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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。

Palisades Convention Management, Inc.
411 Lafayette Street, Suite 201
New York, NY 10003
(800) 350-0111 •     (212) 460-9700会員になろう！

参加登録は、3月1日、 
www.displayweek.org
からすることができます。 
お忘れなく！
また登録完了後、追加詳細がe-mail 
にて送信されますので、ご確認ください。

ディスプレイウィークの公式SNSをフォローして、 
ディスプレイウィーク2021年の最新情報をご確認ください！

若い技術者であろうと、ディスプレイ業界に入って
ばかりの新卒であろうと、SIDが主催するヤング・
エンジニア・スポットライト（YES）へ足を運ばれる
ことをお勧めします。

YESの目的は、若い（また現場に慣れていない）エ
ンジニアが専門的な世界で卒業後の経験を共有
し、またあらゆるキャリアレベルのSIDの仲間や同
僚から学ぶことができるフォーラムを提供するこ
とにあります。これはさらに、キャリア形成初期の
人材よって、今日のエンジニアが直面している課
題と機会、および未来を形作る新しいアイデアを
相互に結びつけ議論が繰り広げられるネットワ
ークの構築でもあります。自然とこのネットワーク
は、業界の継続的な成長と繁栄に可能にさせるで
しょう。

YESプログラムメンバーとのインタビューをご覧く
ださい。また詳細につきましては、我われの ウェブ
サイトかYES@sid.org.にまでご連絡ください。

若きエンジニアには 
スポットライトを

バーチャルディスプレイウィーク
2021に出展するためには
ディスプレイウィークは、世界を先導する企業の電子ディスプレイ設計、
開発、およびエンジニアリングの意思決定者、そしてバリューチェーン全
体のエンドユーザとつながることができる、またとないマーケティングチ
ャンスです。企業の最新テクノロジ、デバイス、および機能をブランドし、
業界のトップマネージャ、ディレクタ、VP、および経営幹部に向けて展示
することができる絶好の機会です。

展示スペースの予約 はここをクリック。ディスプレイウィーク
2021の展示に関する詳細の情報はこちら。

世界的な女性リーダーによる興味深い話は、Women 
in techにて共有されます。是非ご参加ください。

キャンディス氏は、ディスプレイウィーク2017、Women in techにパネリストとし
て参加されました。ジュリー・ブラウン博士、ハイディ・ドース、ララ・レイ、ニアズ・
アブドルラヒムなどの世界的女性リーダーが参加したディスカッションのフルバ
ージョンを Part 1, Part 2からご視聴聴ください。  さらに、バーチャルディスプレ
イウィーク2021Women in techの最新情報もお見逃しなく。

パイオニア、オピニオン・リーダーとして著名なキャンディ
ス・ブラウン・エリオット氏に、業界のトレンドと予

想される課題について聞きました。

頂上からの景色
取締役経営者、起業家、技術者/発明家であるキャンディス・ブラウン・

エリオット氏とのQ&A

Q.  技術分野における女性の職業観の
変化·拡大について、どのようにお考え
ですか？教えてください。 

A.  長年にわたってアジアのパートナーを訪れて
いて気に入ったことの1つは，ディスプレイの分野
に参入する若い女性の数が増えていることです。将
来には、この変化によって技術や管理における最
高の才能や人材を見つけるためのパイプラインが
構築され、さらに多くの女性が参加する日が来ると
確信しています。

Q.  2021年、そして今後3～5
年間で、ディスプレイ業界にとって最も
重要になってくるトレンドは何でしょう
か？

A.  短期で見たとき（5年はとても短い期間です
が）、二つの大きな課題とトレンドがあります。1つ
目は、解像度、色域、フォームファクター、およびコ
ストにおいて、「十分な」域に到達したときの商品
化を避けることです。ディスプレイ製造業社は、この
業界に関係する大規模な設備投資を行うのに十
分なASPを維持するために、これらの領域外での
イノベーションが必要になります。2つ目の課題は、
市場の飽和を避けるための新しいマーケットを見
つけることです。換言すると、新しくて、新鮮な、未だ
かつてなかった製品カテゴリーを見つける必要が
あります。スマートフォンの市場は既に飽和状態に
あり、ウェアラブル端末は多くの人が期待していた
ほどまでには成長していません。実際、デジタルカ
メラなどの一部の市場は縮小しています（スマート
フォンに既に取りこまれているのがその理由でしょ
う）。

ディスプレイ製造業社にとって、既存の製造ライン
を活用できる新しい市場と方法はあると思います。 

今後数年間で、ウェアラブルからAR / VRまで幅広
い、小型フォームファクタ用のディスプレイ向けに
uLEDベースのディスプレイが登場すると見ていま
す。

Q.  新型コロナウイルス感染症は、どのように上記の重要な分野に影響を与えているのでし
ょうか？ 

A.  ステイホームやリモートワークの日常化は、長年気になっていた分野の発展可能性を浮き彫りにしました。10年
ほど前、カメラとディスプレイが統合された新しい端末が必要になるだろうと予測していました。1対1のビデオ通話
で、アイコンタクトがうまく取れずに不便を感じた経験はありませんか。一般的に、ディスプレイの上縁にカメラが取り
付けられていますが、これが原因で、視線が合わないだけでなく、被写体がカメラの手前や下辺に近づくとイメージが
大きくなりすぎる現象である「ルームエフェクト」が起こるのです。この現象の改善には、手を出して画面を触れたとき、
カメラがガラス窓を押しているように映すシステムが必要となるでしょう。

既に様々な研究開発が成されており、そのうちの一つである、ディスプレイの裏側にカメラを設置する方法も試されま
したが、先ほど話した「ぼやけ」の改善には繋がりませんでした。その上、一人のみのアイコンタクトが可能な「スイート
スポット」を作り出してしまうのです。

しかし数10年前、私が自分のノートブックに書いたように、屈折率分布型レンズ技術を組み合わせたアクティブマトリ
ックス技術を利用すれば、ディスプレイのサブピクセルに分散型検知システム、即ち分散型ライトフィールドカメラを
散在させることができるのです。この屈折率分布レンズは、ライトフィールドディスプレイの開発にも使うことができる
でしょう。屈折率分布型レンズ技術とアクティブマトリックス技術の統合により、画面越しの通話相手と実際に視線を
交わしながら会話することができるようになります。さらにこのシステムには、画面の前後にあるオブジェクトを3Dで
表示できるという利点もあり、仮想タッチを介してオブジェクトの配置と回転を手で調節できるようにもできるのです。

（例えばAIを利用したディスプレイ分散カメラによる手と指の認識を介して）。

この技術は、もう少し研究開発が進めば、ディスプレイ製造元の能力の範囲内に収まります。 新たな市場需要を創出
するという利点もあり少なくとも（アーリームーバーにとって）、より高いASPが今日のコモディティ市場から脱出でき
るでしょう。今後5年以内に完成させることは難しいでしょう。10年程かかるかもしれません。私もぜひ取り組みたいも
のです。
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生い立ち

キャンディス氏は、大手半導体企業とスタートアップ企業の両方で技術職と管理職を兼任し、複数の技術会社を立ち
上げただけでなく、産業研究コンソーシアムプログラムまでも牽引しています。さらに定期招待講演者として、国際カン
ファレンス、産業シンポジアム、大学等で活動しています。

その上、キャンディス氏は，自身2作目のSF小説｢レイブンズ·ルーク｣を、処女作である｢オール·ザ·スターズ·アー·サ
ンズ｣の続編として、シービー·ブラウンというペンネームで出版しました。現在3作目の小説｢スカイビュー·キープ｣を
執筆しているといいます。  

自宅では、書斎で小説を書く以外にも、ガーデニングをしたり、夫婦の歴史が詰まっている家の復元に、夫のジェフと取
り組んだり、地元の空港でフライトインストラクターとして働いていたりと、多方面で活躍しています。

キャンディスH・ブラウン・エリオット氏は、フラットパネルディスプレイ及び半導体
産業に従事する取締役経営者兼起業家兼技術者/発明家です。100個以上の米
国実用特許を取得しており、高解像度カラーディスプレイ用のPenTile  サブピク
セルレンダリング技術の開発に成功したことを称えられ情報ディスプレイ協会か
らオット・シャーデ賞を受賞しました。この技術は、世界中の数えきれないほどの
スマートフォン、タブレット、ノートブックPC、UDTVに搭載されています。

ディスプレイウィーク2021ももう少しで開催されます。ディスプレイ
業界に携わる皆様、業界が一堂に会するこの機会をお見逃しなく。

5月17-21日に開催される、視覚情報・電子ディスプレイ業界最大
規模の当イベントでは、以下の項目が用意されています。

参加登録は３月1日から

参加登録と詳細の確認は、 www.displayweek.org にてお願いします。

視線の行き交う場
ディスプレイウィーク2021

 展示会では、一流企業によって、フレキ
シブルモバイル端末やフォーダブルラッ
プトップPC/タブレットなどの最新の製
品、そしてOLED/マイクロOLED、オート
テック、タッチスクリーン、看板; マイクロ
LED、e-ペーパー、e-ライティング、拡張/
仮想現実、ウェアラブル、高度光学機器
などのテクノロジーと進歩が広範囲に
わたって展示されます。

 世界的な国際技術シンポジウムでは、
以下のスペシャル・トピック分野に焦
点を当てた講演と論文が特集されま
す。AR/ VR / MR（拡張現実/仮想現実/
複合現実）、ディスプレイの機械学習。 
HDR（ハイダイナミックレンジ）ディスプ
レイ、IOT（モノのインターネット）の三点
です。

 ビジネス・カンファレンスでは、最も注目
を浴びているテクノロジーに関連する
市場の展望と、サプライチェーンが経験
するであろう課題についての考察が共
有されます。

 Zoneでは、新興企業、研究機関、大学に
よって生まれた、まだ市場に出回ってい
ない、型破りのプロトタイプや製品が展
示されます。

 基調講演者セッションは、日ごとに開催
されます。

 Women-in-TechやCEOフォーラムでは、
インタラクティブなパネルディスカッショ
ンが開催されます。ここでは、グローバ
ルなビジネスリーダーの考えを聞くこと
ができます。

 ショート・コースとセミナーは、業界の絶
大な支持をうける経験豊富な専門家に
よって催されます。

これら全てのコンテンツを、家のソファや近くのカフェなど、お好きな場所でご視聴ください。
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前進
毎日大きな変化が訪れる現代社会で、情報ディスプレイ
協会（SID）は相変わらず、電子ディスプレイ業界の躍進
のために精進しています。我々SIDは、60年近く、ディスプ
レイにおけるシステムデザイン、統合、製造、応用、R＆D
等の諸分野における新技術の発見を可能にさせる環境
づくりに力を注いできました。

そして、昨今の急激な変化に争うようにして生まれた新
たなパラダイムやイノベーションは、我々を一段と前進
させ、技術の最先端を維持することができました。この
進歩を胸に、2021年にディスプレイウィークでは、活発な
対話と交流が可能な対面・オンライン形式のバーチャル
イベントとして開催されます。

バーチャルディスプレイウィーク2021、SIDの第58回国際
シンポジウム、そしてセミナー・展示会は、2021年5月17
〜21日に開催されます。また、キャリアアップ教育セッシ
ョンや、業界のパイオニアやリーダーとの交流機会など、
唯一無二の経験が得られます。当イベントは、電子ディス
プレイ業界が今何に注目していて、どの技術が一番発展
しているのかを知ることができる電子ディスプレイ産業
において最も影響力のあるイベントと言えるでしょう。 

SIDのマーケティング部門代表ラデュ・リート博士は、「バ
ーチャルでディスプレイウィークを開催するのは、今回で
二回目です。昨年の経験と皆様からのフィードバックか
ら多くを学び、改善を施してきました。2021年には、参加
されたすべての方々が最高の体験をできるように、滑ら
かな案内、去年以上に強化された「つながり」と交流機
会を以て皆様をお待ちしております。」とコメントしまし
た。

「2020年のディスプレイウィーク・オンラインには5000
人を超える方々が参加されましたが、今年はそれを超え
る数の参加者が集まるといいます。」と彼は付け足しま
した。 

ディスプレイウィーク2021に関する様々な情報を、以下
を読んでご確認ください。 

www.displayweek.org にて、３月1日から参加登録が
可能になります。皆様の参加を心よりお待ちしておりま
す。必ず良い経験となることでしょう！

情報ディスプレイ協会
マーケティング部門代表
ラデュ・リート
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