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Research Trends in Head Worn Displays for VR and AR
Kiyoshi Kiyokawa, Osaka University
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SID 日本支部主催「第 12 回サマーセミナー」開催のお知らせ
次世代のディスプレイ技術とものづくりの在り方を考えるとともに、ディスプレイ全般の基礎知識習得、
および若手研究者・技術者と当該分野を牽引する講師陣との交流を目的にサマーセミナーを開催いたします。
講義内容、参加方法などの詳細は支部ホームページ（http://www.sid-japan.org/)をご覧ください。
・日時: 2016 年 8 月 24 日(水), 25 日(木)
・会場: キャンパスイノベションセンター東京（JR 田町駅近く）
・会費: 学生：8,000 円

社会人 SID 会員：25,000 円

社会人 SID 非会員:35,000 円

※社会人 SID 非会員の参加者は自動的に一年間の SID 会員資格が得られます。
※参加費は二日目昼食代および消費税を含みます。
※初日に開催予定の懇親会には会費 3,000 円（消費税込）を申し受けます。
・募集定員：60 名

第 23 回ディスプレイ国際ワークショップ／アジアディスプレイ
(IDW/AD '16) 開催案内
IDW/AD '16を以下のように開催します。今年はSpecial Topics of Interest として
1) Oxide-Semiconductor TFT
2) AR / VR and Hyper Reality
3) Lighting and Quantum Dot Technologies
4) Printed Electronics
5) Automotive Displays
の5つにスポットライトを当てた企画を用意しております。
審査論文作成や投稿方法等の詳細はIDW/AD '16のホームページからCall for Papers を入手してご覧くだ
さい。http://www.idw.or.jp
・主催: 映像情報メディア学会（ITE）, Society for Information Display (SID)
・日時: 2016年12月7日（水）～ 9日（金）
・場所: 福岡国際会議場
＊主なスケジュール
・審査論文投稿期限 ： 6月 23日
・採択通知 ： 7月 19日
・採択論文原稿提出期限 ： 9月 1日
・Late-News論文投稿期限 ： 9月 23日
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Display Week 2016(SID 2016)報告会開催のお知らせ
5月22日から27日にかけてサンフランシスコにて開催されるDisplay Week 2016 (SID 2016) の報告会を開
催いたします。プログラム等詳細はSID日本支部のホームページにてお知らせ致します。お声をお掛け合わせ
の上、奮ってご参加ください。
・日時: 2017年7月26日(火)

10時～17時（予定）

・会場: 機械振興会館（東京）地下3階 研修1号室
・主催：SID日本支部
・共催：電子情報通信学会, 映像情報メディア学会
・参加方法： 事前申し込みは不要です。 当日会場にお越しください。
・費用（テキスト代）：1000円（予定）

2016 年 主な学会、研究会等日程のお知らせ
日程

研究会名

5 月 22～27 日 Display Week 2016(SID 2016)
7 月 26 日
8月2日

SID2016 報告会
(IEICE,ITE,照明学会共催)
情報ディスプレイ研究会
(IEICE-EID,ITE-IDY 共催)

8 月 24～25 日 SID 日本支部サマーセミナー
9 月 4～7 日
12 月 6 日
12 月 7～9 日

開催地
San Francisco, USA
東京・機械振興会館
東京・機械振興会館
東京・CIC 東京

2016 年日本液晶学会討論会・液晶交流会

大阪・大阪工業大学

IDW/AD '16 チュートリアル

福岡・福岡国際会議場

IDW/AD '16

福岡・福岡国際会議場

編集後記：
今回は VR/AR の現状と展望に関して、大阪大学清川准教授にご寄稿頂きました。
今年度のサマーセミナーでは、多くの方の参加をお待ちしております。
編集担当：小俣 一由（コニカミノルタ）kazuyoshi.omata@konicaminolta.com

