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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！

ディスプレイウィーク2021のスポンサー・サポーター企業

繋がりましょう！ 
#ディスプレイウィーク2021

言うべきは「YES」！ 
バーチャルネットワーキング・イベント   (5月19日、午後4−5時PDT)

電子ディスプレイ協会は、ヤングエンジニアスポットライト （YES）の観覧をお勧めします。 当
イベント、YESは、まだ若い新人専門家や電子ディスプレイ業界に不慣れな人を対象として
おり、新人エンジニアが卒業後専門家の世界で経験したことを共有し、様々なキャリアステ
ージにいるSIDの仲間/先輩から知恵を学ぶことができるフォーラムとなっています。 

このような関係性の構築を手助けするため、YESは特別なネットワーキングイベントを、5月
19日午後4−5時(PDT)に主催する予定です。イベントの詳細はこちらからご確認ください。
登録もお忘れなく！

YES の詳細及びプログラムメンバーへのビデオインタビューをご覧ください。   
E-メール YES@sid.org でお問い合わせいただけます。

ショート・コース  
基礎編    (5月17〜21日)
ショートコースでは、新しい技術を習得し、自分の可能
性を開拓しようと試みる学生、科学者、エンジニア向け
に、徹底的な基礎の学習機会を提供します。下記の入門
コースのいずれかを受講いただければ、セミナーや技術
シンポジウムなどの高度なプレゼンテーションに圧倒さ
れる前に、徹底して基礎を学ぶことができます。

コースと講義内容の詳細はこちらから。 
是非登録を！

トピックは以下の通りです。
 アクティブマトリックスディスプレイのためのTFT技術の基礎
 ディスプレイ計測の基礎
 ディスプレイにおけるAI・マシンラーニング：入門、理論、応用
 OLEDとアプリケーションの基礎
 MicroLEDディスプレイ：基礎と課題

セミナー   (5月17日〜21日)
ディスプレイウィーク・セミナーでは、今日の最も注目さ
れているディスプレイ技術分野の最先端について学ぶこ
とができます。 其々の90分間セッションでは、幅広い分
野の講師が参加し、三種類のトラックにまたがる15のセ
ミナーで、ペースの速い学習場所を提供します。

講師、トピック、そしてトラックの詳細はこちらから。
いますぐ登録！

トラック 1: 電子ペーパーと屋外ディスプレイ
トラック 2: ウェアラブルディスプレイとストレッチャブル電子機器
トラック 3: ウェアラブルディスプレイとストレッチャブル電子機器

ショート・コースとセミナーで、
競争相手に差をつけろ！

ディスプレイウィーク2021のショート・コースとセミナーでは、自分のレベルにあった場所で、基礎的なスキルを磨いたり、新しい
テクノロジーについて深く掘り下げたりすることができます。業界の最先端で直接技術を習得している多くの専門家と一緒に、デ
ィスプレイウィークが提供するユニークな学習の機会にどっぷり浸ってみてはいかがでしょうか。

ディスプレイウィークのイノベーション・ゾーン（I-Zone）は、世界が未だかつて見たことのない新テク
ノロジー、概念実証、デモ製品の展示がなされます。この特別展示会は、中小企業、スタートアップ企
業、大学・政府研究所、独立研究所が、最先端のディスプレイ関連技術を無料で披露することのでき
る、世界有数のイベントです。出展団体は、プロトタイプの斬新さ、意外性、クオリティに基づいて審査
された後、高い倍率を勝ち抜いて選出されます。

ディスプレイウィークは、I-Zoneで発表されたディスプレイ技術とシステム、製品、プロトタイプ、製造
プロセスの其々の部門で、ディスプレイ業界における最も重要な進歩としてそれを称える賞を授与し
ます。 

ディスプレイ業界の明日が気になる方々や、最新のディスプレイ技術を知りたい方々、そして何よりデ
ィスプレイ業界に従事されている方々は、ぜひご参加ください。 

I-ZONE 2020 受賞者/団体
ベスト・プロトタイプ賞
韓国電子通信研究院（Giga KOREA Foundation） 
ホログラフィック・ディスプレイ・アプリケーションのための、革新的なガラス上での1ミクロンTFTピク
セル設計の成功的なデモンストレーションを称える。

受賞者
• ライトフィールド拡張現実メガネのCREAL技術
• Scrona AGのNanoDrip添加剤印刷プロセス技術
• NanoLEDテクノロジーのためのNS Nanotech

イノベーションの中心。

WOMEN IN TECH:
コロナ禍に必要なリーダーシップとは？

（5月20日午前９時PDT、ライブQ＆A含む）

マーガレット 
コチェルガ
Light and Charge Solutions社 
創立者、CEO

クリスティーナ 
ランぺ-ウーノルド
Cadenza Innovation, Inc. 
創立者、CEO

アシャ・パレク
Applied Materials社 
マネージャー、 
マーケット戦略・ビジネス開発担当

タラ・アカヴァン  
(モデレーター)
Faurecia IRYStec社 
最高経営責任者

2017年に初めて登場したこのイベントも、
今では最も人気のあるイベントの1つにな
りました。ディスプレイウィークが提供する
Women in Techでは、ビジネスリーダーが
再重要視するトピックの多くを引き続き取
り上げています。今年のディスカッションで
は、コロナウイルス感染症の拡大によって、
前例のない問題が山積した直近18か月
間、パネリストが経営と管理の分野におい
て、個人的に経験したことや学んだことが
共有されます。

当イベントには無料で参加いただけます。

パネリストの詳細はこちらから。
登録はこちらから。

CEOフォーラム:
起業、管理、撤退。
(5月19日午前9時PDT、ライブQ＆Aを含む)

世界のCEOは様々なことを考えて行
動していますが、彼らの頭の中を覗け
る機会がCEOフォーラムにあります！
当イベントに参加するパネリストに
は、長期と短期の計画、そして挑戦と
機会をどのように見極め、バランスを
保っているのかについての考えをお聞
きします。当代最高の経営者陣から成
功戦略を学び取ることのできるこの貴
重な機会をお見逃しなく！ 

当イベントには、無料で参加いただけます。

イアン・ジェンクス
Smartkem社、CEO

マリア・ヨケレイネン
Kuori Oy社 
共同創立者

ジル・ウィテルス
Nexteon Technologies,Inc. 
代表兼最高執行責任者

ボブ・レイクス  
(モデレーター)
Meko,Ltd 
代表兼管理編集者

パネリストの詳細はこちらから。 
いますぐ登録を！

未来への鍵  
基調演説 
(5月17−21日、午前8時PDT)

情報ディスプレイ協会は、2021年ディス
プレイウィークで中心的な役割を担う、
下記の国際的なイノベーターとビジョナ
リーを紹介できることを誇りに思います。

アナ 
コレルス
Googleハードウェア
サービス
最高執行責任者

ポスト 
コロナ世界における
ハードウェア革新とデ
ィスプレイ産業のサプ
ライチェーン

5月20日 木曜日 5月21日 金曜日

オム 
ナラマス
アプライドマテリアルズ
上席副会長、CTO
アプライド ベンチャーズ
会長

ディスプレイイノベーション
に新しい波をもたらすため
に必要な材料工学の役目

5月19日水曜日

ステファノ 
コラッツァ
Adobe社副社長兼フ
ェロー
AR部門代表

ARディスプレイの技
術革新と、没入型スト
ーリーテリングツール
へのアクセス提供

5月18日 火曜日

JS Choi 
(チェ ジュソン)
サムソンディスプレイ社
最高経営責任者兼代表

メタバースとディスプレ
イの大きな可能性

5月17日 月曜日

ミリアム 
ダニエル
Amazon社
副社長
エコー/アレクサ部門

アンビエント 
カスタマー 
エクスペリエンスの設計

技術シンポジウムで、
可能性は広がる。 

(5月17−21日)

ディスプレイウィークの国際技術シンポジウムは、今年最も期待されているイベントの1つであり、世界的に
有名な研究者、学者、オピニオン・リーダー、業界の専門家が参加します。 2021年のプログラムには、ディス
プレイ業界の拡張された新分野やテクノロジーの成長を反映した、多くの新しいトピックが追加で含まれて
います。躍動感あふれる当イベントには、 拡張/仮想/複合現実（AR / VR / MR）、ディスプレイ用マシンラーニ
ング、HDRディスプレイ、IoTディスプレイなどのトピックに焦点を当てたポスターセッションと口頭プレゼン
の発表者が集まります。

また、発表が終わった後、参加者と発表者がライブチャットを通じて交流ができる時間が設けられています。
もちろん発表者とは、カンファレンスの時間が許す限り、さらに議論を重ねることができるでしょう。

スケジュールの詳細はこちらから。ぜひ参加登録し、様々な研究成果や開発と洞察をご覧ください。

ディスプレイウィーク２０２１　ハイライト

画面上の展示会
(5月17−21日)

SID/DSCC 
ビジネス・カンファレンス
(5月17−21日)

最先端のテクノロジーと、世界中の最新の製品と応
用技術をご覧ください。microLED、micro-OLED、 
マイクロディスプレイ、AR / VR、フォーダブル/フレキ
シブル、高度な光学技術、タッチスクリーン、クオン
タム・ドット、TV、看板、電子ペーパー、そしてそれら
の新素材まで、ディスプレイウィークにはすべてが揃
っています。 是非、一週間を通して複数のブースを
訪れ、自宅やオフィスから出展者と交流をお楽しみ
ください。 最新の出展者リストに関しては、当社の
Webサイトを確認してください。当社のwebサイト
は参加企業が増えるたびに更新されます。

今年で５周年を迎えるSID / DSCCビジネス
カンファレンスは、今年もパネルサプライヤ
ー、ブランド、機器サプライヤー、素材製造企
業、業界アナリスト、金融アナリストの幹部ら
とともに、ディスプレイ市場の見通しと洞察
を提供します。 各セッションでは、16人の経
営幹部を含む17人の市場および金融アナリ
ストとビジネスリーダーが参加し、常に変化
するグローバルディスプレイ市場を航海する
ために必要な洞察と戦略に焦点を当てたプ
レゼンテーションとパネルディスカッション
を行います。加えて、ディスプレイ業界が直面
する様々な課題の解決にまで言及します。

今年は、 

 基調演説
 財務および市場アナリストが見る市場
 スマートフォンディスプレイ市場と技術の展望
 テレビディスプレイ技術と市場
 ITアプリケーションにおけるディスプレイ
 自動車用ディスプレイ
 MiniLEDおよびMicroLEDの進歩
 拡張現実と仮想現実（AR / VR）の機会
 スタートアップ企業セッション

プログラム全体の詳細と参加者の詳細はこちらから。

周りに差をつけることができる絶好の機会をお
見逃しなく。 今すぐ登録。

時間とお金を節約
対面での移動は、メリットは十分にあるものの、時間とお金と
いう大切な資産を費やさなければなりません。しかし今年は、
時間と移動コストを節約しつつも、世界各地どこからでもイベ
ントに参加することができます。世界的な国際技術シンポジウ
ム、業界最先端のビジネス・カンファレンス、そして展示会や業
界のアイコンが集まる各種イベント等々、是非バーチャル空間
にてご参加ください。 今年の出展企業は、3M、 BenQ 、BOE、 
Dow、E Ink 、LG Display、 Samsung Display 、 TCL China 
Star Optoelectronics Technology、Tianma America、 
Visionox など。 出品者の全リストをご覧ください。

自分の都合に合わせて
いつでもどこでも、イベントにご参加いただけます。家のソフ
ァやご自宅の書斎、またお気に入りのカフェからでも、ご覧
になることができます。そして自由に視聴するコンテンツを
決めることができ、1週間のうちに参加できなかったイベント
は、2021年9月17日までコンテンツをダウンロードし、その
後に視聴することもできるのです。

バーチャルネットワーキング
の可能性
オンデマンドだけでなく、ライブ企画も用意されており、メット
ワーキングの場が設けられています。ディスプレイウィークで
は、オピニオン・リーダーやビジネス専門家とオンラインで繋
がり、質問したり最新の洞察を聞いたりできる、極めて個人的
で親密な関係構築の手助けができるように計画しております。

ディスプレイウィークは、電子ディスプレイ業界を対象に開催される世界最大規模のイベン
トです。 世界各国から何千もの人々が参加し、多くの視線が行き交う現場となるでしょう。 

また、最新のテクノロジーを体験できるだけでなく、トップビジネスリーダーとの討論、無尽
蔵なネットワーキング機会、加えて各種スペシャルイベントまで、ディスプレイウィークは、学

び、ビジネス、楽しみの要素が全て揃っているワンストップショップなのです。

開催期間は、2021年5月17−21日で、バーチャル参加ではあっても対面参加に勝るとも劣
らない経験ができます。

ディスプレイウィークへの参加は、今まで以上に容易になりました！是非ご参加ください。 
プログラム詳細と参加登録はこちらから。当日お会いできることを心待ちにしています。

ディスプレイウィーク２０２０のハイライトはこちら。

バーチャルディスプレイウィーク2021 
に参加するべき理由

「参加しないといけない理由」といった題名の方がより良いでしょうか。

 
時は満ちた
バーチャルディスプレイウィーク2021が間近に迫っていま
す。情報ディスプレイ協会が主催する第58回国際技術シン
ポジウム＆展示会（5月17〜21日）にて、我々が用意した全
てを皆様に披露できる日を心待ちにしております。 今回の
完全バーチャルなディスプレイウィークでは、一流の出展
社、世界を牽引する科学者やビジネスリーダー、類を見な
い教育・ネットワーキング機会、グローバルに活躍する専門
家を招待した特別なイベント等々、業界の全体像を把握す
ることのできる催しが盛りだくさん準備されています。ディ
スプレイウィークには、サプライチェーンのどの領域であろ
うと、電子ディスプレイや視覚情報の分野に従事するすべ
ての業界関係者に提供できるものがあります。

そして今、これまで以上に、業界の現住所を確認し、どこに
向かいつつあるのかを理解することが重要になってきます。

コロナウイルス感染症によって、我々の日常が影響され始
めてから1年以上が経とうとしています。このような状況で
我々は見事に大きく進歩し、「新しい生活様式」へ適応して
きましたが、今こそその方向性を確かめるときではないで
しょうか。ディスプレイウィーク2021は、「今」を見極め、「こ
れから」の道のりを定めるために必要な機会を用意してい
ます

今年は、1週間にわたって催される技術シンポジウムでの
ライブディスカッションなど、さらに拡充された学習・ネット
ワーキングの機会が提供されます。 シンポジウム中の各セ
ッションの後にライブQ＆Aがあり、参加者には、プレゼンタ
ーとのフォローアップ機会が期間中に提供されます。 さら
に、今日のトップイノベーター率いるショート・コースとセミ
ナーは、キャリア向上に重きを置き、参加者の器量を発揮
するのに役立つ主要なトレンドに焦点を当てています。 SID 
/ DSCC 2021ビジネス・カンファレンスでは、競合他社に先
んじるために必要な様々な要素にも焦点が当てられてい
ます。

130を超える出展社に加え、今年10年目を迎えるI-ZONEも
開催されます。今年も、世界から集まった選りすぐりのスタ
ートアップ企業やシンクタンクによる、最新の製品や試作
品などが展示されます。また基調講演や躍動感あふれる
Women in techや CEO フォーラムのディスカッションでは、
業界を牽引するイノベーターの話を聞くことができます。

ディスプレイウィーク2021には多くの発見が眠っています。
ご都合の良い場所から是非参加し、我々と未知を体験しま
しょう。 登録はこちらから。

情報ディスプレイ協会
マーケティング部門代表
ラデュ・リート博士

イ ン サ イ ド

第 二 号    イ ベ ントプ レ ビュ ー

バーチャルディスプレイウィーク
2 0 2 1
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