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• はじめに 

a. ハイブリッド開催について 

日本天文学会 2023 年春季年会は立教大学にて現地＋オンラインのハイブリッド開催を予定して

います。 

開催期間：2023年 3月 13日 (月) ～ 2023年 3月 16日 (木) 

現地参加・オンライン参加とも事前に登録いただいた方のみご参加いただけます。リモートから

の講演・聴講・質疑参加にあたってはウェブ会議システム「Zoom」を利用いたします。このマ

ニュアルでは、現地参加、およびオンラインで年会に参加される、講演者の皆様の参加・講演方

法をご説明いたします。 

b. 参加にあたっての注意点 

現地参加される皆さんは、学会から事前にお知らせする注意点をよくお読みになってご参加くだ

さい。オンライン参加される皆さんは、学会からお送りする接続情報をお手元に置き、ご自身の

PCでの Zoom接続をご準備ください。 

推奨する接続環境は、Zoom に依存します。接続媒体(PC 等)の設定や通信環境が受信状況に大き

く影響いたしますので、ご自分の環境が対応しているか、あらかじめ ZOOM(ヘルプセンター) の
サイトでご確認ください。 

また、下記の点については十分にご注意ください。 

• 参加時の録画・録音、発表資料のキャプチャー保存は固くお断りいたします。 

• サイトへの掲載、配信などの再配布についても固くお断りいたします。 

c. 会期中のスケジュール 

会期中のスケジュールは下記の通りです。青字が現地＋オンライン（Zoom）のハイブリッドで

実施されるイベントです。 

◆ 3月 13日 (月) 1日目 

 13:00－15:10 通常セッション (午後の部) 

 15:30－16:30 ポスターセッション 

 17:00－19:00 特別セッション (ALMA 2030)  

https://support.zoom.us/hc/ja/categories/200101697-%E5%A7%8B%E3%82%81%E3%81%AB
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◆ 3月 14日 (火) 2日目 

 10:00－12:10 通常セッション (午前の部) 

 13:30－15:40 通常セッション (午後の部) 

 16:00－17:00 ポスターセッション 

 17:00－18:30 特別セッション (天文教育フォーラム) 

◆ 3月 15日 (水) 3日目 

 10:00－12:10 通常セッション (午前の部) 

 13:30－15:40 通常セッション (午後の部) 

 16:00－17:30 会員全体集会 

 17:30－19:00 受賞記念講演 

◆ 3月 16日 (木) 4日目 

 10:00－12:10 通常セッション (午前の部) 

 13:30－14:30 ポスターセッション 

※より詳しい情報は年会のホームページでご確認ください。 

   https://www.asj.or.jp/jp/activities/nenkai/ 

• 事前準備（現地講演者） 

a. 口頭講演スライドファイル・ポスターファイルの提出 

口頭講演では基本的に個人の端末で発表を行っていただきますが、トラブルが発生した場合には

事前提出された講演ファイルをバックアップとして使用します。バックアップ用講演ファイルの

提出は a 講演、b 講演ともに任意とします。バックアップ用講演ファイルは PowerPointか PDF 

のフォーマットで作成してください (共用計算機には Microsoft Office 2016 と Acrobat Reader

がインストールされています)。 

ポスター講演ではポスターファイルを特設サイトに掲示いたします。現地でポスターを掲示する

場合もポスターファイルの事前提出は必須とします。それぞれの提出期限は以下の通りです。提

出期限後は講演ファイルの差し替えは出来ません。 

口頭講演ファイル 3 月 12 日 (日) 9:00 まで 

ポスターファイル 3 月 10 日 (金) 12:00 まで 

※提出先のフォーム URL、締め切りの詳細は学会からの案内・ウェブページを御覧ください． 

https://www.asj.or.jp/jp/activities/nenkai/info/202303_procedure.html 

https://www.asj.or.jp/jp/activities/nenkai/
https://www.asj.or.jp/jp/activities/nenkai/info/202303_procedure.html
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もし、発表当日までに講演用の端末を用意できない場合には会場の共用端末で発表をすることも

可能です。共用端末の利用を希望する方は、セッション開始前にあらかじめ座長および会場操作

担当にご連絡ください。また、上記の提出期限までに講演資料を PowerPoint 形式か PDF 形式に

変換して提出してください。共用計算機では Microsoft Office 2016 と Acrobat Readerが利用

可能です。 

b. 講演環境の準備 

当日は講演ファイルが入ったプレゼンテーション用の端末 (ノートパソコン、タブレット等) をお

持ちください。カメラやマイクは会場で用意したものを使用するため、必要はありません。ネッ

トワークへの接続には基本的に無線 LAN※ を使用していただきますが、講演者向けに有線接続す

るためのアダプタ (RJ45 & USB Type-C) も用意されています。 

※Eduroamが利用可能な方は原則として Eduroamをお使いください。それ以外の方は、各会場

に掲示する立教大ネットワークをお使いください。 

プレゼンテーションで利用する端末には事前に Zoomをインストールしてください。ソフトウエ

アは下記のサイトからダウンロードできます。 

Zoomダウンロードセンター https://zoom.us/download 

[注意!!] 急激に需要が高まったことから、セキュリティ向上のためにバージョンのアップデート

が頻繁に行われています。最新の状態にしておくことを推奨いたします。 

Zoomのインストールが完了しましたら、接続テストを行っておくことをお勧めいたします。接

続テストは、下記のサイトから行えます。 

Zoomミーティングテスト https://zoom.us/test 

https://zoom.us/download
https://zoom.us/test


 6 / 15 
 

 

c. 参加の準備 

学会からお知らせする会場案内・参加方法の案内をよくお読みください。体調管理に十分お気を

つけいただき、体調のすぐれない方は現地参加をお控えください。 

 

• 事前準備（リモート講演者） 

a. 口頭講演スライドファイル・ポスターファイルの提出 

口頭講演ではリモートの講演者も現地講演者と同じくバックアップ用の講演ファイルを提出する

ことができます。 

ポスター講演ではポスターファイルのご提出が必要です。締め切りなどは上記の現地講演者の情

報を御覧ください。 

b. 講演環境の準備 

当日までに以下の物品・環境をご用意ください。 

• ネットワーク 
なるべく安定した回線をご用意の上接続してください。接続が途切れそうな場合には、「〇〇

のネットワーク帯域幅が低くなっています」などのアラートが表示され、アプリケーションが

「参加」をクリックするとテスト画面が開きます。 
スピーカー/マイクのテストが行えます。 
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終了することがあります。 

• プレゼンテーション用端末 
PC、スマートフォン、タブレットなど。 

• スピーカー 

PC内蔵スピーカー、外部スピーカー、イヤホンなど。マイクをONにする場合は、ハウリング

しないよう、イヤホン、ヘッドホンの使用を推奨します。 

• マイク 

発表や質問で話す場合に必要になります (内蔵マイク、外付けマイク、ヘッドセットなど)。 

※講演時以外は OFF にしてください。 

• カメラ 

顔を見せる場合に必要になります (PC内蔵カメラ、ウェブカメラなど)。 

※講演時以外はOFFにしてください。 

当日利用する端末には Zoom をインストールしておいてください。ソフトウエアのダウンロード

や接続テストについての情報は現地講演者むけの情報をご参照ください。 

• 当日の参加について（現地講演者） 

a. 会場での受付 

当日は、会場に到着されたらまず受付で入場確認や名札の受け取りを行います。事前に学会から

お知らせする会場の案内をよくお読みください。受付に必要なQRコードを学会から事前に参加

申込時に登録されたメールアドレスにお送りいたします。お手元にご準備のうえ時間に余裕をも

って受付会場にお越しください。 

b. セッション会場への入室 

会場へはセッション開始時刻の 10分前までに入室してください。セッション開始 5分前を目処

に会場の操作担当者から講演者の確認（点呼）があります。ご利用いただける座席が制限されて

いる場合がありますので、確認のうえ御着席ください。 

会場が満席で参加希望者があふれる場合には、予備室からご参加いただく措置をとる予定です。

講演が近づくまで予備室からセッションに参加していただくようご協力いただく可能性がありま

す。 
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適切な感染予防など、学会からお願いする会場内での行動指針にご協力ください。 

c. Zoomへの接続 

接続するには各会場の URLとパスワードが必要となります。事前にメールでお送りした、接続情

報を記した PDFファイルをご用意ください。 

セッション会場へ入室後は速やかに各セッションの Zoom に接続してください。事前にお送りし

たリストをご覧になり、該当する接続先 URLをクリックしてください。参加情報(氏名・メール

アドレス)の入力が完了すると、Zoom画面が表示されます。接続の手順は以下の通りです。 

1. 接続先 URLをクリック (またはブラウザーのアドレスバーに URLを入力してジャンプ) 

 

2. 参加登録画面で参加情報を入力 

 

3. Zoomの起動 (PCの場合) 

例）https://zoom.us/meeting/register/XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• 「名」：名 を入力 
• 「姓」：姓 を入力 
• 「メールアドレス」：EMailアドレスを入力 
 
※姓・名は、入室後に変更が必要です 

青いボタンを押下 
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4. ミーティングルームへの入室 

 

Zoom のマイクと端末のスピーカはどちらも常時ミュートにしてください 

5. 参加者名の変更と接続状態の確認 

「参加者名」を以下のように設定してください。メニューから「参加者」をクリック

して参加者一覧を表示させます。自身の名前をクリックして 「詳細」から「名前の変

更」を選択してください。 

「Zoom Meetingsを開く」
を押下 

「コンピュータにオーディオで
参加」を押下 
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参加者名：*[アスタリスク] + 講演番号 + 氏名 + (所属) 

例）*Z401a天文太郎 (天文大学) 

 

 

会場の共用端末で発表をする方は Zoom への接続は不要です。セッション開始前に共用端末 (発

表用) に発表資料が転送されているか現地操作担当者にご確認ください。 

d. セッションの説明 

講演者確認（点呼）の後、座長からセッションの進行方法について説明が行われます。  

• セッション開始 10分前までに、講演者は Zoom ミーティングに入室してください。 

• セッション開始 5分前まで、講演者は Zoomによる画面共有の確認を行うことができま

す。座長と操作担当者に確認をとって画面共有のテストをおこなってください。 

• セッション開始 5 分前から 3 分前までを目処に、座長が講演者に点呼と講演方法の説明を

行います。マニュアルをご準備しておいてください。 

各種メニューがあります 
マイクがミュートになっていることと、
ビデオがオフになっていることを確認し
てください 

左上のアイコンをクリック
すると、会場情報(ミーテ
ィング ID・パスワード)・
URLが確認できます 参加者名： 

*[アスタリスク]+講演番号+氏名+(所属) 
 

<主に使用するメニューの説明＞ 
ミュート：マイク/スピーカーの設定、マイクのON・OFF切り替えができます。現地講演者

はかならずミュートに設定してください。 

参加者：ミーティングの参加者を確認できます (画面右側)。 

チャット：参加者にメッセージを送ることができます。 
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• 3分前を目処に、座長が聴講者へ議論への参加方法の説明 (質問方法など) を行います。 

e. 発表 (現地講演) 

ご自身の端末で講演される場合には、ご自身の端末を Zoom 会議に接続した状態でお持ちになり、

余裕をもって会場前方の講演場所まで移動し講演開始に備えて下さい。 

座長が前の講演の終了を告げ、次の講演者 (あなた) の名前と講演タイトルを読み始めたら講演時

間のカウントが開始されます。Zoom の画面共有機能を使用してプレゼンテーション画面を共有

してください。この時「これを実行すると、ほかの画面共有が停止します。続行しますか？」と

いう表示が出ることがありますが、構わず「はい」を選択して、画面共有を開始してください。 

 

なんらかの問題で画面共有できない場合は申し出てください。バックアップファイルが事前に提

出されていれば、操作担当者が講演ファイルを表示しページ送りを行いますので、速やかに発表

を開始してください。 

会場の共用端末で発表をする方は、前の講演の終了にしたがって速やかに講演場所の共用端末の

そばに移動してください。操作担当者がプレゼンテーションを表示して画面を共有いたしますの

で、座長の指示に従ってプレゼンテーションを開始してください。 

アニメーションをスムーズに表示させたいなどの特別な理由がある場合には、個人の端末を現地

会場のプロジェクタに直接接続することを許可します。原則として講演者自身の責任で割り当て

時間の範囲で行っていただきます。次の講演の開始時間が遅延しないように早めの接続切替にご

「画面を共有」を押下し
て、講演ファイルを表示し
てください。 

音声は会場のマイクを使用しま
す。マイクおよびスピーカーは
常時ミュートに設定してくださ
い。 
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協力ください。希望する方はあらかじめ座長および会場操作担当に問い合わせのうえ指示に従っ

て HDMI 端子を接続してプレゼンテーションを開始してください。なお、会場のプロジェクタを

直接使用する場合もプレゼンテーション画面を Zoom に画面共有していただきます。 

音声は会場備え付けのマイクを使用します。Zoom のマイクとプレゼンテーション用端末のスピ

ーカはどちらも常時ミュートにしてください。オンライン参加者にも音声が届くよう、備え付け

のマイクを使って講演や質問に対する応答を行ってください。 

講演に続く質疑応答が終わり、座長があなたの講演の終了を告げたら、画面共有を終了させて降

壇してください。次の講演者が画面共有を強制的に開始することもできますが、スムーズなセッ

ション進行のためご協力をお願いいたします。 

f. 質問を受ける場合 

座長が質問を募集します。質問がある方は「挙手」(オンライン参加者は Zoom による挙手) を

して、座長から指名されたら発言をします。 

• 現地参加者は、質問者用マイクのある指定場所まで移動して発言します。 

• リモート参加者は、Zoom音声で発言します。 

講演者は質問を聞いて備え付けのマイクを使って答えてください。 

 

• 当日の参加について（リモート講演者） 

a. セッション会場への入室 

講演者はなるべくセッション開始時刻の 15分前まで、遅くとも 10分前までには入室してくださ

い。セッション開始 10分前を目処に会場の操作担当者から講演者の確認（点呼）があります。 

接続するには各会場の URLとパスワードが必要となります。事前にメールでお送りした、接続情

報を記した PDFファイルをご用意ください。Zoom 会議への接続方法は現地講演者向けの指示に

従ってください。ただし、リモート参加者はスピーカーをミュートにする必要はありません。 

セッションの途中でも入室および、退出することができます。退出するときは、画面右下にある

赤いボタン「退出」を押下してください。 

b. セッションの説明 

講演者確認（点呼）の後、座長からセッションの進行方法について説明が行われます。 説明の流
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れは現地講演者向けの内容を参照してください。 

リモート講演者は画面共有の確認時間中にマイクのミュート解除ができることと、ご自身のマイ

クが問題なく機能することを確認してください。確認が終了しましたら忘れずにマイクをミュー

トに設定しなおしてください。 

c. 発表（リモート講演） 

座長が前の講演の終了を告げ、次の講演者 (あなた) の名前と講演タイトルを読み始めたら講演時

間のカウントが開始されます。Zoomの画面共有機能を使用してプレゼンテーション画面を共有

してください。この時「これを実行すると、ほかの画面共有が停止します。続行しますか？」と

いう表示が出ることがありますが、構わず「はい」を選択して、画面共有を開始してください。

ご自身でマイクのミュートを解除して講演を開始してください。 

 

※画面共有のとき、講演ファイルをすぐに選択できるようにするため、デスクトップ上のウィン

ドウは講演ファイルを開いたウィンドウと Zoomのみにしておいてください。 

なんらかの問題で画面共有できない場合は申し出てください。バックアップファイルが事前に提

出されていれば、操作担当者が講演ファイルを表示しページ送りを行いますので、速やかに発表

を開始してください。 

講演に続く質疑応答が終わり、座長があなたの講演の終了を告げたら、ご自身で音声を再びミュ

ートに設定して画面共有も終了させてください。次の講演者が画面共有を強制的に開始すること

「画面を共有」を押下し
て、講演ファイルを表示し
てください。 

ミュートは、ご自身で解除でき
ます。講演後は再びミュートし
てください 
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もできますが、スムーズなセッション進行のためご協力をお願いいたします。 

d. 質問を受ける場合（リモート講演者） 

座長が質問を募集します。質問がある方は「挙手」(オンライン参加者は Zoomによる挙手) をし

て、座長から指名されたら発言をします。 

• 現地参加者は、質問者用マイクのある指定場所まで移動して発言します。 

• リモート参加者は、Zoom音声で発言します。 

講演者は質問を聞いて Zoom 音声で質問に答えてください。 

 

e. トラブルシューティング 

1. ハウリングが発生した場合 

→ 現地の方はご自身の端末の Zoomにてスピーカーの音声入出力がオフであることを確

認してください。操作担当者の指示に従って対応してください。 

2. 接続が切れてしまった場合 

→ ケーブルなどを確認の上、再接続してください。 

3. 急に講演が出来なくなった、代理の方が講演を行う場合 

  → nenkai-committee@asj.or.jp (年会実行委員会)にメール、もしくは電話(下記参照)して

名前の右側に手のマークが表示されて
います (質問者) 
質問が終わったら手を下ろします。 

質問が終わったらこのボタンを押下します。 

mailto:nenkai-committee@asj.or.jp
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ください。 

 

• フィードバック 

年会の後にアンケートを行う予定です。 

• おわりに 
オンラインのため予期しないトラブルが発生するかもしれませんが、落ち着いて対応をお願いい

たします。対応方法が不明な場合は、座長や操作担当者に相談してください。 

主要な連絡先は、下記の通りです。 

～連絡先～ 

【年会期間中の電話番号】 

090-4387-6893 (学会事務局) 

【メールアドレス】 

nenkai-committee@asj.or.jp (年会実行委員会) 

nenkai@asj.or.jp (学会事務局) 
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