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• 本大会はZoomのウェビナー機能を利用します。ライブでのコメント・ご発表を希
望される場合は各自Zoomのアプリケーションの準備をお願いします。

• Zoomへの接続はモバイル回線・Wi-Fiでも可能ですが、回線の安定している有線
をお勧めします。モバイルWi-Fiの場合は1日あたりのパケット量（データ通信
量）に制限がございますので利用環境は必ず事前にご確認ください。

• 事前にZoomへ接続ができるかマニュアルの「Zoomへの接続テスト」項目を必ず
ご確認ください。

セッション中の質問について

• 原則音声での質疑応答は行いません。質問はQ&Aまたはチャット機能にて対応し
ます。質疑を取る際は時間内に終えるようにお願いします。

※参加者には「全ての質問には答えられない」旨お伝えしております。

GIJ2020は、オンライン参加型で開催します。下記要項および事前の準備を予めご確認
頂けますようにお願い申し上げます。

当日の確認・環境について

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

E-mail：gij@coac.co.jp ＜窓口：平日10:00-17:00＞

お問合せ先：GIJ2020運営事務局

ミーティング中、音声や映像などの不具合が生じた場合は、発表の順を変更する場合がございます。

※会期当日に、音声・映像など不具合が生じた場合は、下記までご連絡ください。

お問合せ先：090-8947-4404 または 080-4902-3660

期 間：11月6日（金）13:00 ～ 18：30

11月7日（土） 9:00 ～ 18：30

11月8日（日） 9:00 ～ 18：00

*上記の期間以は、この番号にはつながりません。

当日の操作サポートについて

■ミーティング
・1ミーティング90分となります。
・枠内でのミーティングスタイルは、企画者へ一任いたします。

■ポスター発表（フラッシュトーク）※ディスカッション時間は、座長の判断による。
・ 1演題につき、2分のご発表となります。
・ 質疑はQ&Aよりチャットのみ受付する。基本は、LINC Bizのチャットで回答。

講演時間



当日のアクセスについて 2

当日は、必ずメールに記載されたURLをクリックしZoomを開くようお願いします。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。パ

スワードは原則入力不要ですが、必要となった場合は、メールに記載されたパスコード

を入力ください。入室すると「出演者」と表示されますので、お名前を必ずフルネーム

に変更ください。

【企画者】（代表） 権限：共同ホスト

• セッション開始25分前にアクセスし、会場責任者より、共同ホストの権限をうけ
とり、セッションの準備を行ってください。

【発表者】 権限：パネリスト

• セッション開始20分前にアクセスし、セッションの準備を行ってください。

【司会】 権限：共同ホスト

• セッション開始25分前にアクセスし、会場責任者より、共同ホストの権限をうけ
とり、セッションの準備を行ってください。

【発表者】 権限：パネリスト

• セッション開始20分前にアクセスし、セッションの準備を行ってください。

・事前に使用テストをご希望の場合は、代表者より運営事務局に、
希望日時をメールにてご連絡ください。使用時間は30分以内となります。
E-mail：gij@coac.co.jp

・事前通信テストについて11月6日（金）13:00～14:00に実施します。
ご案内メール記載の事前テスト用URLよりアクセスしてください。

ミーティング

ポスター発表



Zoomマニュアル 3

Zoomインストール方法 9Pへ

Zoomの接続テスト 13Pへ

Zoom当日の参加方法 4Pへ

各自該当する項目を予め熟読の上、ご参加ください。

Zoomのパソコン環境について 21Pへ

Zoom パワーポイントの
画面共有方法

19Pへ



Zoom当日の参加方法 4
Zoomへの接続が可能な環境か、必ず事前にお試しください。



①メールにて送付のURLをクリックします。

※会場毎日付毎にURLが違いますのでご注意ください。

Zoom当日の参加方法 5

➁URLをクリックすると標準のブラウザが表示されま
す。「開く」ボタンをクリックします。

Zoomが立ち上がりウェビナーへ接続されます。

プログラムの開始前までは下記のようなメッセージが
表示されます。（利用環境（Windows・Mac・タブ
レットなど）によって記載方法は若干違います）

③環境により、左記のように名前の入力を求められる場
合があります。その際はお名前「フルネーム」を改め
て入力の上、「私はロボットではありません」を
チェックし、参加ボタンをクリックしてください。

正常にログインできた場合、下記「ビデオ付きで参
加」「コンピューターのオーディオに参加」のボタン
が表示されますので、必ずクリックして参加ください。

Zoomアプリが上手く立ち上がらない場合

ご自身のパソコンなどの利用環境により正常に
Zoomが立ち上がらない場合がございます。その際
は、「パソコンの再起動」を一度お試しください。
それでも上手くいかない場合は、参加用のリンクを
再度クリックし、左記ダイアログが表示された場合
は「キャンセル」を押してください。

その後、最下部に表示されている「ブラウザから起
動してください。」をクリックしてください。

ブラウザより参加することが出来ます。（基本的な
機能はアプリケーションと同等ですが、一部機能が
異なりますのでご注意ください）

※ブラウザからの参加の場合は一部の機能が利用で
きません。緊急待避用としてご利用ください。



Zoom当日の参加方法 6

④接続
ログインが成功すると、右記のように
画面に表示されます。ログインしたら、
他の発表中に誤って声が入らないよう
に、自分の発表の番が回ってくるまで
は、マイクをミュートにしておきま
しょう。
マイクオン・ビデオオン時のアイコン
マイク・ビデオミュート時のアイコン
なお、ミュートにしていても、接続テ
ストを行った際と同様にスピーカー・
マイクのテストを行うことができます。
必ず待機のタイミングで行っておいて
ください。



Zoom当日の参加方法 7

①名前の変更
• 当日は本番環境にログインとな
ります。

• 画面下のメニューバーより
• 参加者をクリックします。

• 出席者（自分）をマウス左ボタ
ンでクリックします。

• 詳細ボタンが表示されますので
マウス左ボタンでクリックして
ください。

• 「名前の変更」が表示されます。

発表者

②

①

③名前が正常に変更されたことを
確認します。③

②変更名の入力
「新規表示名を入力してくださ
い」の欄に「お名前フルネーム」
を入力してください。
「OK」をクリックします。
※お名前は何度でも同手順にて変
更出来ます。

入室後は表示名が「発表者」とな
ります。必ずご自身のお名前に変
更をお願いします。



Zoomインストール方法 8
まだ、Zoomを利用したことのない方は次のマニュアルを参照の上、アプリケーション
のインストールおよびアカウントの登録を行ってください。



① ダウンロード

Zoomのホームページ(https://zoom.us)の

ページ最下部ある「ダウンロード」をクリックして

ください。

②表示された画面の「ミーティング用Zoomクライアント」

から「ダウンロード」を行ってください。

・Web会議ツール「Zoom」を使用しての本大会となります。

・当日スムーズに参加いただくために、必ず事前にインストール作業をお済ませください。
* すでにZoomのインストールをされている方は、お名前が「漢字フルネーム」で表記されるよ

う、登録の変更を行ってください。

※サポートされるオペレーティングシステム
MacOS 10.7 以 降 を 搭 載 の Mac OS X  

Windows 7/9/8.1/10

SP1以降を搭載のWindows Vista  
SP3以降を搭載のWindows XP  
Ubuntu 12.04またはそれ以降
Mint 17.1またはそれ以降
Red Hat Enterprise Linux 6.4またはそれ以降
Oracle Linux 6.4またはそれ以降
CentOS 6.4またはそれ以降
Fedora 21またはそれ以降
OpenSUSE 13.2またはそれ以降
ArchLinux（64ビットのみ）

③ インストール開始

ダウンロードしたインストーラーを起動すると、

インストールが始まります。

*ブラウザによりインストーラーの格納先、起動手順が

多少異なります。

④ インストール完了

左記が表記されたら「サインイン」をクリックして

ください。

Zoomインストール方法 9



① サインイン

「無料でサインアップ」をクリックしてください。

②誕生日を入力し、「続ける」をクリックしてください。

③ 事前参加申込の際に入力いただいたメールアドレスで

サインアップ（アカウント登録）を行ってください。

④ 登録されたメールアドレス宛に確認メールが届きます。

受信ボックスに届かない場合は、迷惑メールのフォルダ

もご確認ください。

⑤ 登録されたメールアドレスに有効化確認のメールが

届くので「アクティブなアカウント」をクリックして

ください。

Zoomインストール方法 10



⑦ 名・姓 は「漢字」で登録し、パスワードを入力後、

「続ける」をクリックしてください。

*姓名の表記順が海外仕様（逆順）になっています。

ご注意ください。

*登録名・表記は後日変更が可能です。

⑧「手順をスキップする」をクリックしてください。

⑥ Are you signing up on behalf of a school?
「いいえ」を選択し、「続ける」をクリックして
ください。
※Zoomのウェブサイトは都度更新されており、
期間外は表示されない場合もございます。

⑨「マイアカウントへ」をクリックしてください。

以上で、登録完了となります。

Zoomインストール方法 11



Zoom接続テスト 12
Zoomへの接続が可能な環境か、必ず事前にお試しください。



Zoomの接続テスト 13

①接続テストを行う
Zoom 社提供のテスト接続サービスをクリック

http://zoom.us/test

ブラウザが立ち上がるので、「参加」をクリック

「Zoom Meeting を開く」をクリック
してください。

②Zoomのアプリにサインインをしてください。

Zoom にログインをしていない場合、左記のメッセー

ジが表示されます。サインインを必ず行ってください。

③サインイン
メールアドレス、パスワードを入力しサインインボタ

ンをクリックしてください。

※前の手順の「無料でサインアップ」を行っていない

方は、アカウント登録を先に行ってください。

※当日までに必ず行っておいてください。

環境のテストを行う

当日を迎える前に、必ず当日本大会に接続を行う場所でZoom での接続テストを行ってください。接続
する施設でのセキュリティや、回線の品質などで上手く接続出来ないことがあります。

http://zoom.us/test
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④接続
Zoomが自動的に立ち上がり、左記のようなビデオ
プレビューダイアログが表示されます。
ここで青枠内に、ご自身の映像が映っていない場
合は、カメラが正しく設定されていない（またはカ
メラが付いていない）可能性があります。

• カメラが付いていない方
→環境編確認ページ（P18）にてカメラの設定を
ご確認ください

• カメラが付いている方
→次の手順をお試しください。

⑤カメラの確認
Zoomアプリケーションを立ち上げ右上の※1歯車
マークをクリックします。

※2の「ビデオ」をクリックします。

正常にカメラが選択されている場合は、

青枠内にカメラの映像が表示されます。

表示されていない場合は※3 のタブを

クリックし、正しいカメラを選択してください。

※1

※2

※
3

16:9（ワイドスクリーン）
カメラの映像を横長にします。

オリジナルサイズ
カメラの標準サイズにします。

HD を有効にする
カメラの画質を高くします（通信帯域を消費します）。

マイビデオをミラーリングする
カメラの映像を反転します。

外見を補正する
スマートフォンなどカメラアプリの美肌効果のような
機能です。肌をぼかして、綺麗に見せます。
ビデオに参加者の名前を常に表示します

・カメラ映像の左下に常に名前を表示させます。
座長の役目の方はお名前がわかるようにオンに
することをお勧めします。

・標準でビデオをオフにして参加する設定です。
オンにする必要はありません。
ビデオミーティングに参加するときに常にビデ
オプレビューダイアログを表示します

・上記ダイアログを表示します。カメラが有効に
なっているか確認できるため、チェックを入れ
ておくことをお勧めします。

「ビデオ」項目の設定について



Zoomの接続テスト 15

⑥接続後の確認
Zoom のテストサイトに正常に接続ができると

左記「スピーカーのテスト」ダイアログが表示

されます。正常にスピーカーが選択されている

場合は、テスト着信音が「はい」を押すまで継

続して再生されます。

音が再生されない場合
※１のスピーカータブをクリックし、※２欄の

中より正しいスピーカーを選択します。(スピー

カー (Realtek® Audio)は標準のスピーカー出

力です) ヘッドセットなどを利用している場合

は、別の項目を選択ください。

それでも音が出ない場合
パソコンの※3※４ボリュームが ミュート

（オフ）になっていないか、またボリュームが

小さくないかご確認ください。

※画面右下スピーカーマークより変更できます。

※PC 標準のスピーカーを利用した場合、

その音をマイクが拾ってしまい、音のハウリン

グ（キーンというような音）が発生しやすくな

ります。ハウリング防止のため、イヤホンや

ヘッドフォンの使用を強くお勧めします。

⑦マイクのテスト
スピーカーのテストが終了すると、マイクのテス

トに移行します。マイクに向かって話しかけると

「入力レベル」のゲージが上がります。

マイクに向かって話しかけた後、自動的に話しか

けた内容がスピーカーで再生されます。正常に再

生された場合は、問題ありません。再生された音

が小さい場合は、マイクを口元に近 づけるように

してください。（ノートパソコン内蔵マイクはあ

まりクリアに聞こえない可能性があります）

※項目に該当機器が表示されない場合は、マイク

が正常に接続されていない、またはドライバがイ

ンストールされていない可能性があります。



Zoomの接続テスト 16

⑧マイクが有効にならない場合
次の手順をお試しください。

1．PCを再起動する。
2．「マイクのプライバシー設定」を確認する
Windows10の場合
• 画面右下のウィンドウズマークをクリックし、
歯車マークをクリックしWindowsの設定を開き
ます。

• 検索欄に「マイク」と入力します。
• 検索候補の内「マイクのプライバシー設定」を
選択します。

• マイクのプライバシー設定画面内の「アプリが
マイクにアクセスできるようにする」がオンに
なっているか確認します。
※オフの場合は「オン」に変更ください。
※PCの再起動毎にこの設定が戻る場合がありま
す。ご注意ください。

• マイクのプライバシー設定画面のページ下にあ
る「デスクトップアプリがマイクにアクセスで
きるようにする」も同様にオンにしてください。
※許可しているアプリケーション一覧にZoom
があることを確認します。

どうしてもマイクが有効にならない場合



Zoomの接続テスト 17

⑨以上で終了です。
Zoomウィンドウの右下にある退出ボタンを

クリックして、「ミーティングを退出」を選択

ください。



Zoomパワーポイントの画面共有方法 18
ライブで発表を行う場合は次の手順にて、スライドデータを共有ください。



Zoomパワーポイントの画面共有方法 19

①発表に入る前に
自分の発表に入る1つ前のタイミング
で、PowerPointなど、発表ツールを
立ち上げます。

以下はPowerPointの説明となります
が、Keynoteを利用している場合も同
様の手順にて表示（画面共有）が可能
です。

②プレゼンテーションモード（メ
ニュータブ「スライドショー」内の、
「最初から」ボタンをクリック）して
おきます。

全画面にスライドが表示されますが、
Altキー＋Tabキーを押すことで、画面
を入れ替えることができます。
※ここでパワーポイントの発表者ツー
ルを有効にしていた場合は、その画面
が共有されてしまう場合がございます。
「発表者ツールを使用する」のチェッ
クを外す事を強くお勧めします。
また、万が一発表者ツールとなった場
合は、パワーポイントの画面左上にあ
る「表示設定」をクリックし「スライ
ドショーの複製」を選択ください。

②

プレゼンテーションモードに変更せずに、Zoomの「画面を共有」ボタンを押すと、フル
スクリーンでスライドを表示することができません。

③PowerPointのプレゼンテーション
モードの設 定を行わずに「画面を共有」
を選択した場合は 左記の通りプレゼン
テーションモードは表示されません。
※上記手順が難しい場合は画面の共有
「画面1」を選択した上で、パワーポイ
ントを全画面表示に変更ください。ただ
しこの設定の場合、デスクトップに表示
される物はすべて配信に流れますのでご
注意ください。

※左記はスクリーンを3台接続している
例です。ノートパソコンをモニターに接
続している際は複数表示されますのでご
注意ください。
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・スライドの操作方法
スライドの操作方法は、通常
のPowerPointの操作と同様
に可能です。

④「画面を共有」した際の
Zoomメニューに「コメント
を付ける」昨日があります。
コメントを付ける機能の内、
スポットライト機能は、レー
ザーポインターの代わりに利
用する事も可能です。

※１「画面を共有」をクリックし共有した
い画面を選択します。

※２にて、PowerPointスライドショーを
選択すると、全画面表示のスライドが選ば
れます。PowerPointに音声が入っている
場合は※３の「コンピューターの音声を共
有」・動画が含まれている場合は「全画面
ビデオクリップ用に最適化」にチェックを
入れ、※４共有を選択します。

※２

※４
※３

⑤プレゼンテーション終了後
プレゼンテーション終了後共有の停止ボタ
ンをクリックし、共有を終了してください。

⑥セッション終了後
セッションが終了し、Zoomを退室される場合
は、「ミーティングを退出」を選択してくださ
い。

引き続き、同じブース内の次のセッションを聴
講される場合は、カメラ機能をオフにしてお聞
きください。



Zoomのパソコン環境について 21
Zoomを初めて利用する方は、ご自身のパソコン環境をご確認ください。また、イン
ターネット環境（ネットワーク関係）についても、事前に確認することをお勧めします。



Zoomのパソコン環境について 22

Zoomを利用するにあたり、下記の環境をご確認ください。
環境編 : パソコン環境の確認Windows環境について

項目 条件 対応

カメラ

有り

Windows10 以降は画面左下のメニュー（ウィンドウズ記号）にて
「カメラ」のアプリケーションを立ち上げることで、利用可能な
カメラの確認が出来ます。

※機種によっては、明るさなどをカメラ機能にて調整出来ます。

予めご確認ください。

※パソコンの機種によりカメラホールがあるものの、カメラが付いていない
ものもございます。またセキュリティにてカメラ機能をオフにしている場合
もございます。ご注意ください。

無し

・外付けのWEBカメラを購入ください。

・Zoomなどのオンラインミーティングツールで1080ｐHD※1での画像の

送信設定をしない限り利用できないためHD画質程度のWEBカメラを

購入いただければ問題ありません。

パソコン

・購入より 3年程度のパソコンであれば問題無く利用可能です。OSも
MAC・ Windows・スマートフォン等、環境を選ばず、またデスクトップ
でもノート パソコンでも、どちらでも Zoomの利用は可能です。

・なお、古いパソコン環境でも利用する事は可能ですが、プレゼンテーショ
ンファイルの共有等を行った場合、負荷によりマウス操作が困難になる場
合があります。

Zoom利用環境仕様

マイク・スピーカー
について

・ノートパソコン等に標準で付いているマイク・スピーカーにて問題あり

ませんが、ノートパソコンのスピーカーは、音量・音質が悪い場合があ

ります。また、スピーカーから音声を出している場合は、そのスピー

カー音をマイクが拾い、ハウリングとなる場合があります。

・その際はマイク付きのイヤホンを利用するか、ヘッドセットを利用する

ことをお勧めします。ヘッドセットは USB タイプであればノイズが入

りづらいのでお勧めいたします。

・声の低い方・声の小さい方は、特にヘッドセットをお勧めします。

マイクからの距離が近くなればなるほど、聞き取りやすさが向上します。

※ヘッドセット例

最小 推奨

プロセ
ッサー

シングルコア

1Ghz以上

デュアルコア 2Ghz以上（i3/i5/i7  
または AMDと同等）

RAM 該当なし 4Gb



インターネット環境

・有線接続を推奨します。モバイルルーターやWi-Fi接続は通信速度が安定

しないためお勧めしません。どうしても Wi-Fi のみとなる場合は、Wi-Fi

ルーターの付近にて利用ください。（※モバイルルーターの場合はパソコン

に直接接続し、Wi-Fi接続をしないようにしてください）

・回線は光回線を推奨しますが、ADSLやケーブルネットワーク等にても問

題ありません。

・事前に、Zoomへの接続テスト、またインターネット回線の速度計測を行

い、十分な回線帯域があることを事前に必ず確認ください。

Zoomの回線利用帯域は以下の通りです。

⚫ 1080p HDビデオの受信には 2.5Mbps

（アップ/ダウン）が必要

⚫ 1080p HDビデオの送信には 3.0Mbps

（アップ/ダウン）が必要

◼ 速度計測サイト

https://www.speedtest.net/

サイトにアクセスし Goをクリックすると、自動的に計測が始まります。

常時 40Mbps以上出ていれば、ほぼ、問題ありません。Zoomの利用帯域
は 上記に記載していますが、回線は時間帯により大きく速度が変わる場合が
あ るため、なるべく発表予定の時間帯に計測ください。

計測結果例

※1.フル HD（フル・ハイデフィニション）画質：1080p ともよばれる。1980×1080ピクセルの

解像度をもったモニターや TV。現在の家庭用テレビの一般的な解像度となります。

HD画質は720p（1280×720 ピクセル）。VHSは 640×480ピクセルです。

※2.ヘッドセットなどを利用の場合は必ず、配信用ツールのマイク設定・スピーカー設定を変更ください。
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