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物理探査学会 第 145回学術講演会（高松・ハイブリッド開催） 

Google Meet でのハイブリッド講演会参加・講演実施マニュアル 

2021年 1１月 １日 

物理探査学会 学術講演委員会 

 

１． 参加者・発表者オンライン開催注意事項 

  以下の学会ウェブサイトに参加者・発表者への注意事項がございますので，必ず

事前にご確認下さい． 

http://www.segj.org/event/lecture/2021/10/145-attentions.html 

 

２．事前接続・動作確認テスト 

⚫ 本講演会では，Google Meetをオンライン会議ツールとして使用します． 

⚫ 参加者のための接続確認，および発表者のためのマイク・カメラ・画面共有の動

作確認のための事前確認テストの機会を設けます． 

⚫ 上記テストを，11月 9日（火），10日（水）のいずれも 13：00～15：00の時間帯に

実施します．参加登録頂いた方々に，後日，アクセスのための URLをメールにて

ご連絡致します（送信元：gk145segj@gmail.com）． 

⚫ 11月 5日(金)までに URLを記載したメールが届かない場合は， 

gk145segj   gmail.com（@は画像に変換しておりますので、ご注意下さい） 

までご連絡いただけますようお願いいたします．また，迷惑メール設定等にご注

意いただけますよう，お願いいたします． 

 

３．オンライン講演会へのアクセス URL  

⚫ 参加登録頂いた皆様に．開催期間中の第 1会場および第 2会場へのアクセス

URLを，メールにて事前にご連絡致します． 

⚫ 参加リクエスト（接続申請）を，発表者はセッション開始の 10分前，参加者は 5

分前までには完了しておいて下さい． 

 

４．講演会状況リアルタイム共有ウェブサイト 

⚫ 講演会の状況をリアルタイムにお知らせする掲示板サイトを設けますので，状況

確認にご利用下さい．事前接続・動作確認テスト中も運用いたします． 

⚫ 本ウェブサイトにおいては，トラブルの際の連絡先（メールアドレス，電話番号）も

記しております． 

⚫ 参加登録頂いた方々に，後日，アクセスのための URLをメールにてご連絡致し

ます(事前接続・動作確認テストの URL とともに)． 

 

http://www.segj.org/event/lecture/2020/10/1432020-1.html
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５．発表・聴講マニュアル 

参加形態ごとに，該当するマニュアルをご覧下さい． 

 

聴講方法 
口頭発表 

方法 

発表ファイ

ルの受け渡

し方法 

ポスターの

閲覧・質問

の方法 

ポスターの

質問への 

回答方法 

現地聴講    14-16ページ  

オンライン聴講 3-5 ﾍﾟｰｼﾞ   14-16ページ  

口頭発表  6-9 ﾍﾟｰｼﾞ 20-24ページ   

ポスター発表 

（オンライン） 
 10-13 ﾍﾟｰｼﾞ 25-28ページ  17-19ページ 

ポスター発表 

（現地） 
 6-9 ﾍﾟｰｼﾞ 20-28ページ  17-19ページ 

 

６．オンラインでのポスターの閲覧と質疑応答 

⚫ オンラインでのポスターの閲覧と質疑応答は，GoogleDriveをもちいて行います． 

⚫ GoogleDrive上のフォルダ（オンラインフォルダ）には，URLが紐づけされており，

その URLをご存じの方はどなたでもブラウザからポスターの閲覧と質問が可能

です． 

⚫ 参加者以外の方に URLを伝えることを厳に禁止とします． 

⚫ 閲覧と質問のみの場合，個別に Googleアカウントを取得する必要はございませ

ん． 

⚫ ポスター発表者は，ご自身の Googleアカウントでログインの上で，割り当てられ

たドキュメントを編集することで，質問への回答を行います． 

⚫ ポスター発表者は，下記質問の受付期限までの間は，最低でも 1日３回は質問

の有無を確認し，応答するようにお願いいたします． 

 

質問の受付期限：11 月 26日(金)11時まで 

質問の回答期限：11 月 26日(金)23時 59分まで 

質疑応答の閲覧期限：11月 30日(火) 23時 59分まで 

 

 

※事前の技術的なご相談，開催期間中の参加（接続）手続きにおけるトラブルの発生

等，問題がございましたら，以下にご連絡下さい． 

E-mail: gk145segj   gmail.com（@は画像に変換しておりますので、ご注意下さい） 

事前テスト期間中，学術講演会期間中においては，上記の「講演会状況リアルタイム

共有ウェブサイト」のご利用もお願いいたします． 
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「オンラインでの聴講」の方法 

【講演会場へのオンライン参加（接続）手順】 

① 参加登録の際に登録頂いたメールアドレスに対して，学術講演委員会より，第 1

会場，第 2会場それぞれについてのアクセス URLを事前にご連絡致します． 

それぞれの会場に，ブラウザ(Google Chrome を強く推奨)でアクセスして下さい． 

 

② 以下の画面で，マイクとカメラをオフにして下さい．そして，“名前を入力して下さい”

に参加登録の際に申請された氏名（期間中同じ記述を用いること）を記入し，“参

加をリクエスト”をクリック．  

※氏名入力時に全角空白を使用すると，入室できません． 

※表示されるアカウント名を申込氏名に変更しておいて下さい．申込氏名で確認

できない場合は，入室が拒否されます． 

 

  

×全角空白 

〇半角空白 

〇空白無し 
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③ “参加をリクエスト”をクリックすると，以下のような画面になり，学術講演委員会側

で，参加申込名簿と照合の上，参加の承認処理をします． 

※なお，Google アカウント(gmail)をお持ちで，Google Chrome 上でログインしてい

る場合は，“参加をリクエスト”が省略され，参加が容易になる場合があります． 

 
 

④ 参加リクエストが承認されると以下の様な画面になります．画面下部にマイクとカ

メラの状態が表示されています．オンになっている場合は，オフにして下さい． 
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【オンライン参加者の質問手順】 

オンライン参加者は講演中に，質問がある場合，お名前と所属を添えて，チャット

に直接質問をご記入下さい．質疑応答の時間の際に，座長がチャットを確認し，質問

を読み上げます．但し，現地での質問を優先に，質問者の指名は座長に一任のた

め，採用されない場合があることをご承知おき下さい． 

 

⑤ 画面右下の“チャットボタン”をクリックします． 

 
 

⑥ 右下のメッセージ欄にお名前（所属）質問内容を記入し，送信して下さい 
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「現地での口頭発表，ポスター発表（コアタイム）」の方法 

発表資料の提示は，学会準備のパソコン，または，各自持ち込みのパソコンにより

可能です．現地会場で学術講演委員が発表の支援をいたします． 

各自持ち込みのパソコンにより発表資料提示を行う場合は，事前（セッション開始

10分前まで）にインターネットへの接続（有線，無線の両方を会場にて準備）および

Google Meetへの入室（3ページ【「オンラインでの聴講」の方法】を参照）を済ませた

上で，発表直前に会場プロジェクタへの接続が必要となります．接続等については，

各会場にて，学術講演委員が支援します． 

 ポスター発表（コアタイム）の方は，発表資料については，ポスター内で用いた説明

や図表を用いて，Power Point ファイルとして別途作成することをお勧めします． 

 

① 持ち込み PCを使用する場合は，会場プロジェクタへ接続後，Power Point の設定

画面より，スライドショー表示先がプロジェクタとなっていることをご確認下さい．  
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② 学会準備の別パソコンにより，音声と発表時の様子の配信を行っていますので，

発表者はハウリング等の防止のため，必ずマイクとカメラをオフにして下さい．  

 
 

③ 講演者はプレゼン用のパワーポイント（PPT）ファイルを立ち上げて，PPT のスライ

ドショーを開始しておいて下さい．その上で，以下の画面の下部の“画面共有ボタ

ン”をクリックし，更に“あなたの全画面”を選択します． 
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④ 以下のようにスライドショーが表示されている画面を選択し，共有します． 

 
 

⑤ 以下の画面が表示され，PPT ファイルのスライドショー画面が共有されますので，

プレゼンを行ってください。発表開始から，１鈴：12分，2鈴：15分（発表終了・質

疑応答開始），3鈴：20分（質疑応答終了・発表者交替）． 

ポスター発表（コアタイムの場合は，１鈴：2分，2鈴：3分，3鈴：5分です． 
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⑦ プレゼン終了後に，座長から質問受け付けがございますので，質疑に応答して下

さい．質疑応答が完了したら，画面共有を停止して下さい． 
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「オンラインでのポスター発表（コアタイム）」の方法 

現地で発表を行う方は，6ページ【「現地での口頭発表，ポスター発表（コアタイム）」

の方法】をご確認下さい． 

オンライン発表の方は，事前に Google Meetへの入室（3ページ【「オンラインでの聴

講」の方法】を参照）を済ませて下さい． 

 

① 発表者はマイクとカメラをオンにします．右下に講演者の映像が表示されます． 
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② 発表者はプレゼン用の資料（PPT，PDF等）を立ち上げておきます．その上で，以

下の画面の下部の“画面共有”ボタンをクリックし，更に“あなたの全画面”を選択

します． 

 
 

③ 以下のように共有する資料が表示されている画面を選択し，共有します．画面上

には個人情報等，不要な情報を表示しないようにご留意お願いいたします． 

下の画像はデュアルディスプレイ環境で実施した時の例です．シングルディスプレ

イ環境では，選択可能な画面は一つだけです．画面選択後，速やかにプレゼン用

資料を全画面表示して下さい． 
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④ 以下の画面が表示され，選択された画面が共有されます． 

 

 

⑤ プレゼンを行って下さい．プレゼン中は，スライド上の発表箇所を，参加者がトレ

ースできるようにお願いします．PPT の場合，スライドショー画面上で，右クリック

でメニューを表示し，ポインターオプション→レーザーポインターを選択して下さい．

PDFの場合は，マウスカーソルや手のひらツールをお使い下さい． 

発表開始から，１鈴：2 分，2 鈴：3 分（発表終了・質疑応答開始），3 鈴：5 分（質疑

応答終了・発表者交替）． 
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⑥ プレゼン終了後に，座長から質問受け付けがございますので，質疑に応答して下

さい．質疑応答が完了したら，画面共有を停止し，音声と画像をオフにして下さ

い． 
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「ポスターの閲覧・質問」の方法 

【オンラインフォルダとは？】 

 オンラインでのポスターの閲覧と質疑応答は，GoogleDrive をもちいて行います．

GoogleDrive上のフォルダ（オンラインフォルダ）には，URLが紐づけされており，その

URLをご存じの方はどなたでもブラウザからポスターの閲覧と質問が可能です（閲覧

と質問のみの場合，個別に Googleアカウントを取得する必要はございません）． 

そのため，参加者以外の方に URLを伝えることを厳に禁止とします． 

 

【オンラインフォルダへの接続手順】 

① 参加登録の際に登録頂いたメールアドレスに対して，学術講演委員会より，オン

ラインフォルダについてのアクセス URLを事前にご連絡致します．ブラウザで

URLにアクセスすると，以下のような画面になります．
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【ポスターPDF閲覧方法】 

②閲覧したいポスターの発表番号のフォルダーを選択して下さい（以下の画面）．PDF

ファイルを選択すると，ポスターの内容を見ることができます． ダウンロードも可能

です． 

 
 

【ポスターへの質問方法】 

③「質疑応答：P-〇〇」ファイルを選択すると，コメントとして質問することができます

（以下の画面）． 「<氏名，所属>」をハイライトさせて，コメントボタンを押して，ご自

身の氏名と所属を入力してください．そのあとに，直下の「<質問内容>」をハイライト

させて，コメントボタンを押して，質問を入力してください． 
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④入力すると以下のような画面となり，質問内容が残ります．回答者が質問に気づく

と，本文として回答がなされます（一日３回以上の頻度での応答となります．しばら

く時間を要します）． 

 

 

【オンライン質疑応答の各種期限】 

⑤質問の受付期限：11 月 26日(金)11時まで 

質問の回答期限：11 月 26日(金)23時 59分まで 

質疑応答の閲覧期限：11月 30日(火) 23時 59分まで 
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「ポスターの質問への回答」の方法 

【オンラインフォルダへの接続手順】 

① 参加登録の際に登録頂いたメールアドレスに対して，学術講演委員会より，オン

ラインフォルダについてのアクセス URLを事前にご連絡致します． 

それぞれの会場に，ブラウザ(Google Chrome を強く推奨)でアクセスして下さい． 

以下のような画面になります．

 
【ご自身のポスターフォルダ・質疑応答ファイルの選択】 

② 上記の画面から，ご自身のポスターの発表番号のフォルダーを選択して下さい

（以下の画面になる）． 
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③ 「質疑応答：P-〇〇」ドキュメントファイルを選択してください（以下のような画面と

なります）． 

 

 

【ログイン】 

④ 画面右上の「ログイン」からログインします．その際のアカウントは，ポスターPDF

を Google フォームに投稿した時に登録したアカウントとしてください．それ以外の

アカウントでは，質疑応答用のドキュメントファイルを編集することができません． 

 

【質問への回答の仕方】 

⑤ ドキュメントの直接の編集により，質問に回答します．コメント欄の質問者の情報

を必ず書き写してください．その直下に，適宜行を追加しながら，質問への回答を

入力してください．新たな図表を追加することもできます． 
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【注意点とオンライン質疑応答の各種期限】 

⑥ 下記質問の受付期限までの間は，最低でも 1日３回は質問の有無を確認し，応答

するようにお願いいたします．質問への回答に時間を要する場合や，あらかじめ

の訪問時間を示せる場合は，時間の目安を示しておくと質問者とのやりとりがス

ムーズになります． 

 

質問の受付期限：11 月 26日(金)11時まで 

質問の回答期限：11 月 26日(金)23時 59分まで 

質疑応答の閲覧期限：11月 30日(火) 23時 59分まで 
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「口頭発表／ポスター発表ファイルの受け渡し」の方法 

【口頭発表ファイルの受け渡し方法】 

これは口頭発表を現地会場で学会準備のパソコンでご発表される方へのファイル

受け渡し方法のご説明です。上記に該当の発表者は、各自の発表前日の 17:00まで

に下記 URLにアクセスし、受け渡しを完了させてください。ただし、会場で USB を用

いて学会のパソコンにコピーする方、及び各自持ち込みのパソコンで発表される方は

ファイルを受け渡す必要はありません。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3lkNRQqwm4_90BfKHqnSb02uibAg6PXlp

RdP11PmNQ6x4gQ/viewform?vc=0&amp;c=0&amp;w=1&amp;flr=0&amp;usp=mail_for

m_link 

 

① URLにアクセスしてください。ただし、google アカウントのログインが求められま

す。googleアカウントを持っていない方は、あらかじめアカウントを作成してくださ

い。 

 
 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3lkNRQqwm4_90BfKHqnSb02uibAg6PXlpRdP11PmNQ6x4gQ/viewform?vc=0&amp;c=0&amp;w=1&amp;flr=0&amp;usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3lkNRQqwm4_90BfKHqnSb02uibAg6PXlpRdP11PmNQ6x4gQ/viewform?vc=0&amp;c=0&amp;w=1&amp;flr=0&amp;usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3lkNRQqwm4_90BfKHqnSb02uibAg6PXlpRdP11PmNQ6x4gQ/viewform?vc=0&amp;c=0&amp;w=1&amp;flr=0&amp;usp=mail_form_link
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② 下記画面が表示されたら、メールアドレス及び講演者のお名前を入力し、「口頭発

表」を選択してください。入力後、「次へ」ボタンを押してください。なお、学術講演

会への連絡事項があれば、ご記入ください。複数のご発表を予定されている方に

おかれては、ポスター発表もしくは口頭発表の番号等をご記入いただければ幸い

です。 
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③ 口頭発表ファイルの受け渡し方法を選択してください。 

なお、会場で USB を用いて学会のパソコンにコピーする方、及び自分のパソコン

を用いて発表する方は本サイトを利用し事前にアップロードする必要はありませ

ん。「送信」ボタンをおしてください。 
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④ 画面の「ファイルを追加」ボタンを押し、発表に用いるパワーポイントのファイルを

アップロードしてください。ファイルサイズの上限は１００MB です。その際、ファイ

ル名には講演番号と講演者名を記載してください。例えば、「99_物探太郎.ppt」と

記載してください。なお、複数のご発表を予定している方は、発表ごとにファイルを

分けてアップロードしてください。なお、最新の日付のファイルを発表用として学会

のパソコンへコピーします。 

 
 

⑤ アップロードが終了したら、「送信」ボタンを押してください。送信後に以下の画面

が表示され、ご登録いただいたメールアドレスに google formから入力内容をお知

らせするメールが届きます。「回答を編集」をクリックすると、記載内容の修正やフ

ァイルの追加、差し替えを行うことができます。 

 
 

⑥ なお、入力完了後に、記載内容の変更やファイルを差し替える場合には、①の

URLにアクセスし、同じ googleアカウントでログインしてください。以下の画面が

表示されますが、「回答を編集」をクリックしてください。記載内容の変更やファイ

ルの差し替え、追加を行うことができます。２回目以降の変更の場合も同様の操

作を行ってください。 

なお、万一できない場合には、gk145segj@gmail.comへお問い合わせください。 

mailto:gk145segj@gmail.com
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【ポスター発表ファイルの受け渡し方法】 

これはポスター発表される方へのファイル受け渡し方法のご説明です。このファイ

ルの受け渡しは、現地発表、オンライン発表のいずれであっても必要です。 

ポスター発表ファイルは、A0サイズ（841 mm(横)ｘ1189 mm(縦)）以内での PDF ファ

イルとして作成してください。 

11月 22日（月）12:00 までに下記 URLにアクセスし、受け渡しを完了させてくださ

い（期限内にポスターPDF ファイルの提出がない場合、講演がキャンセルとなりま

す）。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3lkNRQqwm4_90BfKHqnSb02uibAg6

PXlpRdP11PmNQ6x4gQ/viewform?vc=0&amp;c=0&amp;w=1&amp;flr=0&amp;usp=mail

_form_link 

 

① URLにアクセスしてください。ただし、google アカウントのログインが求められま

す。あらかじめ googleアカウントを持っていない方はあらかじめ作成しておいてく

ださい。ここで入力する googleアカウントは、オンライン質疑応答においても使用

します。 

 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3lkNRQqwm4_90BfKHqnSb02uibAg6PXlpRdP11PmNQ6x4gQ/viewform?vc=0&amp;c=0&amp;w=1&amp;flr=0&amp;usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3lkNRQqwm4_90BfKHqnSb02uibAg6PXlpRdP11PmNQ6x4gQ/viewform?vc=0&amp;c=0&amp;w=1&amp;flr=0&amp;usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3lkNRQqwm4_90BfKHqnSb02uibAg6PXlpRdP11PmNQ6x4gQ/viewform?vc=0&amp;c=0&amp;w=1&amp;flr=0&amp;usp=mail_form_link
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② 下記画面が表示されたら、メールアドレス及び講演者お名前を入力し、「ポスター

発表」を選択してください。入力後、「次へ」ボタンを押してください。なお、学術講

演会への連絡事項があれば、ご記入ください。複数のご発表を予定されている方

におかれては、ポスター発表の番号等をご記入いただければ幸いです。 
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③ 参加形式を選択してください。 

 
④ 画面の「ファイルを追加」を押し、発表に用いるPDFファイルをアップロードしてくだ

さい。ファイルサイズの上限は１００MB です。その際、ファイル名に講演番号と講

演者名を記載してください。例えば、「P99_物探太郎.pdf」と記載してください。なお、

複数の発表を行う場合には、ポスター１件につき１つのファイルをアップロードして

ください。なお、最新の日付のファイルを発表用として印刷・展示します。 
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④ アップロードが終了したら、「送信」ボタンを押してください。以下の画面が表示さ

れ、ご登録いただいたメールアドレスに google formから入力内容をお知らせする

メールが届きます。なお、記載内容の修正、もしくはファイルの差し替えや追加を

行う場合には、「回答を編集」をクリックしてください。再度、入力することができま

す。 

 
 

⑤ 入力完了後にファイルを差し替える場合には、①の URLにアクセスし、同じ

googleアカウントでログインしてください。下記の画面が表示されますが、画面の

「回答を編集」をクリックしてください。再び記載内容の変更、ファイルの差し替え

や追加を行うことができます。２回目以降の変更の場合も同様の操作を行ってく

ださい。なお、万一できない場合には、gk145segj@gmail.comへお問い合わせくだ

さい。 

 


