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ポスター発表者チェックリスト 1

下記チェックリストを使って、ポスター発表の準備をお願いいたします。
円滑な運営のために、時間に余裕を持ってご準備いただけると幸いです。

株式会社コンベンションアカデミア
〒113-0033 東京都文京区本郷3-35-3 5F 
TEL：03-5805-5261 FAX：03-3868-2113 E-mail：gij@coac.co.jp ＜窓口：平日10:00-17:00＞

その他大会に関するお問合せ先：GIJ2020運営事務局

電子ポスターおよびフラッシュトークに関するお問合せは、下記までご連絡ください。
なお、回答にお時間をいただく場合がございますが、ご了承くださいませ。

お問合せ先（GIJ2020ポスター部会）：gij_p_help@googlegroups.com

ポスター発表に関するお問合せ先

☑ 内容
本手引き
ページ＃

□ １. 大会参加登録＋ポスター発表費用の入金
10月21日（水）〆切
詳細：https://www.gijapan.org/participants.html

大会HP

□ ２. フラッシュトーク用スライドの作成＋
メールでの送付 11月5日（木）正午 〆切

P16

□ 3. 電子ポスターの作成＋LINCBizへのアップ
ロード 11月5日（木）中 〆切

P４
～10

□ 4. ZOOMの使用準備
事前通信テストは11月6日（金）13:00〜14:00（任意）

P17

□ 5. LINCBizでの交流
11月6日（金）～11月15日（木）

P11
～13

□
6. フラッシュトークでの発表

11月7日（土）または11月8日（日）

P18
～19

【本手引き目次】
電子ポスターについて P２
フラッシュトークについて P14



電子ポスターについて 2

電子ポスターの機能について 3
電子ポスターの作成について 4～6
電子ポスターのアップロード方法 7～9
電子ポスターの消去方法 10
電子ポスターの掲示中について 11～13



電子ポスターの機能について 3

電子ポスターの投稿および参加者との交流には株式会社AIoT Cloudの「LINC Biz」
ポスターセッションプランを採用しております。
本大会で使用できる主な機能は下記のとおりです。
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• 電子ポスターデータを作成は、以下の内容に従って作成してください。
• 本大会における電子ポスターは、１枚のポスターにしていただいても、複数枚のス

ライドにしていただいても結構です。
また、音声、動画ファイルもデータ容量以内でしたらアップロードが可能です。
例１：ポスター１枚、例２：スライド５枚、例３：スライド1～4枚と動画１つ。

電子ポスターデータ作成の注意点

電子ポスターに必
ず記載する内容

1. ポスター番号
2. 講演タイトル
3. 著者全員の名前と所属
このほかは自由に内容を追加してください。
なお、大会ホームページ内のポスター発表募集ページ
（https://gijapan.org/poster.html）から、電子ポスターのテンプレートを
ダウンロードいただけます。テンプレートは参考までにご使用ください。

登録できる
ファイル

・JPEG、PNG（サムネイル表示が可能）
・動画：MP４
・音声：MP4 audio
※PowerPointやPDFは登録できませんので、ご注意ください。
PowerPointからJPEGへの変換方法は、次ページを参考にしてください。

ファイル名 ポスター番号_発表者名（.拡張子※）としてください。

※拡張子
JPEG：.jpg、PNG：.png

フォント種類
（推奨）

OS標準のフォントおよびOfficeを標準インストールする際にインス
トールされるフォントを使用してください（日本語：MSゴシック、
MS Pゴシック、MS 明朝、MS P明朝、メイリオ 英語：Century、
Century Gothic等）、それ以外のフォントは、文字ずれ、文字化
けの原因となる可能性があります。

フォントサイズ
（推奨）

見出し（目的、方法、考察等のタイトル部分）:24pt以上
本文：18pt以上
システム上、確認できる最小サイズが10ptのため、10pt以上の
フォントサイズを推奨します。
※フォントサイズが小さいと画面上で文字がつぶれる可能性があり
ます。

図、表、写真 発表スライドは拡大が可能になりますので、高画質データを使用し
てください。
ただし、1ファイルの画像の解像度は6048×4032pixel以内とし
てください。

データ容量 1ファイル100MB、最大5ファイルまで投稿可。

ダウンロード制限 ポスターチャンネルにアップロードしたファイルはダウンロードが
できないように設定しております。

ダイレクトメッセージにアップロードされたファイルはダウンロー
ド可能となります。そのため、ダウンロードされたくないファイル
はダイレクトメッセージで送らないよう、ご注意ください。

https://gijapan.org/poster.html
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・ポスター1枚で作る場合 ・複数スライドで作る場合

電子ポスターの作成イメージ

講演タイトル

背景・目的
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX

結果
XXXXXXX
XX

パワーポイントスライドを画像ファイルへ変換する方法（参考）

・WindowsでパワーポイントスライドをJPEG保存する方法を紹介した記事：
https://excelll.info/powerpoint-jpeg
・MacでパワーポイントスライドをJPEG保存する方法：

上部リボンの「ファイル」の中の、
「画像として保存」を押す。

ポップアップ画面中央の「フォーマット」で
JPEG またはPNG を選択し、「保存」を押す。

なお、お使いいただいているパソコン
の仕様やソフトウェアのバージョンに
よって、ファイル変換方法が異なる可
能性があることをご了承ください。

https://excelll.info/powerpoint-jpeg
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• 発表者である求職中のポスドク、学生が、本人が希望する場合に限って、キャリアエク
スプローラーマーク（CEマーク）をポスターに掲載できます。求職中の方は積極的にご
活用ください。

• 電子ポスターのタイトル付近に、CEマークを表示（添付）してください。

• CEマークのデータは以下URLからダウンロードしてお使いください。
https://www.jsap.or.jp/docs/jsap-meeting/careerexplorer_logo.png

• 今回使用するCEマークは応用物理学会が作成したものであり、同学会にGIJでの使用に
ついて許諾を得たものです。使用にあたっては以下の点にご注意ください。

• CEイラストの著作権は公益社団法人応用物理学会に帰属するものであり、イラスト導入の趣
旨、および使用方法を逸脱する無断使用は一切認められていません。

• 発表会場において、講演時間内における登壇者への当該イラストに関する質問はご遠慮くだ
さい。特に、座長の方にはこの点をご留意いただくようお願い致します。

• CEイラストは発表者本人の希望により使用可能なものであり、このイラスト使用により生じ
たいかなる利益・不利益に関しても応用物理学会は一切責任を負いません。

キャリアエクスプローラーマークの使用について

・参加申し込み時にポスター発表の応募をした方は、下記に示すポスター賞の判断基
準を意識して、アップロードするファイルを作成してください。

（１） 発表のわかりやすさ
たとえば、良いタイトル、発表スライドのデザイン、情報量の適切さ、フラッシュ
トークの話し方など

（２） 発表の内容
たとえば、研究や取り組みの新規性・独創性・有用性、データの質・量、解析方法の
妥当性、議論・結論の妥当性など

・ポスター賞は参加者によるWEB投票方式です。

・学生若手研究部門、企業部門、非営利団体部門の3部門ごとに審査を行います。

・ポスター賞にはお楽しみの副賞もありますので、ぜひ賞獲得を目指してください！

ポスター賞について

https://www.jsap.or.jp/docs/jsap-meeting/careerexplorer_logo.png
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LINC Bizアカウントの登録後〜11月５日までに、下記の案内のとおり、自分のポス
ターチャンネルに電子ポスターをアップロードしてください。
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電子ポスターのアップロード方法（3/3） 9



電子ポスターの消去方法 10

自分のポスターチャンネルに投稿したファイルが正しく表示されているかをご確認くだ
さい。
間違えた投稿をした場合には、下記の方法でファイルを消去し、正しいファイルを再度
アップロードしてください。



電子ポスターの掲示中について（1/3） 11

ポスター掲示期間中は、大会参加者から質問やコメントが届きます。
プレセンス情報の表示から、大会参加者にご自身が対応可能かどうかを表示することが
できます。

プレセンス情報について
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自分のポスターチャンネルに投稿されたメッセージに応答したり、他のポスター発表者
のポスターチャンネルにメッセージを送ったりして、大会参加者と交流を深めてくださ
い。下記、メッセージの投稿方法です。

ポスターチャンネルでのメッセージ投稿方法
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ダイレクトメッセージ機能を使用することで、特定の参加者とメッセージができます。
下記、ダイレクトメッセージの使用方法です。

ダイレクトメッセージの使用方法



フラッシュトークについて 14

フラッシュトークの概要 15
フラッシュトーク当日までの準備 16～17
フラッシュトーク当日について 18～19



フラッシュトークの概要 15

フラッシュトークとは、ポスター発表に先立ち、2分間で発表の主張やセールスポイント
を簡潔に口頭説明するセッションです。これにより、発表者には発表内容の宣伝をする
機会になると同時に、聴講者には興味深いポスター発表を容易に見つけることが可能に
なります。

フラッシュトークの目的

フラッシュトークの流れ

Zoom1
農山村

Zoom2
沿岸・
漁村

Zoom3
都市・
郊外

Zoom4
空間横断・

その他

11月７日（土）
11:40 開場
12:00～13:30 フラッシュトーク
前半（45分）：各発表者から2分間の発表、後半（45分）：ディスカッション

Zoom1
農山村

Zoom2
都市・
郊外

Zoom3
都市・
郊外

Zoom4
空間横断・

その他

11月８日（日）
11:40 開場
12:00～13:30 フラッシュトーク
前半（45分）：各発表者から2分間の発表、後半（45分）：ディスカッション

同時に複数会場でフラッシュトークが行われますが、ポスター発表者は、ご自分の発表
会場のフラッシュトークに、事務局よりメールでご案内（10月30日配信予定）する、
発表者専用のZoomアクセス用URLより参加してください。

発表をしない日には、他のフラッシュトークに聴講者としてご参加いただけます。

ポスター発表のフラッシュトークは、11月７日および11月８日の12:00～13:30に、
Zoom上で行います。どちらの日にちに発表していただくかは、10月20日配信のメー
ルに記載されております。
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フラッシュトークの発表内容

LINC Bizに投稿する電子ポスターとは別に１枚のスライドを作成していただきます。

スライドは、事務局からの本手引きのご案内メール（10月20日配信）に添付して、下
記のテンプレートをお送りするので、これを使用して下記に留意して作成をお願いしま
す。テンプレートは大会ホームページ内のポスター発表募集ページ
（https://gijapan.org/poster.html）からもダウンロードできます。

・パワーポイント等で、ポスター発表内容の要点のみを簡潔に、必要に応じて図やイ
ラスト等を活用して、Zoomの画面共有で見やすいように作成してください。

・①タイトル、名前、所属の他、②研究目的、③結果、④結論・主張、について、ア
ピールしたいところを中心に作成してください。

作成したスライドは、PDFにして11／５（木）12:00までに下記までメール送信をお願
いします。なお、このスライドは大会後に発行するプロシーディングスに掲載いたしま
す。スライドを掲載したくない場合は、メールにその旨書き添えてください。

【作成スライド送信先】 GIJ2020ポスター部会 gij_p_help@googlegroups.com

フラッシュトーク発表用スライドの作成

持ち時間はポスター発表ごとに2分です。後半のディスカッションの時間を確保するため
時間厳守でお願いいたします。

時間内（２分間）に収められるよう、事前に練習を行ってから当日に臨んでいただきま
すよう、お願いいたします。

ポスターを複数名で作成している場合でも、発表者は1名、持ち時間は2分です。

https://gijapan.org/poster.html


フラッシュトーク当日までの準備（2／2） 17

Zoom 設定準備

「講演・フラッシュトーク 発表の手引き【Zoom】」（下記の大会HPよりダウンロー
ド）の内容をご確認いただくとともに、フラッシュトーク当日にZoomが使えるように
設定等の準備をお願いします。

【手引きのダウンロード】 https://www.gijapan.org/pdf/Zoom-2.pdf

【事前準備事項】
・Zoomのインストール（Zoom未利用の方）
・Zoomの接続テスト

フラッシュトークの発表者は、発表を行うため、マイクとウェブカメラの用意が必要で
す。推奨機材や通信環境については、上記の手引きをご確認ください。

また、当日、安定してZoom接続が可能な環境であることを確認するため、当日に使用
する機材、場所で事前に接続テストを行っていただくよう、お願いいたします。

なお、発表時のスライドの表示は、事前に提出していただいたスライドを、大会スタッ
フがZoom上で画面共有します。（発表者の方は画面共有の操作は不要です）

【事前通信テスト】

本番と同様のZoomウェビナー会場を使用して、事前通信テストを11月6日（金）
13:00～14:00に実施します（参加は任意）。
会場への入室操作や操作画面の確認等をご希望の方は、事務局からのご案内メール
（10月30日配信予定）に記載の事前テスト用URLよりアクセスしてください。
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発表するフラッシュトークへの入室

当日のZoomアクセス用URLは、事務局よりメールでご案内（10月30日配信予定）い
たします。
必ずメールに記載された URL をクリックして Zoomを開くようお願いします。大会HP
等の参加者用の URL よりログインされた場合は、パネリスト（発表用権限）になれま
せん。

11月７日および11月８日のどちらも、フラッシュトーク開始20分前の11:40から入室
が可能となります。できるだけ早めに入室し、セッションの準備（下記、表示名の変更
等）をお願いいたします。

表示名の変更

Zoom会場に入室後、下記のよ
うに表示名を変更して下さい。

【変更後表示名】
ポスター番号 ＋ 発表者苗字

例：A001_吉田

※ポスター番号は、LincBizの
「大会要旨集」チャンネルや
大会HPで確認できます。

※表示名変更手順の詳細は「講
演・フラッシュトーク 発表
の手引き【Zoom】」をご確
認下さい。
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フラッシュトーク中のルール、Zoomの操作

フラッシュトーク中は、事務局側（ファシリテーター、画面共有係）の指示に従ってく
ださい。

画面の操作は、事務局側で行いますので、発表者は口頭での発表のみ行ってください。
2分間で係りが終了の呼びかけをしますので、その段階で発表を終了させてください。

発表後のディスカッションでは、事前のポスターへの質問や、聴講者からチャット機能
により受けた指摘・質問等に対し、発表者からの回答や関連する内容に関する意見交換
等を、ファシリテーターの進行により行います。

ファシリテーターから名前が呼び上げられた場合は、ミュート解除、ビデオをオンにし
て、発言をお願いします。ご自身が発表・発言していない時間は、ミュート、ビデオオ
フにしてください。

ポスター発表者も聴講者と同様、チャットでの質問は可能です。積極的な参加をお願い
いたします。

Zoomが落ちてしまった場合は、再度入室をお願いします。（再入室に当たって特に承
認等は不要です）
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