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開催方式：ハイブリッド方式
5/30(日) - 6/  1(火): 現地（パシフィコ横浜ノース）開催

（ポスター発表メイン，そのほかに特別口頭講演，イベント）
6/ 3(木) - 6/  6(日): オンライン開催

口頭発表：

◦ 通常セッションの口頭発表は基本的にZoomでオンライン開催期間にライブ講演

◦ 現地の特別な講演もZoomでオンライン中継

◦ 現地開催縮小・中止の場合はそのままの日程・プログラムでオンライン講演
◦ 現地開催の縮小・中止は参加人数見積もり・COVID-19感染状況をみて４月末までに判断します．会期直前の中止もあり得ます．

ポスター発表：

◦ ポスター発表は全てオンライン上に掲示（プラットフォームとしてConfitを使用）

◦ 希望者には現地ポスター発表もしていただけます。現地ポスター発表希望は投稿時に表明のこと。



スケジュール(1/2):
投稿～採択・プログラム公開

日 イベント 備考

12/04(金) 開催セッション一般公開

12/21(月) 投稿前コマ割り一般公開

1/13(水)-2/18(木)17:00 投稿受付 早期〆切：2/4(木)23:59
2/10(水)にオンライン説明会予定（Today!)

2/25(木)-3/03(水) 投稿採択（コンビーナ）

3/05(金) コマ数確定（プログラム委員会）

3/08(月)-3/15(月) セッション内プログラム編成（コンビーナ）

3/22(月) 採択通知

3/24(水) プログラム公開

※高校生発表は別途案内通り（ウエブサイト参照のこと）



スケジュール(2/2)：
参加登録～ポスター資料提出・掲示～開催

日 イベント 備考

4/01(金)（TBC）～ オンライン参加の登録開始 会期中まで受け付けるが，なるべく指定期
日(TBA)までに登録ください．リアルタイムに
は対応できません。

4/01(金)～4/14(水) (TBC) 現地参加の早期登録（現地発表者優先期間） 現地ポスター発表希望は投稿時に表明。

4/15(木)～4/20(火) (TBC) 現地参加の早期登録 先着順。上限に達したらキャンセル待ち

4/21(水) (TBC) ～ 現地参加の通常登録 先着順。上限に達したらキャンセル待ち。
キャンセルは5/7(金)(TBC)まで

5/11(火)（TBC） プロテクト希望のオンラインポスター資料提出〆切 *プロテクト＝DL不可，コピー不可など

5/21(金) 予稿PDF公開

5/27(木)（TBC） オンラインポスター掲示〆切 プロテクトを希望しない（or自分でかける）場
合は、発表者がアップロードが可能

5/30(日)-6/01(火) 現地開催 5/30はパブリックデー

6/03(木)-6/06(日) オンライン開催 6/6はパブリックデー



料金体系（税込）：
オンライン参加の登録料は早期と通常区別なし
現地参加の登録は一日券のみ発行

身分 早期
投稿料

通常
投稿料

オンライン参加の
登録料

現地参加の
早期一日券

現地参加の
通常一日券

一般会員 6,600 8,800 11,000 4,400 8,800
非会員一般 6,600 8,800 22,000 8,800 17,600

会員学生/教
員/シニア

6,600 8,800 5,500 3,300 6,600

非会員学生/教員/
シニア

6,600 8,800 11,000 6,600 13,200

学部生以下/
パブリック

0 0 0 0 0

 投稿料およびオンライン参加登録料は原則返金なし

 現地参加券は設定した期日を過ぎれば返金なし．ただし，運営側都合（現地中止など）や当日体調不良（自己申告）
の場合には返金する．

 現地参加券は日付指定で事前登録購入してもらう（入場者・数管理のため）．また現地発表者優先かつ枚数制限
（2000名/day?）を設ける． ．

 パブリックは，パブリックデーのみ参加可とする．

 早期の投稿料とオンライン参加
登録料を合算すると2020年大会
と実質的にはほぼ同額



参加登録について
オンライン参加の登録
◦ 全参加者（発表者も含む）必須。現地参加のみを予定している場合でも，お願いします。

◦ ポータルサイト（Confit）にログインするID/パスワードを発行します。リアルタイムには対応できません！

現地参加の登録
◦ オンライン参加の登録をしていただいたうえで，現地参加希望の方にご登録いただきます。

◦ 事前完全登録制を予定。一日の参加者数上限を設けます。先着順（現地発表者優先期間を設けます）。
希望する参加日ごとに一日券を購入していただきます。

日 イベント 備考

4/01(金)（TBC）～ オンライン参加の登録開始 会期中まで受け付けますが，なるべく指定
期日(TBA)までに登録ください．リアルタイム
には対応できません。

4/01(金)～4/14(水) (TBC) 現地参加の早期登録（現地発表者優先期間） 現地ポスター発表希望は投稿時に表明。

4/15(木)～4/20(火) (TBC) 現地参加の早期登録 先着順。上限に達したらキャンセル待ち

4/21(水) (TBC) ～ 現地参加の通常登録 先着順。上限に達したらキャンセル待ち。
キャンセルは5/7(金)(TBC)まで



現地開催：
パシフィコ横浜ノース1Fを３日間貸し切り

完全事前登録制（バーコード発行）

受付時に検温消毒などルールを整備予定

ポスターボード縦型330枚（掲示数660枚）：指定日
に終日掲示（希望多数の場合は策を練る）。

ポスターコアタイムを設定（１日２回予定）

口頭会場：座席数（一つ飛ばしで）648，Zoomライブ
中継予定．ランチタイム休憩場兼用

定員：一日最大2000人？

休憩スペースを設ける予定

出展ブースなし（デジタルサイネージにPR動画）

会議室をいくつか借り上げ希望団体に時間貸しす
ることも検討

ポスター会場 口頭会場

会場の感染対策取り組み

https://www.pacifico.co.jp/visitor/tabid/690/Default.aspx

https://www.pacifico.co.jp/visitor/tabid/690/Default.aspx


現地開催口頭講演案：1会場ライブ中継
5/30(日) パブリック中心＋イベント

AM1 オープニング＋イベント（講演会 or Late Breaking Session?）

AM2 パブリック（O-01 地球・惑星科学トップセミナー）

昼休憩 高校生ポスターのフラッシュトーク（事前録画orオンラインプレゼン，期間中オンデマンド配信予定．審査対象外）

PM1 パブリック（O-02 自然災害と人~ジオパークで地球の声に耳を澄ます~）

PM2 NASA/JAXAイベント

5/31(月) ユニオン中心

AM1 ユニオン（U-01 地球惑星科学コミュニティと日本学術会議）

AM2 ユニオン（U-01 地球惑星科学コミュニティと日本学術会議）

PM1 ユニオン（U-02 東北地方太平洋沖地震から10年―地球科学の到達点）

PM2 ユニオン（U-02 東北地方太平洋沖地震から10年―地球科学の到達点）

6/1(火) ユニオン中心＋イベント

AM1 ユニオン（U-03 「はやぶさ２」地球帰還！太陽系科学の最前線）

AM2 イベント（表彰式＋講演会）

PM1 ユニオン（U-04 JpGUにおけるSDGsの推進）

PM2 ユニオン（U-09 包摂的協働によるSDGs推進II：地域社会への関与）



オンライン開催
口頭発表
◦ Zoom使用（アプリ版）を予定（ConfitのタイムテーブルにZoom
リンクが張られる）。26チャンネル/day

◦ １講演15分，１コマ90分（6講演）をデフォルトとする．

◦ AM1(9:00-10:30), AM2(10:45-12:15), PM1(13:45-15:15), 
PM2(15:30-17:00)

ポスター発表
◦ Confitの各発表情報欄に掲示

◦ PDFのほか動画の掲載も可能

◦ ダウンロード不可・コピー不可としたい場合は5/11までに提出。
そうでなければ自分でアップロード可能（動画はYouTube等へ
アップしタグを張り付ける）。

◦ コメント機能，タグ機能，いいね！（既読）ボタン，…
◦ ポスターコアタイムは，PM3（17:15-18:30)

参加者のコミュニケーション専用として，別のプラットフォー
ムも検討中（e.g., Spatial Chatなど）．





学生優秀発表賞
実施します。エントリには発表投稿が必要です。

実施・エントリ方法は近日案内予定。



イベント企画
JAXA-NASAイベント「JAXAとNASAの太陽系探査2021」
◦ 5/30(日)PM2枠
◦ 中高生・博物館学芸員を対象

◦ 会場＋オンライン

ランチタイムスペシャルレクチャ―
◦ オンライン開催期間(6/3-6/6)のランチタイムに各セクション推薦の方に講演していただく。

表彰式＋講演会
◦ 6/1(火)AM2枠で現地予定

キャリアブース
◦ 2020年大会と同様，オンラインで実施予定

その他



ご投稿・ご参加
よろしくお願いします！
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