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平成２８年２月２２日 

一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会 

 

ＪＯＥＭ事業に関するアンケート調査の結果について 

 

アンケート提出先：８６人 

回答者：１７人 

回答率：１９.８％ 

 

当協会では、今後の事業をより活発にするため、新しい試みや既存事業の改善を検討しております。 
恐れ入りますが、以下Ⅰ～Ⅳの項目について、ご忌憚のないご意見をお聞かせください。 
   Ⅰ.出版事業     Ⅱ．技術交流     Ⅲ．人材育成     Ⅳ．その他  

なお、回答欄（白枠）の行数に制限はございませんので、必要に応じて欄の拡張をお願いいたします。 
 
Ⅰ．出版事業  
Ⅰ-(1)光技術コンタクト誌 
光技術コンタクト誌は、創刊 50 年を超えているオプトメカトロニクス関係の技術専門誌であり、最新の技術

情報が、平易に解説されております。毎月の特集テーマは、当協会会員企業・有識者で構成される広報技術委

員会で決定されており、最適な執筆者を委員の方から、毎号推薦いただいております。 
 

Ⅰ-(1)-① 現在の紙面構成、特集、内容等について 

ご意見・ご要望がありましたら、なるべく具体的にご記入いただけますと幸いです。 

 
 
 

・最近は技術講座関連の連載がない。復活を希望する。（1）-②で既に検討されているかもしれま

せんが、コメントさせていただきました。 

・関連業界の動向情報元として参考にしています。その観点では記事の詳細度合いやボリューム 

は適度で、毎号分野が異なった特集となっているのもよいと思います。学会論文のように専門性

が深い記事になってしまうと、その特集は読まなくなってしまいます。 

・毎号の特集はよく検討されたテーマで、タイムリーなものが多く参考にしている。 

・執筆者もテーマの有力な専門家が多く有益であるが、特集以外の記事にバリエーションが少なく

寂しい印象を受ける。 

・技術動向、研究動向を知ることができ、現在の紙面をベースに発展させていただければと思います。 

・二段組みのほうが読みやすいような気がします。 

・現状の紙面内容に、不満はない。 

・特にありません。現状の内容、方向性で勉強になっています。 

・特に意見・要望はありません。（３社） 
 

Ⅰ-(1)-② 新規企画案１：「連載」「コラム」について 

ある技術テーマに関しての数ヶ月に渡る「連載」や旬な技術・トピックスについての軽い話題を提供

する「コラム」の掲載を検討しております。（単独あるいは複数名での執筆を予定） 

興味のあるテーマやトピックス、執筆者について、具体的な提案がございましたらお聞かせください。 
 
 
 

・光学の基礎を平易に説明する講座、各分野の第一人者による講座（波動光学・光学計測など）や、

注目すべき技術について数回で堀下げた記事（重力波干渉計の光学技術とか）などを希望します。

学会や技術動向に関する情報やエッセイ的な「コラム」などあると紙面の幅が広がると思います。 
・最新の話題について執筆がお願いできれば読者としてありがたいですが、最新技術情報だとメ 

ーカー系からは書いてもらえないことが多く、受けていただけたとしても同じ分野の読者にとっ

ては新たな情報が出てこないため、公の研究機関など利害関係者外から、概要解説や今後の展望

をコメントしてもらう形式がよいかと思います。 
・具体的な内容は難しいがイメージとして、「連載」は基礎技術や近年話題となった技術などテーマ
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について１～２年程度をかけて、じっくり解説を行う感じ、一方「コラム」は新技術や新製品、時

事ネタ(ノーベル賞とか)を取り上げて、せいぜい２回程度で紹介したり解説するのかなぁと思う。

コラムの内容は、執筆者の裁量にある程度任せて良いと思うが、連載は、何を取り上げるかきちん

と決めて始めることと、期間もある程度の目安を開始時点で決めておく方が良いきがする。 
・連載は出版に繋がることもあり再開してはどうか。各月毎のテーマを縦とすれば、月を横に跨 ぐ

企画があってよい。コラムの連載も結構。 
・コンピュテーショナルイメージング 
・光音響イメージング 
・「波動光学の風景」のような講座が読みたい。 
・プラスチックレンズ関係。プラスチック導波路関係。 
・最近のナノテク反射防止膜の原理や効果、組付けや製造上の苦労など。 
・1）光学設計に関して 
   ・・・Zemax など汎用的設計評価ソフトを用いた設計事例やそのプロセスについての解説。 
     プロリンクスでも実施されている内容だが、Zemax の使い方というよりもその設計例

についての基本的考え方などの話。 
 2）基本的には、退職されてフリーになられた方に、思いっきり書いてもらうほうが、内容が魅

力的になる。在職中の研究者技術者はどうしても企業秘密上の縛りがあって、内容が平面的で

通り一遍になりがち。 
 3）弊社の技術者が担当する場合、『カメラレンズ設計の発展の論理』に関する内容。 
  あるいは、よくある設計上の課題・障壁と原因分析や解決のための基本的な考え方、方法、  

光学系の基本的な構成方法、最適化上の注意点、メカ・加工・組立・測定上の各種コンスト   

レインツの考慮など・・・。 
  （初期設計・仕様目標設定から偏心公差設定・誤差感度低減設計・一般的な生産工程品質評価

法の考慮・トータル設計評価方法あたりまで） 
 4）初期段階は、まずは、著名な先生から・・・。軌道に乗ったら、その道の専門家を混ぜてい

く。弊社はそのときからでも・・・。 
・特にありません。難しい事かも知れませんが、具体的（実質的）な内容を希望します。 
・現時点で思いつくことは、ありません。（２社） 

 

Ⅰ-(1)-③ 新規企画案２：「技術アピールコーナー」について 
会員企業の技術をアピールするようなコーナーの掲載を検討しております。    ＜複数回答可＞ 

以下、該当するものに〇印で回答ください。具体的な例もありましたらご記入いただけると幸いです。 

[２社 ]利用して自社技術を紹介したい。  例： 

  [１０社 ]会員他社の技術を知りたい。    例：計測器、光学材料・加工、新製品の詳細など 

 

アピール効果を高めるための具体的な方法やコーナーに対するご意見等ありましたらお聞かせ下さい。 

 

 

 

・アピール効果を高めるためには、読者層の情報が必要になると思います。企業と大学機関などの

人数比率や、研究・製品開発・生産技術・製造・材料・マネージャ・実務担当者 等々で必要と

する情報が異なります。情報提供側はアピール（情報開示）によってどのようなメリットを出せ

るかを把握し、社外発表申請時に説明（説得）する必要もあります。 

・新製品の紹介などに使えそうな印象。他社の製品や技術情報などは参考になりそう。 

・通常は、特許検索などを通じて、他社動向や新技術を追いかけている場合が多いので、新技術その

ものよりもそれを利用した製品やそこへ至る工夫などが知りたいのだが、なかなか難しいと思う。 

・“自社技術を紹介したい”に○を付けたいとも思いますが、軽率な回答は避けました。 

・特に意見はありません。（３社） 

 

Ⅰ-(1)-④ 新規企画案３：「会員企業のコーナー」について 

会員企業に、各社 年１回半ページ程度（様式はフリー、版下原稿提出）を無償で提供し、自由に使っ

ていただく企画を検討しております。 

このようなコーナーが設けられた場合、どのようにお使いになりたいとお考えですか。活用方法につ

いて、アイデアがありましたら、ご自由にご記入ください。 

 

 

 

・上記「技術アピールコーナー」とは別枠だとすると、すぐに浮かぶのは営業観点で商品紹介とな

ります。そうなると広告スペースとの違いはなくなってしまうでしょうか？商品や技術ではなく

会社紹介となると、CSR 活動の一環ということになると思います。 
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・メーカーとしては製品広告としての使い方が最初に思いつくが、既存の広告との相違がイメージ

し難い。学会やイベントなどの告知に使って貰えると有益と思われる。 
・新製品を技術的観点から紹介させていただくと思います。 
・企業のイメージ広告などが存在する会社なら、それをアピールするように薦めれば、企画案２  

との差別化が可能かもしれない。広報部などに話をとおしてもらう工夫が必要に思う。一方で、

広告ページを使っている（広告費を負担している）会社では、そことの差別化が難しいかもしれ

ない。単に「正月広告」のようになっても意味無い気がする。 
・掲載順番に関して：新会員企業には優先して（例：加入年度内に）使っていただく。 

・特にありません。自由に使えると何をするのか難しくなります。 

・特にアイデアは、ありません。（３社） 

 

Ⅰ-(1)-⑤ その他 
上記以外で、光技術コンタクト誌での具体的な企画のアイデアがありましたら、お聞かせください。 

 

 

 

・光学は日本が先行している技術分野かとは思いますが、「井の中の蛙」とならないよう海外動向

も知って刺激をうけるような企画ができればよいかと思います。海外の方に執筆を頼むのは無理

だと思うので、海外状況に精通した方からの提言的なコラムなど。 
・学会や国際会議、展示会など実際に参加した方のレポート。 
・知りたいこと ・・・ 海外（シリコンバレー、ドイツ、中国）の光学業界の様子、光学各社の

社内研修状況 
・どこかのタイミングで、正式に電子出版化を真剣に検討する必要があるように思う。JIS などは

かなり強固なセキュリティで複製しにくい体制を作っているので参考になる。もちろん紙の需要

もあると思うので印刷冊数の工夫や、広告のあり方なども根本的に見直す必要があろう。 
・特にありません。（４社） 

 
Ⅰ-(2)技術専門書、他出版事業について  
当協会では、光学技術（基礎理論、設計、加工技術等）や画像工学関係を中心に、技術専門書を発行し、各

方面の方々に長年ご購入していただいております。出版事業に関してのご意見・ご要望等ありましたら、お

聞かせください。 
 

 

 

・セミナーテキストを販売して欲しい。WEB からダウンロードする等の工夫があれば、さらに良い。 
・企業の立場からは、実践的な観点での実用書を充実させていただけるとありがたいです。 
・専門書が出版されているが、どなたでも購入できることがあまり認知されていない気がいたし 

ます。また、研修会で使用されたテキストも購入できるとよいと思います。 
・1）たとえば、光学設計に関する論文･記事を集めてアーカイブした臨時増刊号などはどうか。 

2）旧い著書の見直し。 
 3）ワンテーマ小冊子シリーズ 
・老眼なので既刊を含めて電子化してもらえるとうれしい。 
・JIS B 0090 光学製図の解説や光学関係の機械設計などがあるとうれしい。 
・新刊が 1997 年以降刊行されていないのは寂しい（改訂版も無い？）。基礎は大きく変わるわけ

ではないので、そうそう新刊は出ないのかもしれないが、３年以上継続して開催されている技術

講座などでは、講師と十分話し合って書籍化し、長く教科書として利用いただく工夫をしてはと

思う。一方で新技術が投入された場合は、改訂版とか増補版とかの刊行を検討してはと思う。 
・「技術書？」を書きたい人の手助けをするような取り組みはいかがか？ リタイヤした人の自費

出版を手助けしたり、紹介したりする業務は出来ないか？ 
・正誤表を WEB で公開して欲しい。 
・プラスチック成型に関する書籍について充実させて欲しい。 
・HP 以外には、発行書籍の情報が乏しい印象です。コンタクト誌に出版物リストを掲載するとか、

毎回 1 押しの書籍を紹介するとかいかがでしょう。 
・Amazon で購入できると便利と思います。 
・継続出版して下さい。 
・特に意見・要望はありません。（３社） 
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Ⅱ．技術交流  
Ⅱ-(1)技術部会 
現在、当協会には、５つの技術部会があり、講師を招聘しての講演会や研究・開発現場へ赴いての見学

会を実施して意見交換等を年４回程度行っており、会員企業の方たちの交流の場となっております。 
各技術部会に対してのご意見・ご要望等ありましたら、なるべく具体的にご記入いただけると幸いです。 

※技術部会の活動内容詳細については“別紙１”を参照ください。 
Ⅱ-(1)-① 光センシング技術部会 

主に扱う分野：光波を用いたセンシング技術とその関連技術 

（例 ３D計測、非破壊検査、高分解能顕微鏡等） 

 
 
 

・センシングデバイスを光学屋が使いこなす上で必要となる知識（基礎から最新トレンド）。 
・HMD 関連技術の講演を聴講したい。 
・生体情報取得手法（分光測定、屈折率測定、散乱係数測定 ラマン散乱測定 等）。 
・生体深部観察手法（二光子顕微鏡、光音響 等）。 
・高分解能蛍光顕微鏡（STED やシート照明 等）。 
・光を利用したエンターテイメント。 
・重力波の検知と光技術、アピアランスの計測技術。 
・個々の講演テーマはタイムリーで、興味の持てるものが多いが、部会としての専門分野や方向性

などがわかりにくい印象がある。 
・参加なし。 
・特にありません。（２社） 

 

Ⅱ-(1)-② 光学系設計技術部会 

主に扱う分野：光学系の設計および周辺技術 

 （例 プロジェクションマッピング、アラウンドビューモニタ（自動車）、光学薄膜、照明光学系等） 

 
 
 

・医療関連光学系の紹介（例えば眼底カメラ）。 
・4K，8K の動向、それに対する光学性能。 
・立体視用光学系。 
・光学系の特許情報、請求項の変遷、特許審査（審査基準について特許庁審査官から説明）、国際

出願について、中国の動向。 
・車載レンズ要件の講演を聴講したい。 
・レンズ及び CMOS の動向。 
・自動車やセキュリティ分野の光学系や画像処理（認識）。 
・二次スペクトルの補正技術の動向。 
・弊社にとって重要な分野で活動に注目している。タイムリーなテーマで実務設計者の生の声が 

聞けることなど非常に有益。会員相互の情報交換やディスカッションができるなど、「光学シン

ポジウム」や展示会併設のセミナーなどとの差別化ができるとより魅力的と思う。 
・光学薄膜技術のセミナーに参加したところ、初心者でもかなり分かり易くてよかった。 
・中々盛んなので、当面このままで良いのではないでしょうか？ 
・特にありません。（３社） 

 

Ⅱ-(1)-③ デジタル・イメージング技術部会 

主に扱う分野：入出力機器に関する技術動向およびディスプレイ関連技術 

 （例 ライトフィールド顕微鏡、ドローン最新技術、デュアルピクセル CMOS AF 等） 

 

 

 

・AR（拡張現実）関係の講演を聴講したい。 

・最新の製品適応事例の紹介。 

・ウェアラブルディスプレーの現状。 

・カメラ・画像処理中心で弊社としては有益。メーカーの技術開発情報が得られるのは魅力。見学先

も興味深いので、見学レポートなど「コンタクト誌」に掲載されると今後の参加者も増えるのでは。 

・いつも素晴らしい講演内容です。 

・頻度も適切かと思われます。 

・参加なし。 

・特にありません。（３社） 
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Ⅱ-(1)-④ フォトンテクノロジー技術部会 

主に扱う専門分野：フォトンを利用した先端技術とその周辺・要素技術 

（例 3Dプリンター、植物工場（LED）、有機 EL、ヘッドマウントディスプレイ、現実拡張システム等） 

 

 

 

・「光センシング」と同様に、個々の講演テーマは興味深いものが多いが、部会としての専門分野

や方向性などがわかりにくい印象がある。 

・参加なし。 

・特にありません。（２社） 

 

Ⅱ-(1)-⑤ 光部品生産技術部会 
主に扱う分野：光部品の加工・計測技術の超精密化、新加工方法の開発および自動化動向 

（例 近接場光学、ロボット技術、薄膜評価技術、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用ディスプレイガラス、ﾚｰｻﾞ面取技術） 

 

 

 

・高精度加工のための各種計測技術の紹介。 

測定機として完成していなくても、大学などから計測原理の研究などで、今後装置化が期待でき

る内容でも参考になると思います。 

・生産のばらつき管理につながるソリューション紹介レンズ加工はアナログでありバラツキを避 

けられないため、量産管理も注目度が高い。 

・プラスチック成形レンズ関係の講演を聴講したい。 

・デジタルマニファクチャリングにおける光技術。 

・メーカーとしては他者の「ものつくり」技術に関心があるが、この種の講演や工場の見学などの

活性化に期待したいが、自社から情報を出すとなるとやり難いのが正直なところです。 

・参加なし。 

・特にありません。（２社） 

 

Ⅱ-(1)-⑥ その他 

他に新設すべき技術部会や、技術部会全般についてご意見・ご要望がありましたらお聞かせください。 

 

 

 

・バイオ・医療関係での光学・精密工学応用の部会など関心が持てます。 

・他の部会と重なる講演内容も多いので、年に一度くらい全部会の合同講演会を行うのも面白いの

ではないかと思います。 

・オープンにされていない講演会・見学講演会があると思いますが、できるだけオープンにしてい

ただければ、と思います。参加者が増えるかもしれません。 

・全体に取り上げるテーマが拡散気味で重複するものも多い。部会の区分け等カテゴリーを再考し

てはどうか。（特にフォトンテクノロジー技術部会の位置づけ） 

・各技術部会ともに活発に活動されているようなので、現状維持で良いと思われる。 

・初めて参加する方のために会場の入り口に表示があるとよいと思います。 

・特にありません。（３社） 

 
Ⅱ-(2)交流の場の新設 
会員企業同士の活発な交流をさらに促進するため、“交流の場“を新たに設けることを検討しています。 
Ⅱ-(2)-① 技術交流の場の新設について 

人材育成のための技術講座やセミナーの後に、講師も含めた情報交換会を開催する企画を検討しておりま

す。このような会を開催した場合、参加されたい又は貴社の技術者を参加させたいですか。 

   ［５社］ぜひ参加してみたい（参加させてみたい） 

   ［１０社］参加はしないかもしれないが、開催することはよいと思う。 

その他、技術交流の場の新設について、ご意見・ご要望ありましたら、ご自由に記入ください。 
 

 

 

・社内研修がある企業は勉強だけ目的の講座には参加させづらかったが、＋αで情報交換の機会も

あれば、参加させる理由付けにできる。 
・出席者の裁量に任せると思う。設けることには賛成である。また「懇親会」といった名称では費

用負担は難しいので、「技術交流会」とかの名目でプログラムに組み込んだうえで、費用を取ら

ないか、あらかじめ参加費等に含ませてしまう(２千円程度？)等の工夫が必要と思う。講師の拘

束時間に含める(講演時間に含める)事についても検討して良い気がする。 
・情報交換というだけではあまり魅力がない。セミナーそのものが新しいテーマだったりして活況
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を呈していないと集まらないだろう。 
・JOEM の講座・セミナー講師はその分野の第一人者が多いので、講義だけでなく質疑やディス

カッションなどできると非常に有益と考えます。 
・セミナーだけでは交流は難しいと思います。 
・恐らく、時間外になるので出席を会社が強要することは難しいのではないかと思います。しかし、

良いことではないでしょうか。 
・大変有意義と思います。 
・特に意見・要望はありません。（３社） 

 

Ⅱ-(2)-② 会議室の無償解放について 

JOEMの活動を活性化させるために、会員企業の方に当協会会議室を無償提供して、活用していただくこと

を検討しております。 

 会議室活用のアイデアや、ご意見・ご要望ありましたら、ご記入いただけますと幸いです。 
 

 

 

・弊社は八王子と遠いので利用するシチュエーションが思いつきませんが、希望する企業間で不公

平感がでないように、運用ルール決めでは注意がいると思います。 
・活用させていただければ便利とは思いますが、「JOEM の活動を活性化」とどうつなげるかが課

題と言えそうです。 
・京都の企業ですのでそれ程活用させていただく機会は無いと思いますが、有効活用を図るのは 

よいことだと思います。 
・会員企業が主催であること 学会代理開催などを避ける 
・あまり先の予約を認めない 例えば２ヶ月先まで、とか 
・日時や時間に制限を設ける(月～金、09 時～17 時まで) 
・出来ること/出来ないことを明確にする 例：火気使用、飲食、ゴミ、PJ、スクリーン、電源、

など 
・JOEM の活動の活性化に繋がるような無償提供のイメージがわかない。JOEM の収入源の 1 つ

となるよう会員企業に限らず、また用途を自由にして、無償ではなく格安会議室として提供して

はどうか。 
・利用契約書を準備し、責任の所在や守秘義務等を明確にする 
・弊社としては場所柄利用予定はないですが、他の企業の方々にとっては良いと思います。 
・特に意見・要望はありません。（３社） 

 
Ⅲ.人材育成  

Ⅲ-(1)研修会、技術講座およびセミナーについて 
人材育成事業では、50 年以上の歴史をもつ光応用技術研修会をはじめ、会員企業からのご意見も取り入れな

がら、初級から上級までのレベル別技術講座を用意しております。研修会や技術講座・セミナーについては、

会員企業や有識者から構成される人材育成委員会で、変化するニーズに合わせ、随時見直しを行っておりま

す。近年は専門外・初心者向けの“よくわかるシリーズ”講座も追加し、体系全体を充実させております。

また、最新・注目分野等のトピックスを扱ったセミナーも年に数回開催しております。 

  ※来年 2016年度の開催予定は下図を、過去 3年間の新設技術講座等は「別紙 2」を参照ください。 
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Ⅲ-(1)-① 現在の技術講座やセミナーの分野・内容等について 

ご意見・ご要望がありましたら、なるべく具体的にご記入いただけると幸いです。 
 ・オプトロニクス社の光学設計講座のように、一連の光学設計者育成講座として再編して、個別に

も受けられるようにすると受講者は増えないでしょうか？ 
・プラスチック成形レンズの設計面／製造面での勘所がわかるような講座を受講したい。 
・分野とレベルにおいて、網羅的に講座・セミナーが企画され充実していると思います。 

ただ、「よくわかる」シリーズのように基礎的内容を丁寧に教えてもらえる講座は、新人や専門

外の技術者に役立ちます。 
・弊社のメンバーも講習会に参加させていただいており、業務に大いに役立てております。今後も

日本の光学技術底上げのため、技術講座の継続よろしくお願いします。また、大学や大学院の講

義は、卒業すると受講する機会がないです。JOEM で聴講できる場を設けていただけると嬉し

いです。 
・以前は技術部会が企画した公開セミナーがあった。なかなか人が集まらないため、やらなくな  

ったが、また復活を考えてもいいのではないか。テーマアップの機能を持つようにして、人材育

成委員会などがまとめてもいいかもしれない。 
・講師の年齢が高くなっている講座も散見されている一方で、せいぜい次年度の計画策定に汲々 

としていて慌ただしい感じが否めない。３年後５年後といった長期スパンで講座のあり方や事務

局の体制も考えていくようにならないと、続かない気がする。 
・特に意見・要望はありません。（４社） 

 

Ⅲ-(1)-② その他 新規講座について 

現在の技術講座以外に、必要または希望される技術講座がありましたら、具体的な分野・テーマ、開催日

数等をお聞かせください。また、推薦したい講師がいらっしゃいましたらお知らせください。 

 

 

 

・撮像素子（CCD、CMOS 等）（少し基本的な学習をしたい） 
・初心者向けのレンズ設計。 
・よくわかるシリーズで、赤外・紫外光学系やセンシング系のテーマ。 
・光学設計や部品加工している技術者に向けた材料（硝子や樹脂）の化学的必要知識。出身が物理

や機械系の技術者は化学的知見が弱いため、材料起因の問題解決などが難航するケースがあると

思います。実務的内容（事例）で材料を取り扱うための知っておくべきポイントを学べる講座が

あるとありがたいです。 
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・以前セミナーでは照明系にかなり人が集まったので、照明光学系の講座などは良いのではない 

でしょうか？ 
・光学設計プログラムの作成をするような講座もあっていいのではないでしょうか。まずは近軸計

算から光線追跡を基礎として、後に個人的にでもよいので諸収差の表示や光路図を描画できる基

礎となるような内容。特に若い設計者にとっては、プログラムを通じて近軸理論や収差などを深

く理解するきっかけになるのではないでしょうか？ 
・「よくわかる」シリーズの「幾何光学」。 
・「収差論」のように他で聞けない高いレベルの講座。（高度なレンズ設計・波動光学や量子光学の

特定のテーマに特化した講座など） 
・具体的には思いつかない。メカやエレキの講座を光学者向けにするのは困難か？ 
・特にありません。（３社） 

 
Ⅳその他  
Ⅳ-(1)-① 新規事業について 
上記Ⅰ～Ⅲまでの事業以外に、当協会が行うべき新規事業のアイデアがありましたら、お聞かせください。 

 

 

 

・会員向けの技術コンサルティング。依頼の案件について、専門家や研究者を紹介する。 

・新規ではないが、「調査研究」は今後全く手がけないのか？ 適当な公募(事業)が無いのか？／

事務局の人数問題か？ 

・特にありません。（４社） 

 

Ⅳ-(1)-② 活動全般について 
当協会の活動全般に対して、ご意見・ご要望ありましたら、お聞かせください。 

 

 

 

・フリーの光学設計者紹介（初めの公開は、名前、所属、専門くらいにして、事業者などから JOEM
に指名などの問い合わせがあれば、本人に知らせ、良ければ問い合わせ元に紹介する。派遣･契

約などが成立したら、採用側から JOEM への紹介料あり。） 
・講座・セミナー・出版など幅広く活動されていますが、全体的に地味な印象です。SNS を活用

するなど、より効果的な活動の宣伝やアピール法は工夫できないものでしょうか。 
・講師の年齢に言及したが、事務局の育成（若返り）もそろそろ検討を始めてはと思う。あまりに

一人への負担が大きいように思われるし、顔の広い人を育てるにはかなりの年月が必要なので、

早めに検討を始めると良い。 
・継続活動して下さい。 
・特にありません。（３社） 

 
 
 
 
本アンケート結果につきましては現在、企画運営委員会・人材育成委員会・技術部会等で検討しており

ます。 
なお、更にご意見及びご要望のある方は、info@joem.or.jp にてご連絡ください。 
よろしくお願い申し上げます。 

ご協力ありがとうございました。 

mailto:info@joem.or.jp

