
JpGU Meeting 2021 

第2回オンライン説明会
2021年4月2日(金) 12:15-13:00

本日の内容

1. オンライン大会概要説明

参加登録方法，資料投稿方法

2. 今後のスケジュール

3. 質疑応答







開催方式：ハイブリッド形式

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。



開催方式：ハイブリッド形式
オンライン形式に完全移行

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。

大会サイト



Confitログイン



5/30(日) - 6/ 1(火):
パシフィコ横浜現地開催中止
すべてオンライン開催



5/30(日)

パブリックセッション 3: 口頭発表（zoom）

レギュラーセッション: ポスター発表（現地）中止



5/31(月)

ユニオンセッション 4: 口頭発表（zoom）

レギュラーセッション: ポスター発表（現地）中止



6/1(火)

ユニオンセッション 3: 口頭発表（zoom）

レギュラーセッション: ポスター発表（現地）中止



6/3(木)

ユニオンセッション 3: 口頭発表（zoom）

レギュラーセッション 51: 口頭発表（zoom）

ポスター発表（confit・zoom）







ポスター発表

コアタイム: PM3(17:15～18:30)
発表ツール: Confit (e-poster，オンデマンド動画)

Zoomブレイクアウトルーム
（@各セッション発表者ごとに検討中）



参加登録方法，資料投稿方法



大会サイト（発表者・参加者）

参加登録の流れ
会員ページにて参加登録

自動返信メールにて参加登録済通知
ログイン方法の案内

5月21日以降、Confitにセキュリティがかかるので
ID/PWでログインしてください。

• 発表者以外の方も、5月19日までに参加登録をお願いします．

Confitログイン ID: JpGU ID （参加登録メールにも記載）
パスワード：初回時にご自身で設定していただきます。

• すべての発表者は，4月16日までに参加登録をお願いします．

（発表者の参加登録期間: 4/5 14:00 ～4/16 23:59）

• 5/20以降は，参加登録後に即時に反映されませんのでご注意下さい．
参加登録された翌日の15：00以降よりログインが可能になります．







すべての発表者は，4月16日までに参加登録
発表者参加登録期間: 4/5 14:00～4/16 23:59

自動返信メールにて参加登録済通知．
Confitログイン方法の案内

自動返信メール



自動返信メール



5月21日以降はConfitにセキュリティがかかるので
IDとPWでログインする必要があります。



オンライン口頭講演
Zoom使用（アプリ版）を予定（ConfitのタイムテーブルにZoomリンクを張る）

5/30-6/1の現地予定だった口頭講演・イベントはそのままの日程・プログラムで
オンライン実施

ユニオン等特別なセッションは録画して参加者限定オンデマンド配信も検討中．
◦ 通常セッションはオンデマンド配信は行わない。

セッション
◦ 1日4コマ（AM1, AM2, PM1, PM2），26チャンネル同時並行

◦ 1講演15分，1コマ90分（6講演）をデフォルトとする．

◦ 各Zoomにブレイクアウトルームを設置．



オンラインポスター
Confitの発表スペースにて掲示・閲覧・議論

◦ 動画やスライドの掲載が可能

◦ 各自で用意するZoomやSlackなどへのリンク可能

ポスターに限らず以下の機能がある
◦ コメント機能

◦ 発表者へ直接コメント送付

◦ いいね！ボタン

◦ タグ機能（学生賞発表，求職中など）

ポスターコアタイムは，6/3-6/6のPM3（17:15-18:30)に設定。
◦ 各セッションごとにZoomブレイクアウトルームを準備（検討中）

◦ あらかじめe-posterでポスターを見て，Zoomブレイクアウトルームに行って議論を行う．

◦ 現地ポスター発表を予定していた方も，今回はオンラインポスターで発表して頂きます．



発表資料
ポスター発表

e-poster 【推奨】: 10MB以下のPDF

◦ スライド数ページで作成し1ファイルのPDFで保存．

◦ A0で1枚のポスターは推奨しません

◦ ダウンロード・テキストコピープロテクトがかかる

◦ アップロードする資料のファイル名は、必ず講演番号にして

下さい。例えば，「PPS03-P03.pdf」

◦ 5/11までにファイルを投稿

◦ 〆切後の取り下げ・修正不可

◦ 5/27に公開・閲覧

3/22 投稿採択のお知らせメール



発表資料
口頭発表・ポスター発表

オンデマンド動画 【推奨】：250MB以下の動画

◦ プレレコーディング資料など，1ファイル。

◦ ダウンロード・ドメインプロテクトがかかる

◦ アップロードする資料のファイル名は、必ず講演番号にして

下さい。例えば，「AAA01-01.mp4」

◦ 5/7までに投稿

◦ 〆切後の取り下げ・修正不可

◦ 5/27に公開・閲覧

3/22 投稿採択のお知らせメール



発表資料
口頭発表・ポスター発表
追加資料：
発表スペース下方の「ファイルキャビネット」を利用

追加説明で資料をアップしたい場合に利用。

口頭発表でzoomが落ちたりした場合でも，ここにスライドをアップ
することが可能。

発表者自身で直接自分の発表スペースにアップロード。

◦ PDF，JPEG，JPG，PNG，GIFで1ファイル10MB以内。

◦ 10ファイルまで可。動画はyoutube等にアップしリンクを張る。

◦ ファイルプロテクトはかかりません。

◦ アップロードする資料のファイル名は自由。

◦ 投稿〆切なし．発表直前，発表中のアップロード・修正可能。

◦ 事務局が確認できた場合のみ発表証明を出す。



2. 今後のスケジュール



スケジュール(1/2)
日 イベント 備考

3/24(水) プログラム公開（Confit公開） プログラム情報はウエブサイトでも閲覧可能
5/21までConfitは認証なし。

3/30(火) 出展者のページ作成作業開始

4/02(金) today! 第2回オンライン説明会 開催概要，参加登録方法，資料投稿方法の案内

4/05(月) 14:00 参加登録開始

4/16(金) 23:59 すべての発表者の参加登録〆切 e-poster，オンデマンド動画を利用する可能性の
ある発表者

4/20(火) e-poster投稿&オンデマンド動画投稿受付開始 投稿案内送付

4/28(水) 第3回オンライン説明会 参加登録，資料投稿，Confitの機能説明

4/30(金) 出展〆切

e-poster: プロテクト付きポスター発表資料(PDF) < 10MB
ポスター発表者が対象。

オンデマンド動画：プロテクト付きで表示される動画 <250 MB
全発表者が対象。

※4/5からの参加登録ですが、パブリックセッション（＆高校生ポスター）は別システムからになりますで別途ご案内となります。



スケジュール(2/2)
日 イベント 備考

5/07(金) 24:00 オンデマンド動画投稿〆切

5/11(火) 24:00 e-poster投稿〆切

5/19(水) 24:00 参加登録一般〆切

5/21(金) 予稿公開 Confitログインには認証必要

5/26(水) 第4回オンライン説明会 直前案内，発表者・座長・参加者別説明，相互交
流促進，各種企画等案内

5/27(木) e-poster・オンデマンド動画公開，Zoomリンク公開，オ
ンラインポスター掲示のお願い

5/30(日) 大会初日

6/01(火) 表彰式

6/06(日) 大会最終日

e-poster: プロテクト付きポスター発表資料(PDF) < 10MB
ポスター発表者が対象。

オンデマンド動画：プロテクト付きで表示される動画 <250 MB
全発表者が対象。



皆さまのご理解とこ協力を
よろしくお願い申し上げます！

口頭発表の方も含めたすべての発表者の参加登録期間は，
4/5 14:00～4/16 23:59です

次回のオンライン説明会 4月28日（水）予定
参加登録，発表資料アップロード方法，Confit(大会サイト）の説明



3. 質疑応答


