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はじめに(重要)

本学術集会ではインフォメーション・エクスチェンジを
テレビ会議システム「Zoomウェビナー」を使用して行います。
以下の注意点をあらかじめご確認ください。
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• 有線インターネット等を使用し、通信環境がよい場所でご参加ください。

• 極力静かな場所で雑音が入らないようお願いいたします。

• お持ちのPCにカメラ、スピーカー、マイクが付属されているかご確認ください。

• 可能な限り、マイク付きイヤホンやヘッドセットマイクをご使用ください。

• PCの負担軽減のため、接続時はご自身のPC上の不要なアプリケーションは
全て閉じてください。

• プログラムの進行に支障のないよう、開始時間・終了時間を厳守してください。

•同室での複数名利用はなるべく避けてください。
同室での複数名利用される場合は、以下の点に注意してください。
同じ部屋にいる複数の参加者がそれぞれ端末を持っており、
かつ、各端末でマイクやスピーカが有効になっていると、
エコーやハウリングの原因となります。
そのため、同室で複数名利用される場合は、
必ずマイク付きイヤホンやヘッドセットマイクをご使用ください。
また、発言時のみマイクをONにするよう徹底してください。

• Zoomウェビナーのためブレイクアウトルームの使用はできません。

※会期当日、会場(パシフィコ横浜ノース 1階 G1-G4)に現地参加用IE 登壇者用のブースを設けます。
(事前の申し込みは不要です。直接ブースにお越しください。)

※オンライン参加登録にて「現地参加」を選択しており、「現地参加」用のネームカードをお持ちの方
のみご利用可能です。(「WEB参加」の方はご利用になれません。各自の場所よりご登壇ください。)

※各自にて、パソコン、充電器、イヤホンマイク等をご持参をお願い申し上げます。

(ブース内には無線Wi-Fiとコンセントのみご用意しております。)



はじめてZoomを使用される場合

STEP１

STEP１ Zoomアプリ（PC版）のダウンロード・インストール

１）Zoom公式ホームページより
https://zoom.us/download#client_4meeting

「ミーティング用 Zoom クライアント」のダウンロード

２）ダウンロードファイル（ZoomInstaller.exe）クリックし、インストール

３）下記の画面が表示されたらダウンロード・インストール完了です。
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https://zoom.us/download#client_4meeting


はじめてZoomを使用される場合

STEP2 Zoomアプリ（PC版）の有効化（登録）

１）サインインを選択

２）無料サインアップでメールアドレス登録

３）入力したメールアドレスに有効化確認のメールが届き、
「アクティブなアカウント」をクリック

STEP2

※アクティベート化後
ログイン情報
（ご自身の情報を入力
（友達招待等スキップ）
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はじめてZoomを使用される場合

STEP3 Zoom ビデオテスト・オーディオテスト

１）Zoomアプリにサインイン

２）設定をします（歯車ボタン）

３）ビデオの設定

※メールアドレス、パスワードを入力
↓

※サインインボタンをクリック

※右上の歯車ボタンをクリック

STEP3

※外部の WEB カメラなどを利用されている場合は、カメラから選択して変更お願いします
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はじめてZoomを使用される場合

STEP3 Zoom ビデオテスト・オーディオテスト

４）オーディオの設定

STEP3

※「スピーカーのテスト」をクリックして、正常に音声が聞こえるかのテストをお願いします。
「マイクのテスト」をクリックして、正常に自分の声が聞こえるかのテストをお願いします。
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用語説明・進行イメージ
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【用語説明】

•ウェビナー
Zoomのウェビナーはホストと指定されたパネリストがビデオ、オーディオ、画面を共有できるように設計されて
おり、司会者と発表者は該当のセッション時、パネリストとして参加していただきます。聴講者は出席者とし
て参加していただき、Q&Aツールにて発表に関する質問ができます。聴講者チャットの使用はできません。

•ホスト
管理者として事務局が担当します。音声のみで参加します。

•パネリスト
司会者と発表者は該当のセッション時、パネリストとして参加します。パネリストは、画面の共有、質問（音
声・テキスト）、チャットが可能です。基本、音声とビデオで参加します。

•出席者
聴講者(参加者)は「出席者」として参加します。ウェビナー内の Q&Aツールにて発表に関する質問ができ
ます。
視聴者の画面（顔や資料や音声）は、ホストが許可しないかぎり共有されません。

•練習セッション
ウェビナーに入室した段階では「練習セッション」というパネリストのみが視聴、参加で
きる状態となっております。
Zoom画面上部にございます「ウェビナーを開始」ボタンを押すと出席者(聴講者)が参加し
始めますので、登壇者の皆様の準備が整うまで、絶対に押さないでください。
※このボタンを押すまでは、出席者はセッションに参加することができません。

【進行イメージ】

(30分前～)



会場入室

STEP1

STEP1 登壇会場への入室方法

・ご発表セッションの開始30分前より入室可能です。必ず開始10分前までには、
発表者専用のURLからログインしてください。
※企画者(座長の方は)30分前のご入室をお願いいたします。
※発表者専用のURLは会期1週間前を目途に企画者にお送りします。

1）登壇者用のURLを開き、下記クリック

2）「ビデオ付きで参加」をクリック 3）「コンピューターでオーディオに
参加」をクリック
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注意
PCでZoomと発表用のPowerPoint以外のアプリ、ソフトウェアを起動していると、
PCのスペックにより動作が遅くなることがありますので、
使用していないアプリケーションは全て閉じてください。



会場入室

STEP2 入室後の設定確認

１）表示名の変更 （スピーカービューの場合）

STEP2

ご自身のカメラ画像を右クリック

名前の変更を
クリック

企画者or座長: 氏名（日本語表記）または
発表者： 氏名（日本語表記）に変更をお願いします。

２）ビデオとオーディオの確認

ご自身のビデオのON／OFF
※ご自身の出番以外は基本OFFにしてください

ご自身の音声のON／OFF
※発言時以外はOFFにしてください
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会場入室

STEP3 Zoomの操作画面

１）操作画面

STEP3

※画面右上の「表示」ボタンをクリック

※話をしている人が大きい画面 ※入室者が当分の大きさの画面

２）下段ボタン紹介

入室人数を表示
(アイコンをクリックすると出席者
数もわかります)

視聴者からの質問はQ&A機能を用い
て受け付けます。
質問がある時には、赤数字が表示さ
れます

ご自身の発表スライドを参加者
に共有します
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「すべてのパネリスト(登壇者)」または
「パネリスト及び視聴者」に向けて
メッセージを送ることができます

「ウェビナーを開始」ボタンを押すと出席者(聴講者)が
参加し始めますので、登壇者の皆様の準備が整うまで
絶対に押さないでください。
※このボタンを押すまでは、出席者はセッションに参加
することができません。



進行方法【座長】

STEP１ セッション開始前

１）ご発表セッション開始の30分前には、Zoomウェビナーへの入室してください。

※ビデオ、マイクをONにして、お待ちください

STEP１

２）オンライン登壇者予定者が全員入室したら、運営事務局より
ビデオ・マイクが正常に機能しているかお声がけをいたします。

運営事務局

３）オンデマンド配信を希望されているセッションに関しては、
収録部分に関して運営事務局より確認をいたします。
オンデマンド配信を行うのは講演部分のみとなります。
質疑応答部分はプライバシー保護の観点よりオンデマンド配信を
受け付けません。そのため、演者が複数名の場合、各ご発表終了時の
個別質疑は行わず、すべての演者の講演が終了した後に、
まとめて質疑を行っていただけますと幸いです。

４）発表者全員の準備が整いましたら、セッション開始3分前を目途に
運営事務局にて出席者の入室を許可し、待機用スライドを
画面共有いたします。
出席者が入室されますと発表者の音声や映像は全て公開となりますので、
セッション開始時刻となるまではビデオ・マイクはオフ（ミュート）に
してください。
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進行方法【座長】

STEP２ セッション開始

STEP2

1）開始時間となりましたら、待機用スライドの画面共有を停止いたしますので、
座長はビデオ・マイクをオンにしていただき、セッションを開始して
ください。運営準備室より定刻時の発声や合図は行いません。
※計時回線はございませんので、皆様方で計測いただき調整をお願いいた
します。

座長
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2） 「それでは〇〇先生、講演をお願いします」など、演者を紹介後に、
講演開始を促してください。
演者は発表PPTを画面共有して発表いただきますので、その間は、
「ビデオOFF」「マイクOFF」に設定をしてください。

画面共有
ご発表スライド

演者



進行方法【座長】

STEP３ 発表終了～次演者の発表

STEP3

座長演者

演者
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１）演者発表の終了後、画面共有停止後に演者の顔が表示されます。
演者が複数名の場合、座長は「ビデオON」「マイクON」で次の演者の
お名前をお呼びください。
以降、STEP2、STEP3の手順を繰り返し行ってください。

※演者が複数名の場合、各ご発表終了時の個別質疑は行わず、
すべての演者の講演が終了した後にまとめてお願いいたします。



進行方法【座長】

STEP4 総合討論（質疑応答）

STEP4 14

1）座長は「総合討論へ移ります」とすべての演者をお呼びください。
全ての演者の顔が表示されましたら、総合討論を開始してください。
(必要に応じて、質疑応答の時間として使用ください）

座長の先生にて、セッションの時間管理を行っていただきますよう
お願いいたします。

座長

演者 演者

演者

2）出席者からの質疑応答は、 ZoomのQ＆A機能を使用いたします。
「Q&A機能」は常に表示していただき、口頭で演者に質問内容をお伝えく
ださい。
進行上、全ての質問を選択することが難しい場合もありますので、座長の
ご判断で選択いただけますようお願いします。



進行方法【座長】

STEP5 セッション終了

STEP5 15

1）総合討論終了後、座長は「マイクON」と「ビデオON」の状態で、
セッションを終了してください。
座長の合図によりセッションが終了したら、
全員が画面右下の「ミーティングを退出」を選択して退出してください。

座長

演者 演者

演者

※セッション終了後は速やかに退出してください。
そのまま発表者間でお話を始めてしまうと、その内容がすべて出席者に
共有されます。



進行方法【演者】

STEP１ セッション開始前

STEP１ 16

１）ご発表セッションの開始30分前より入室可能です。
必ずセッション開始10分前には、Zoomウェビナーへの入室してください。

※ビデオ、マイクをONにして、お待ちください

２）オンライン登壇者予定者が全員入室したら、運営事務局より
ビデオ・マイクが正常に機能しているかお声がけをいたします。

運営事務局

３）オンデマンド配信を希望されているセッションに関しては、
収録部分に関して運営事務局より確認をいたします。
オンデマンド配信を行うのは講演部分のみとなります。
質疑応答部分はプライバシー保護の観点よりオンデマンド配信を
受け付けません。そのため、演者が複数名の場合、各ご発表終了時の
個別質疑は行わず、すべての演者の講演が終了した後に、
まとめて質疑を行っていただけますと幸いです。

４）発表者全員の準備が整いましたら、セッション開始3分前を目途に
運営事務局にて出席者の入室を許可し、待機用スライドを
画面共有いたします。
視聴者が入室されますと発表者の音声や映像は全て公開となりますので、
セッション開始時刻となるまではビデオ・マイクはオフ（ミュート）に
してください。

5）開始時間となりましたら、待機用スライドの画面共有を停止いたしまして、
座長がセッションを開始させます。
演者が複数名の場合、他の演者の発表中はビデオとマイクはOFFにしておい
てください。

ご自身の発表順番がきましたら、発表スライドを共有してご講演を
お願いいたします。



進行方法【演者】

STEP2 発表の開始

１）ビデオとマイクをONにしてください。
座長より「それでは〇〇先生、講演をお願いします」など、
演者の紹介後に講演を開始してください。

２）Zoomでの画面共有

発表で使用するパワーポイントファイルを開いてください。
Zooｍの「画面の共有」ボタンを押下ください。

次ページのように、発表データ（PPTファイル）を選択してください。

画面共有
ご発表スライド

演者

STEP2 17



進行方法【演者】

STEP2 発表の開始

STEP2

発表データ（PPTファイル）を選択

発表データが音声入りの場合は、
「コンピューターの音声を共有」にチェックを入れてください

「共有」ボタンでデータが共有されます
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ご発表データに関する注意事項

動画および音声入りのスライド、PowerPointのアニメーション機能の使用は、
zoomの機能上、動作保証できませんのでご承知おきください。

特に動画の使用がある場合は、ネットワークに高負荷がかかり、
視聴環境に影響が出ますのでご使用はお控えください。
具体的には、映像がカクつく、映像がぼやける、音質が悪くなる、音声が途切れるなどです。



進行方法【演者】

STEP2 発表の開始

STEP2

MACで画面共有を選択した際に 注意記号が表示される場合の対処

パワーポイントを終了させ、「ミーティングから退出」を選択し、再度入室してください。
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進行方法【演者】

STEP3 発表の終了～次演者の発表

STEP3

１）ご講演終了後、画面上部（もしくは下部）にカーソルを合わせて、
Zoomのツールバーを表示させてください。

２）「共有の停止」をクリックしてください。
共有の停止後、座長・演者の顔が表示されます。

３）次演者の発表に移りますので、
「ビデオOFF」「マイクOFF」に設定をしてください。
※総合討論がありますので、ミーティングは退出しないようご注意ください。
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進行方法【演者】

STEP4 総合討論（質疑応答）

STEP4 21

1）座長から「総合討論へ移ります」とお声がけしますので、
「ビデオON」「マイクON」にして総合討論を開始してください。
(必要に応じて、質疑応答の時間として使用ください）

座長

演者 演者

演者

2）出席者からの質疑応答は、 ZoomウェビナーのQ＆A機能を使用いたします。
登壇者全員が質問内容を確認できますが、質疑の採用は座長にご一任くださ
い。座長の進行に従って口頭でお答えください。



進行方法【演者】

STEP5 セッション終了

STEP5 22 

1）総合討論終了後、座長は「マイクON」と「ビデオON」の状態で、
セッションを終了してください。
座長の合図によりセッションが終了したら、
全員が画面右下の「ミーティングを退出」を選択して退出してください。

座長

演者 演者

演者

※セッション終了後は速やかに退出してください。
そのまま発表者間でお話を始めてしまうと、その内容がすべて出席者に
共有されます。



注意点・留意事項
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①マイクON・OFF、ビデオON・OFFについて

座長・演者の先生方には、ご自身でマイクとビデオのON・OFFの切り替えを行っていただき

ますが、状況によって、運営スタッフ側で強制的に切り替えさせていただくことがあります

のでご了承ください。

③時間管理について

他プログラムの進行に支障のないよう、開始時間・終了時間を厳守してください。

④登壇者（座長、演者等）の通信不良の場合

数秒待っても通信障害が改善されない場合は、発表順を変更いただく等の対応を適宜行って

ください。

②画面共有の停止について

演者の先生方には、ご自身で画面共有の停止を行っていただきますが、状況によって、運営

スタッフ側で強制的に切り替えさせていただくことがありますのでご了承ください。

⑤参加用視聴者の質問について

ZoomウェビナーのQ＆A機能より、視聴者は自由に質問をしていただけます。

質問内容は登壇者全員へ送られますが、質疑の採用は座長にご一任ください。


