
 

  

 

1. 開催目的 
有機ＥＬに関する科学・技術の専門家の徹底的な討論を通じて，その学術・応用研究および実用化の一層の発

展を図ることを目的とし，「有機ＥＬ討論会」第 24 回例会を開催致します。有機ＥＬを支える基礎科学の研究，

商品価値の高い製品を開発するための技術開発について，真剣な発表と討論を行います。どうぞふるってご参加

およびご投稿下さい。 

 

2. 主 催 : 有機ＥＬ討論会 

協賛： SID 日本支部  

 

3. 日 時 : ２０1７年６月１５日（木） 開場・受付 10:00，総会 10:30～11:00，討論会 11:00～17:40，  

  交流会 18:00～20:00 

               ６月１６日（金） 開場・受付  9:00，討論会 9:30～17:10 

 

4. 会 場：ＮＨＫ放送技術研究所  

〒157-8510 東京都世田谷区砧 1-10-11  TEL.03-3465-1111（ＮＨＫ代表） 

ＮＨＫ放送技術研究所へのアクセス情報 

小田急線 成城学園前駅南口からバスで約 10 分，東急田園都市線二子玉川駅からバスで約 30 分，東急田園

都市線用賀駅からバスで約 15 分，渋谷駅からバスで約 40 分，「NHK 技術研究所」下車 

5. プログラム構成 
【特別講演Ⅰ】NHK 放送技術研究所 研究主幹 西田 幸博氏 

「８K の動向とディスプレイ性能に求めるもの」 

【特別講演Ⅱ】筑波大学数理物質系 教授 神原 貴樹氏 

  「直接的アリール化重合：高分子半導体の製造プロセスを志向した合成手法の開発」 

【特別セッション】 テーマ：有機ＥＬディスプレイ・照明産業を支える生産技術・製造装置  

拡大する有機ＥＬディスプレイ・照明産業において日本の技術の強みの一つである生産技術・製造装置に

焦点を当て特別セッションを設けます。 

・(株)アルバック FPD・PV 事業部 羽根 功二氏 「有機ＥL 蒸着装置に求められる生産技術」 

・日立造船(株) 機械事業本部 藤本 英志氏 「有機ＥL デバイス用蒸着装置」 

・東京エレクトロン九州(株) ﾌﾟﾛｾｽ技術部 林 輝幸氏 「Important technologies of ink jet system 

for OLED display fabrication」 

（講演の後、講師の方々に再度登壇頂き、会場の皆さんも含めて全体討論を行います。） 

【一般講演】 

① 一般口頭発表（発表時間：講演 15 分，質疑応答 5 分） 

② ショート口頭発表（発表時間：質疑応答なし 5 分） 

＊いずれも講演終了後に,発表者が参加者と討論する場として“ポスター討論”を設けます。 

【記念講演】 「有機ＥＬ討論会第１０回業績賞」受賞者  

・Oh ChangHo 氏（LG Display Co., Ltd OLED TV Development Group Senior Vice President） 

・松本 栄一氏（キヤノントッキ(株) 事業推進部 担当課長）             

＊その他交流会を予定しております。 

＊１５日昼食時間に８K デモを行います。 ＊企業展示ブースを設けます。 

＊その他交流会を予定しております。（近隣レストラン「レストラン赤坂クーポール大蔵店」 徒歩 7 分） 

 

6. 技術分野 
有機ＥＬに関する諸技術および応用 

２０１７年（平成２９年） 

「有機ＥＬ討論会」第２４回例会 
開催案内（参加および講演の募集） 

６月１５日(木), １６日(金)  
会場：ＮＨＫ放送技術研究所（東京 世田谷区） 

http://www.nhk.or.jp/strl/about/access.html
http://www.nhk.or.jp/strl/about/access.html


①材料科学 ②デバイス ③シミュレーション ④ディスプレイ ⑤プロセス技術 ⑥信頼性 ⑦評価技術  

⑧アプリケーション 等 

7. 例会の参加申込み 
① 参加者（発表者，聴講者）は本会の正会員あるいは学生会員に限ります。会員でない方は，本会ホームペー

ジの「会員登録」に従い，会員登録の手続きを行って下さい。 

② ＨＰ(http://www.yuki-tohronkai.jp/)より参加申込みをお願いします。お申込み後には電子メールにより

受付の自動返信を致します。返信が無い場合には，末尾の問い合わせ先までご連絡下さい。 

③ 参加申込み期限は 6 月 2 日（金）です。例会の参加費は正会員 3,000 円（不課税），学生会員は無料です。

交流会参加費を別途 2,000 円（不課税）頂きます。(会員種別に関わらず 2,000 円です。) 

8. 一般講演の投稿要領 

8.1 投稿資格 

一般講演の投稿者は本討論会の正会員あるいは学生会員に限ります。 

8.2 投稿締切 : 2017 年 4 月 13 日（木） 

8.3 投稿先 : ＨＰ(http://www.yuki-tohronkai.jp/)よりご投稿をお願いします。 

8.4 予稿原稿 
A4 版 2 頁（図表を含む）の予稿原稿を PDF ファイルでご提出いただきます。論文が採択された場合は，

予稿原稿がそのままの形でオフセット印刷（モノクロ）され，講演予稿集が作成されます。詳細については，

ＨＰに記載された「講演予稿テンプレート」の指定に従って下さい。なお，予稿原稿および講演は原則日本

語とします。また，プログラム公開時（5 月 17 日（水）以降）にアブストラクトは事前に web 公開され

ます。 

8.5 投稿論文の審査 
本討論会は審査（査読）制度を採用しており，投稿論文は下記の要件に基づいて審査致します。論文の内

容が本討論会の目的に沿わない場合，採択されないことがありますので，予めご了解下さい。 

① 論文のオリジナリティーは必ずしも求めない。 

② 論文内容は，本討論会において，十分に議論に耐える内容であり，かつ追試できる内容であることが望ま

しい。 

③ 投稿論文は論文内容を審査した結果，一般口頭発表，ショート口頭発表，または不採択に分類するものと

します。なお，ショート口頭発表を指定した投稿も受け付けます。一般口頭発表，ショート口頭発表とも

にポスター討論の対象になります。 

8.6 講演奨励賞 
春・秋の例会における一般講演の中から，優れた発表をした会員に対して「有機 EL 討論会講演奨励賞」

が与えられます。35 歳以下の筆頭発表者を対象に，賞状および研究奨励金（20 万円）を贈呈します。詳し

くは，討論会 HP の表彰制度をご覧下さい。 

8.7 その他 
① お申込み後には電子メールにより受付の自動返信を致します。申込み後に返信がない場合には，末尾の問

い合わせ先までご連絡下さい。 

② 論文採否通知は 5 月 16 日（火）までに電子メールでお知らせします。 

③ 発表時間は一般口頭発表が 1 件あたり 20 分（講演 15 分，質疑応答 5 分），ショート口頭発表は 1 件

あたり 5 分（質疑応答なし）を予定しております。但し，応募件数により変更する場合があります。 

④ 発表者の方についても聴講者と同様，討論会の参加申込みを行って下さい。 

9. 情報の管理 

9.1 予稿原稿の取り扱い 
① 講演予稿集に記載された情報は，予稿集を配布した時点で公開されたものとします。 

② 講演予稿集に掲載された著作物の著作権は，本会ならびに執筆者の両者に帰属するものとします。 

③ 予稿集原稿および講演申込部分の記載内容に関する責任は執筆者が負うものとします。 

④ 投稿締切後の予稿原稿の書き換え，あるいは講演申込の取り下げは認めません。 

9.2 討論会場内での情報管理 
① 討論会場内での録音および撮影は堅く禁止します。 

② 討論会場内での発表，質疑応答，討論の内容については，主催者側が記録に残すことはなく，従って知

的財産権の証拠の対象にはなりません。発言内容は自由であることを前提にしており，活発な討論を期

待します。 

=========================================================================================== 

【問い合わせ先】〒816-8580 福岡県春日市春日公園 6-1 九州大学ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ FS303「有機ＥＬ討論会事務局」  

Tel/Fax: 092-591-2705 Email : office@yuki-tohronkai.jp HPURL: http://www.yuki-tohronkai.jp/ 

http://www.yuki-tohronkai.jp/
http://www.yuki-tohronkai.jp/
http://www.yuki-tohronkai.jp/
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