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ハイブリッド開催：基本は2022年大会と同じ
オンラインポスターを口頭の裏で行い，期間を１週間に。

5/21(日)～5/26(金)
◦ 現地会場・オンラインどちらからでも参加可能なZoom ライブ中継による口頭セッション

◦ AM1，AM2，PM1，PM2の各時間帯に開催。

◦ 現地ポスター発表（オンライン中継はありません）

◦ コアタイム：PM3の時間帯に行う。原則，口頭セッションと同日開催。

◦ オンラインポスターセッション

◦ 口頭セッションの裏で行う（AM1，AM2，PM1，PM2）。

◦ 原則，口頭セッションと別日開催（可能な限り口頭セッション日より後日に設定）

◦ 学生賞審査，高校生発表審査にも対応可能となるよう配慮する。（高校生発表は参加状況次第で5/28(日)に行う可能性あり）

現地会場：幕張メッセ

◦ 国際会議場

◦ 口頭セッション部屋，CHは休憩・視聴スペースの予定．

◦ 展示場ホール

◦ ポスター掲示＋休憩・視聴スペース＋出展ブース＋特設会場



完全オンライン開催移行の可能性について
新型コロナウイルスの感染状況が不透明ななか，難しい判断が強いられる恐れがありますが，
完全オンライン開催に移行するかどうかについては，非常事態宣言が出ることなどを目安とし
て総合的に判断いたします．

完全オンライン開催に移行した場合には，現地ポスター発表はあきらめざるを得ませんが，そ
れ以外の口頭セッションやオンラインポスターセッション等については，日程・プログラムはそ
のままで，オンラインにて実施することになります．

大会参加登録開始を３月７日（火）に予定しておりますが，それ以前に完全オンライン開催移行
が決断された場合には，現地会場のキャンセル料などを踏まえて大会参加登録料を見直して
再提示いたしますので，それをもとに参加登録を行っていただきます．もし，大会参加登録開
始後にやむを得ず完全オンライン開催移行と判断した場合には，それまでの準備状況および
大会システム構築との兼ね合いから，大会参加登録料は当初通りでお願いすることになります．
返金にも応じかねますので，あらかじめご了承いただけますよう，よろしくお願い申し上げます．



コマ割り

 口頭発表・オンラインポ
スターセッションは原則
AM1，AM2，PM1，PM2

 PM3は現地ポスターコア
タイムです．

AM1 9:00～10:30

AM2 10:45～12:15

Lunchtime 12:15～13:45

PM1 13:45～15:15

PM2 15:30～17:00

PM3 17:15～18:45

https://www.jpgu.org/meeting_j2023/files/session_schedule_j.pdf
https://www.jpgu.org/meeting_e2023/files/session_schedule_e.pdf
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https://www.jpgu.org/meeting_j2023/files/session_schedule_j.pdf
https://www.jpgu.org/meeting_e2023/files/session_schedule_e.pdf


オンラインにて使用するプラットフォーム：
大会参加サイト「Confit」 5月12日よりログイン認証開始

Confitログイン

各発表スペース・出展ページ
にて予稿・ポスター資料掲示・議論

リンク
 マニュアル，Q&A
 各種企画
 キャリア相談
 休憩スペース
 高校生発表
 出展サイト
 オンデマンド配信
 …

Confit トップ画面

便利機能

タイムテーブル （口頭，オンラインポスター，他）
with Zoomリンク

大会ウエブサイト

e-poster, オンデマンド動画，ほか

2022年大会のイメージ



口頭セッション：2022年大会と同様
口頭発表は，現地あるいはオンラインからZoom経由でライブ発表していただきます（オンラインからはConfitロ
グイン→タイムテーブル→セッションのZoomリンクをクリック）．あらかじめ録画したプレゼン動画をセッション中に
再生・配信することも可とします．

発表者は，現地発表かオンライン発表か自由に選べます．すべての発表がオンラインで行われる場合でも，現
地会場に中継される予定です．

座長の方々も現地・オンラインどちらの参加でも運営可能とするように計画しておりますが，できれば現地にお
られると運営がスムーズになりますのでご検討ください．

発表は一つあたり原則15分（質疑，入れ替え時間込み）です．

口頭セッションはAM1 (9:00-10:30), AM2（10:45-12:15), PM1（13:45-15:15), PM2（15:30-17:00) の各時間帯で行
われます．

現地会場の各部屋は通常の80%程度の定員を設けることとし，満席の場合には，別途設ける視聴スペースから
WiFi等経由でネットワークにアクセスしていただき，口頭セッションを視聴していただけるよう配慮します．



口頭セッション内での
ポスターフラッシュトーク（NEW!）
口頭セッションの原則各コマ90分間のうち15分間はポスター発表のフラッシュトークタイムとな
ります．→昨年に比べて口頭発表数が6/コマ→5/コマに減少します．

各フラッシュトークの発表順序と持ち時間は各セッションの座長もしくはコンビーナの指示にし
たがっていただきます．

フラッシュトークはポスター発表成立の必須条件ではありませんが，やむを得ない事情がない
限り行ってください．

口頭セッションがないセッションは，オンラインポスターセッション内においてコンビーナの主導
によりフラッシュトークを実施していただきます．



発表者

会場係
座長

質問者

聴衆

セッション会場の様子
オンラインに提供されるビデオ画像例
（※都合により画面共有していません）

全体の様子

部屋内，ZOOM接続しないで！

現地発言は会場マイクで！

発表者マイク

発表用PC

座長PC
座長マイク

質問者マイク

会場係PC



ポスター講演概要
ポスター資料は，全てオンライン上（大会参加サイト「Confit」の各発表者スペース）に掲示する
ことが必須です．

◦ ポスター資料は「e-poster」もしくは「オンデマンド動画」とし，やむを得ない場合は「追加発表資料」を
アップロードしてください．現地発表で掲示するものと同じでも構いません（A0ポスター画像やスライド画
像の掲示が可能）．

◦ 資料は期間中も差し替え可能です．

◦ 全期間を通じてオンライン上のポスターの閲覧とコメント機能を利用した質疑応答が可能

ポスター発表者は原則として，口頭セッション内の指定された時間にフラッシュトークを実施して
いただきます．

◦ 1コマ（90分）につき15分をフラッシュトーク時間とします．各フラッシュトークの持ち時間は各セッション
で調整されます。

◦ ポスター発表成立要件ではないですが，やむを得ない事情がない限りフラッシュトークを行ってください。

◦ 口頭セッションがないセッションは，オンラインポスターセッション内においてコンビーナの主導によりフ
ラッシュトークを実施していただきます．

現地ポスター発表，オンラインポスターセッションでの発表は，任意です．



Confit掲載発表資料（参考2022年大会時）：
e-poster，オンデマンド動画，追加発表資料

資料区分
4/12までの
利用申込

4/12までの参
加登録

口頭発表者の
アップロード

ポスター発表者の
アップロード

ダウンロード・コ
ピープロテクト

ファイル形式等
アップロード後
の差替

オンデマ
ンド動画

要

要

任意

オンデマンド動画
とe-posterのどち
らかが必須
※発表成立要件

あり

動画をアップロードできます．
ファイル形式はMP4，MOV，WMV，AVIです．
ファイルサイズは250MB以内です．

発表者が現地あるいはオンラインで口頭セッション中に登壇できないことがあら
かじめ判明している場合には，プレレコ動画を作成してオンデマンド動画として掲
示していただくことを推奨しております

随時可
e-poster

不要

N/A あり

発表ポスターとして画像ファイル（JPG, JPEG, PNG）を公開できます．現地ポス
ターと同じ一枚形式でも，複数枚のスライド形式でもどちらでも可能です． 1枚あ
たりのファイルサイズは10MBまでです．スライド形式の場合には，スライド１枚１
枚を独立したファイルにしてアップロードしていただきますと，Confitの発表ス

ペースにおいてはまずスライドの最初のページが表示され、以降のスライドを順
送りで閲覧できるようになります．

追加発表
資料

任意 任意(*) なし
10 MB以下のファイル（PDF, JPEG, JPG, PNG, GIF形式）を10ファイルまでアップ
ロードできます．YouTubeの動画のリンクを張り付ける（サムネイル表示されま
す）ことも可能です．

 発表者の大会参加登録の〆切は4月11日。オンデマンド動画利用申請〆切も4月11日．
 発表資料のアップロードは4月20日から．アップロードされた資料は5月12日からConfitに掲示（この日からConfit閲覧にはログ

イン認証が必要となるため，参加者限定で公開されることになります）．
 参加者が予習できるよう大会開始の３日前（5月18日）までにアップロードしていただくことを推奨しております．
 詳しいアップロード方法（作業方法）は発表者の方へメールにてお知らせします（送信元：noreply.confit@atlas.jp）。

mailto:noreply.confit@atlas.jp


現地ポスター発表
現地でポスター発表をすることは任意とします．

◦ 現地でポスター発表をされる方は，ポスター会場の指定された日（原則として口頭セッションと同日）・

場所にポスターを掲示し現地参加者に対してポスター発表をして下さい．

◦ ポスター会場はコアタイム(PM3)以外の時間帯も終日ご利用いただけます．

◦ 現地ポスターのオンライン中継はありません．

◦ PM3の時間帯(17:15-18:45)がポスターコアタイムになりますが，密を避けるべくなるべくそのほかの時

間帯においても積極的に議論していただけますと幸いです．

◦ ポスターボードは，全ポスターが掲示できる分用意します（横置き）。

◦ →現地ポスター希望の有無は確認しません。

◦ 現地に来場できないポスター発表者に対しても，印刷したポスターを現地会場にお送りいただければ

大会運営委員会がポスター発表者に代わって現地に掲示するサービス（現地掲示サービス，送料は

ご負担ください）を実施する予定です．



オンラインポスターセッション
オンラインポスターセッションでの発表は任意です。

◦ 原則として指定された日のAM1 (9:00-10:30), AM2（10:45-12:15), PM1（13:45-15:15), PM2（15:30-17:00) のい
ずれか時間帯で他の口頭セッションおよびオンラインポスターセッションと並行して行われます．

◦ ※時差に配慮してジョイントセッションとして採択されたセッションに限って，コンビーナからの要望を踏まえてPM3（17:45-18:45）に設定して
いるものがあります．必ずご自身のセッションの開催日時をご確認の上，ご参加ください．

◦ １セッションに対し１Zoomを割当て，ポスター１件に対し1つのブレイクアウトルームを提供いたします

◦ Confitのタイムテーブルから入室できるように設定します．

◦ ポスター発表者は自らに割り当てられたブレイクアウトルームにて待機していただき，各ブレイクアウトルームを出入りする参加者の方と適
宜議論をしてください．

◦ 原則としてオンラインポスターセッションの座長は設定されず各発表のフラッシュトークはありません

◦ 口頭セッションがないセッションは，オンラインポスターセッション内においてコンビーナの主導によりフラッ
シュトークを実施していただきます．

◦ 現地にて参加する場合には，会場内の視聴スペースなどからWiFi等経由でネットワークにアクセスしてくださ

い．その際，ノイズキャンセリング機能付きヘッドセットを使用するなどして，会場内にスピーカ音声が漏れる
/マイクが会場内雑音を拾う/大きな声を出す，といったことを極力控えていただきますようお願いします．



料金体系
投稿料（2022年と同額）：

◦ 早期 6,600円/件 （～2/2 23:59まで）

◦ 通常 8,800円/件 （～2/16 17:00まで）

大会参加登録料（幕張メッセ会場を借りたハイブリッド開催ということで，現地参加・オンライン
参加の区別はありません）：

◦ 一般会員/連携会員 25,300円

◦ 院生/教員/シニア 12,100円

◦ 非会員一般 36,300円

◦ 非会員院生 17,600円



 年会費を支払っても正会員として参加するのがお得！
 投稿時の区分がそのまま大会参加登録に引き継がれる（切り替え不可）ので注意！



大会参加方法
参加登録開始は3月7日（火）を予定しています。

発表者の参加登録〆切は4月11日（火）を予定しています。

◦ Confitにポスター発表資料等をアップロードできるようにするためにお時間をいただいております．

大会参加登録をしていただいたうえで，Confitにログインしていただくことになります（パブリック
セッションのみに参加される場合は少々異なります）．

参加登録からConfitにログインできるようになるまでには，最大１日程度のタイムラグが生じる可
能性がありますので，大会参加登録を早めにお済ませくださいますよう，お願い申し上げます．

とくに発表者の方々は別途案内する参加登録締め切り日にご注意ください．

現地参加される方は，来場前日までに必ず大会参加登録をお済ませいただき，発行されるe-
ticketをご用意の上，現地までお越しください．現地での参加登録はできません。



COVID-19対策
国の方針を参考にしつつ，対策案を検討しております．現段階では2022年と同様，以下のお願
いをする予定です．

◦ ワクチン接種済みであることを強く推奨いたします．ワクチン接種が不可もしくは希望されない方はオ
ンライン参加をご検討ください．

◦ 事前にご自身で検温いただき発熱や体調不良等が判明しましたら来場はご遠慮下さい．

◦ 来場日ごとに最初の入場時に検温を実施します．発熱が確認されれば申し訳ありませんが入場をお
断りいたします．その場でお帰りいただき，オンライン参加としてください．

◦ 会場内では発表時も含めてマスク（不織布推奨）の着用をお願いします．

◦ 会場内での飲食は黙食をお願いします．



学生のみなさんへ
学生優秀発表賞

◦ 実施します。

◦ 賞へのエントリーをご希望される学生の方は，ご自身が投稿していること（投稿者であること）が必須条件に
なりますので，投稿期間中に必ず投稿をしてください。

◦ エントリー方法や時期等の詳細は決まり次第お知らせいたします．

学生旅費補助制度

◦ 実施する予定です。詳細は決まり次第お知らせします．

アルバイト

◦ 現地会場での会場係等を募集します（３月下旬募集開始予定）．オンラインでの職種は予定しておりません．
詳細が決まりましたらメールニュース，大会HP等でお知らせいたします．



計画中のイベント
表彰式

ランチタイムスペシャルレクチャー

NASA-JAXA講演会/NASAハイパーウォールイベント

JpGUスーパーレッスン

フットサル

…



スケジュール
2023年

1/11(水)~2/16(木) 17:00 ●投稿受付 早期締切：2/2(木) 23:59

2/24(金)~3/2(木) 17:00 ●セッション編成（採択・移動）

3/7(火) ●参加登録受付開始
●コマ数確定

3/8(水)~15(水) 17:00 ●セッション編成 (編成：発表順の決定等)

3/22(水) ●投稿採択通知

3/24(金) ●プログラムWEB公開

4/11(火) ●発表者参加登録〆切
●オンデマンド動画利用申請締切

4/20(木) ●発表資料アップロード開始

5/12(金) ●予稿PDF WEB公開
●Confit認証開始

5/21(日)~26(金) ●日本地球惑星科学連合2023年大会



ご投稿、お待ちしております！

早期投稿〆切： 2月 2日（木） 23:59 JST

最終投稿〆切： 2月16日（木） 17:00 JST
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