
オンライン学会参加 詳細マニュアル
（主にZoom関連）

-日本植物分類学会第22回大会-
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参加申込時の対面（現地開催） or オン

ライン参加はその時点での人数見込
みを把握するためですので、当日に、
対面参加、オンライン参加へ変更して
頂いても全く問題ありません。



共通-1. 本大会でのZoomの利用

⚫ ポスター発表（3/1）をLINC-BizとZoomの併用による完全オン

ライン、残りのプログラム（3/3–5）を対面開催メイン+Zoom同

時配信+LINC-Bizでの質疑応答のハイブリッド形式で行います。

⚫ 一部の例外を除き、基本的に4日間共通のZoomミーティング

ルームを使用します。

⚫ URLなどについては、大会開始前に参加者宛のメールでお知ら

せするほか、LINC Biz内でも案内を出します。

（例外１） 共通Zoomミーティング内のブレイクアウトルームを使用

⚫ ポスター発表のコアタイムでは、各講演番号に対応したブレイクアウト

ルームを作成して使用します。

（例外２） 別アドレスのZoomウェビナーを使用

⚫ 公開講演会（3/5）は総会とは別のURLで実施します。学会大会への参

加とは別に、事前申し込みが必要です（3/4の正午まで）。
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共通-2. 本大会でのLINC Bizの利用

⚫ LINC Bizでは、ポスター発表に加えて、大会情報の集約・配信、

口頭発表のオンライン質疑応答（注意：口頭発表へのオンライ

ンからの口頭での質問はできません。LINC Bizから質問をお

願いします）を行います（LINC Bizに関する資料も参照）。
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事前準備-1. 推奨PC環境

以下の機材・環境があると、スムーズな学会参加が可能です。

端末（インターネット接続が可能なPCやスマートフォン、タブレッ

トなど。必須）

ネットワーク（有線LAN、あるいは安定したWi-Fiの利用を推奨）

ヘッドセット・マイク付きイヤフォンなど（特に発表者は推奨）

カメラ機能（必須ではありませんが、発表時はカメラON推奨）

また、Zoomアプリのインストールをしておくと、スムーズな参加が

可能です。
Zoom公式HP右上の
1. リソース⇒ Zoomをダウン
ロードを選択

2. ミーティング用Zoomクライ

アントをダウンロード・イン
ストール

でアプリのインストールが可能
です。

4 ※事前準備については、別資料「オンライン参加方法の概要」もご参照ください。



事前準備-2. 無料Zoomアカウントの作成

Zoomアカウント無しでも大会への参加は可能です。

⚫ 無料のZoomアプリをインストールし、

⚫ あらかじめ作成したZoomアカウントにサインインしておくことで、

Zoom入室時の名前・Eメールアドレスの入力が省略できます。

ZOOM公式ページのサインアップから進むことで、アカウントが無料で作成できます。

5

※ Zoomでの表示名は、「名前（所属短縮表記）」としてください。

※事前準備については、別資料「オンライン参加方法の概要」もご参照ください。



事前準備-3. オンライン学会参加時の設定

⚫ 口頭発表や受賞講演参加時は、ミュート+カメラOFFの設定

でお願いします。質問は全て、LINC Bizをご利用ください。

⚫ ポスター発表のブレイクアウトルームや休憩室内では、適

宜、ミュート解除してご質問ください（カメラは任意）。

「スピーカー&マイクをテスト

する」についても事前に行い、
音量などを調整しておくこと
をお勧めします。
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名前（所属短縮表記）

名前（所属短縮表記）

名前（所属短縮表記）

名前（所属短縮表記）

※事前準備については、別資料「オンライン参加方法の概要」もご参照ください。



事前準備-4. オンライン学会参加時の設定

⚫ スピーカー＆マイクのテスト方法は、

https://onl.bz/bm6QRqc

⚫ ビデオのテスト方法は、

https://onl.bz/j4BxZRY

に詳細があります（どちらも短縮URLですが、リンク先はZoomの

公式ページです）。

事前にテストをしておいて頂けると、スムーズな学会参加が可能

になると思います。

7 ※事前準備については、別資料「オンライン参加方法の概要」もご参照ください。

https://onl.bz/bm6QRqc
https://onl.bz/j4BxZRY


口頭発表-1. 視聴者

⚫ 登録したフルネーム（所属短縮表記）で参加し、「ミュート かつ

カメラOFF」としてください。

⚫ 質問は、LINC Bizの該当する講演番号のチャンネルへ書き込

んでください。現地会場で対面とオンラインの両方からの質問

に同時に対応するのは困難なため、Zoomからのチャットや口

頭での質問には対応できません。

⚫ 画面が共有されていないなどのトラブルは、「管理者」への

Zoomチャットでお知らせください。
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LINC Bizの使用方法の詳細については、
「LINC Biz参加方法」の資料をご参照ください。

口頭・ポスター両方の全発表について、
LINC Biz内に発表チャンネルを作成
しています。

赤枠のところにメッセージを書き込む
ことでやり取りが可能です。



口頭発表-2. 発表者

⚫ 本大会の口頭発表は、対面（現地）での発表のみとします。オ

ンラインからの発表はできませんので、ご注意ください。

＜発表者が体調不良になった場合＞

⚫ 口頭発表者が体調を崩し、現地での発表が困難な場合、必ず

実行委員会にご相談下さい。

⚫ 体調により、作成が可能であれば録画動画をお送りください。

会場にて該当発表時間に配信いたします。ただし、質問対応

は、LINC Bizのチャット機能を用いてお願いします。

⚫ LINC Bizにスライドファイルをアップロードしてください（参加者

は閲覧のみで、スライドファイルをダウンロードすることはでき

ません）。トラブルにより会場で動画配信できない場合があり

ます。
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ポスター発表-1. コアタイム発表

⚫ 3/1（水）のコアタイムでの発表のみ、Zoomブレイクアウトルーム

を開きます（それ以外の時間は LINC Bizのみです）。

⚫ コアタイムは下記の通りです。

 13:00-13:45 PA01～PA11（発表賞応募者）

 14:00-14:45 PA12～PA22（発表賞応募者）

 15:00-15:45 PG01～PG15（一般）

 16:00-16:45 PG16～PG29（一般）

• 左のように、各時間のポスター発表番号に対応し
たブレイクアウトルームを作成します（PAとPGは

共通の部屋です）。オンライン休憩室もご利用頂
けます。

• コアタイムになりましたら自身の発表番号のブレ
イクアウトルームに参加し、待機するようにしてく
ださい。参加者が来れば、口頭発表と同じ要領で
画面を共有するなどし、コアタイムの発表をお願
いします（発表方法は自由です）。
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ポスター発表-2. ブレイクアウトルームへの入室

⚫ 各ポスターのブレイクアウトルームに直接アクセスすることはで

きません。最初に共通Zoomミーティングルームに参加すると、

基本Roomに入室します。その後、ブレイクアウトルームから行

きたいブレイクアウトルームを選んで参加を選択することで、各

部屋へアクセスすることができます。

1. 右下の「ブレイクアウトルーム」をクリック

2. 参加したい部屋を選び、
「参加ボタン」をクリック

11



ポスター発表-3. ブレイクアウトルーム間の移動
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⚫ ブレイクアウトルームに入室後でも、下のブレイクアウトルーム

をクリックすると、他の部屋の人数を確認できます。その上で、

参加をクリックすると、退室せずに直接移動が可能です。

別の部屋への「参加」
をクリックすることで、
直接移動が可能です。

ここから、「ブレイクア
ウトルームを退出」を
選ぶと、最初の基本
ルームに戻ります。



ポスター発表-4. LINC Bizの利用
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⚫ LINC Bizの使用方法の詳

細については、「LINC Biz

参加方法」の資料をご参

照ください。

⚫ LINC Bizは、大会期間中、

常にopenですので、コアタ

イム時間外での質疑応答

にお使いください。

⚫ 大会終了後も3月14日ま

で使用することができます。



受賞講演・受賞式・総会

⚫ 本大会では、対面開催をメインとしつつ、共通のZoomミーティ

ングでのオンライン配信も行います。

⚫ 受賞講演は、口頭発表と同じ形式でオンライン配信します。

⚫ 受賞式は、WEBカメラを用いた中継を試みますが、画質はあ

まり高くないほか、映像の乱れも予想されます。予めご了承く

ださい。

⚫ 総会は、口頭発表と同じ形式でオンライン配信します。承認が

必要な事項については、オンラインからもZoomの「挙手」 「手

を降ろす」機能を使ってご参加頂けます。
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総会で投票が必要な事項に
ついては、左の挙手ボタン
（同じ場所に手を降ろすボタ
ンも出ます）をご利用ください。



ポスター交流会

⚫ 3月1日（水） 17:00～は、共通Zoomミーティングルームにて、

ポスター交流会を開催します。システムによる制限で全ポス

ターへ同時にブレイクアウトルームを開くことはできないため、

ルームは1～50とします。空き部屋に参加後、LINC Bizなどで

ポスター発表予定をご周知ください（発表は必須ではありませ

ん） 。

⚫ 空き部屋は、ご歓談の場所としても自由にお使いください。

⚫ 対面の懇親会と同じとはいきませんが、オンラインでもぜひ参

加者同士で交流して頂けましたら幸いです。
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公開講演会

⚫ 3月5日（日） 14:00～17:00 の公開講演会

「今身近な自然に迫る危機」は、対面開催と同時に、

Zoomウェビナーでの同時配信も行います。

⚫ 大会で使用する共通Zoomミーティングとは別のURLになりま

すので、オンライン参加をご希望の方はご注意ください（対面で

の参加の場合は、申込不要です）。

⚫ 大会への参加申込とは別に、前日（3月4日）正午までに、大会

HPから参加申込をお願いします。前日に参加URLをお送りし

ます。
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視聴者としての参加の場合、通常
のZoomミーティングと比較して、
かなりシンプルな画面となります。
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