進歩と興奮があります。

Q.  SIDに参加して、私の専門知識を役立てるには
どうすれば良いですか？

A.  ディスプレイウィークに参加する方法は多くありま
す。 専門性の高い論文の応募や、展示ブースへの登録、
また  I-Zone 展示のための応募などです。 参加者として
参加するだけでも、シンポジウムや展示、ビジネスフォー
ラムなどの全世界の専門家との交流が可能なイベント
から利益を得ることができます。

Helge Seetzen  
情報ディスプレイ協会会長

Q. ディスプレイウィーク2020では何を期待できま
すか?

A.  電子ディスプレイ産業は今、新時代に突入してい
る。microLEDや拡張現実などの柔軟なソリューション
とともに。 
　ディスプレイウィークでは、私たちのライフスタイルを
一変させる新コンセプトなどを含めた全てを一目にす
ることができる。

Q.  ディスプレイウィークに参加する 
利点とは?

A.  ディスプレイウィークは、私たちの産業の未来への窓
です。そしてもっと重要なのは、この場に全ての利害関
係者が集い、ビジネスを展開するということです。また消
費者中心のトレードショー とは違い、8000を超える参加
者は、バイヤー、販売者、意志決定に影響を与える技術
者などです。

Q.  誰がディスプレイウィークに 
参加するべきですか?

A.  ディスプレイウィークは、全ての業界人に何かしら利
益をもたらします。 世界的に有名な国際技術シンポジ
ウムや月曜セミナーは、研究者やエンジニアに最新の
技術を紹介します。 
　ビジネストラック・カンファレンスやネットワーキング・
プログラムは、サプライチェーン全体とのビジネスのチ
ャンスのフレームワークを提供します。 
そして展示フロアでは、全ての参加者が未来を 
垣間見れ、感嘆するようなイベントが催されています。 

Q.  SIDの今後の展望は?

A.  SIDは現在、これまでで最も強力な時期にいす。 
5700人という記録的なメンバー会員数を保有し、今ま
で催したことのないような数のカンファレンスを開催し
ています（記録的な参加者数とともに）。　そして、今ま
で以上に、会員のためのプログラムがあります。これら
全ての業績は、並ならぬボランティアの協力と、強固な
財政基盤があったがゆえに可能なものでした。我々SID
は、この強みを活かして、世界のより多くの地域のより多
くの利害関係者に、より多くの利益を提供します。我々の
中国への本部の拡張や、複数国家でのトレーニングスク
ールの建設は、SIDを業界の全ての人にとって価値のあ
る団体に成長させるための活動の始まりにすぎません。

e-mailでプログラムとスピーカーに 
関する更新情報を確認してください！

ディスプレイウィークのリーダーに、一週間にわたって行われ、数千の 
産業専門家を呼び寄せる贅沢なフォーラムに関して、

どのように考えているのかを聞いてみました。

     これが彼らのことばです。

　2020年7月7−12日、サンフランシスコはカリフォルニアにて
開催される、情報ディスプレイ協会の第５７回ディスプレイウィ
ークの国際技術シンポジウムで、皆様の知識、洞察、予測、そし
て革新的な考えを共有しましょう。

　毎年,このダイナミックなフォーラムは、最新の技術革新と電
子ディスプレイとそれに関連した技術の今後の行末に関心の
あるグローバルなオーディエンスを惹き寄せている。それ以上
に、これらの技術革新は、ディスプレイ関連分野で最も引用さ
れている出版物の1つであるSIDシンポジウムダイジェストに
てさらに細かく討論されます。今年のシンポジウムは以下の三
つに重点を置きます。

スペシャル・トピックス 

 拡張現実, 仮想現実, そして 金剛現実

 ディスプレイのためのマシンラーニング  (NEW!)

 印刷ディスプレイ (NEW!)

　 この他に、画期的な革新と新たな技術を引き起こす拡張さ
れた分野にも、急速に進化するディスプレイ産業に対応して、
フォーカスを当て、トピックとして取り扱います。 

　新しい技術の抄録/要約の募集期限は2019年12月1日で、
最新ニュースの 抄録/要約は、2020年1月25日まで受け付け
ております。  

詳細を確認し、あなたの傑出した構想を今

ご提出ください。

2020 
論文募集

期限:2019年12月1日

グローバル
コネクションズ
　 サンフランシスコは、世界で最も象徴的で、興奮に満ちた都
市の一つです。シリコンバレーの隣に位置しているこの街は、 
６/7–12ディスプレイウィーク２０２０で、ビジネスと歓喜を合
わせるに絶好の場所なのです。グローバルリーダーやパイオニ
ア、そして友や同僚と繋がりましょう。また、ディスプレイ産業で
最も重要な年次イベントであるこの場所で、世界を変える最
新の技術、商品、応用技術、そしてコンセプトを目の当たりに
しましょう！

　クアントム・ドット, マシンラーニング, 印刷されてディスプレ
イ,マイクロLED, 拡張現実/仮想現実/複合現実, OLED, フォー
ダブル, ベンダブル,ウェアラブルなど、そしてさらにそれ以上
が、海岸に臨む都市の中心、Moscone Center であなたを待っ
ています。

　“サンフランシスコはただの街ではない。” と マーケティン
グ委員長兼SID（情報ディスプレイ協会）委員会メンバーのSri 
Peruvemba氏は語る。“ここはビジネスとテクノロジーの中
枢都市であり、西海岸のいかなる都市にも負けないこの都市
は、ディスプレイ産業に従事する人には非常に有利な立地に
なっている”。

　ビジネスは成事され、戦略パートナーが生まれ、次世代商
品に着手し試作され、キャリアが形成される。国際技術シンポ
ジウムやビジネス・マーケットカンファレンス、基調演説などの
高度な学習機会から、200以上の展示業者による、最新で最高
の技術のショーケースまで。そして、人脈を広げ、キャリアを一
段階発展させられる機会までもが提供されます。この、一週間
に渡って催される没入感に富んだイベントは、電子ディスプレ
イ業界では類を見ないものです。

今回の特別号インサイド・ディスプレイウィークでは、ゴールデ
ンゲートブリッジを抜けたその先にあるディスプレイウィーク
2020で、何が期待できるのか、そしてその舞台裏では何で起こ
っているのかを少しばかり紹介します。

Sri Peruvemba
マーケティング委員長兼

情報ディスプレイ協会委員会メンバー

インサイド 
ディスプレイ  ウィーク 
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