
2020 年度日本地球化学会第 67 回オンライン年会に関するアンケート集計結果 

 

年会実施日：2020 年 11 月 12 日（木）〜11 月 26 日（木）発表資料に対する議論 

               11 月 19 日（木）〜11 月 21 日（土）Zoom 会場における各セッション企画 

アンケート実施日：2020 年 11 月 30 日（月）〜12 月 25 日（金） 

収集方法：Google Form を利用 

実施者：2020 年度日本地球化学会第 67 回オンライン年会実行委員会 

 

 2020 年度日本地球化学会第 67 回年会には、オンライン開催にもかかわらず 367 名という多数のご参加をいた

だきました。無事に年会を終えることができましたのは、ひとえに皆さまのご理解・ご協力のおかげと、実行委員

一同、感謝しております。年会終了後、今回の年会に関するアンケートを実施しました。たくさんの質問にもかか

わらず、真摯にご回答いただき、貴重なコメントもたくさんいただきました。これほどまでにたくさんの有意義なコ

メントが寄せられる学会はそう多くないと思います。是非とも今後に活かしていきたいと思います。ありがとうござ

いました。以下に、アンケート結果を報告いたします。 

 

=======回答者について======= 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

学部生からシニア研究者に至る幅広い年齢層の会員から、そして、共催学会会員の方からもご回答をいただい

た。40-50 代の回答者が最も多く、20-30 代の回答者が次に多かった。 



=======年会参加の有無=======  

 
参加者 93 名、参加しなかった会員の方からも 8 名、計 101 名の方からご回答をいただいた。 

 

———————————— 

 

 

 

 

 

 

 

 

「毎年参加しているから」という理由が最も多かった。この結果は日本地球化学会の会員にとって、本年会が重

要な存在であることを改めて示すものである。新型コロナ感染拡大により、開催形態はオンラインになったものの、

年会を中止せず、実施した意義はあったと言える。また、オンライン、参加費の安さ、という手軽さを生かし、共催

学会の会員、非会員の方々にもたくさん参加いただいた。今回、年代測定、微生物生態、考古科学、をテーマ

にした特別セッションを設けたが、地球化学分野以外の方々にもご参加いただき、幅広い内容の議論ができた

と思われる。 

 

 

 

 

 

 

毎年参加している 
魅力的なセッション内容だった 
指導教員に参加を勧められた 

オンラインで手軽だ 
関連学会が延期・中止になり、発表の機会が欲しかった 

参加費が安かった（あるいは無料）だった 
 

その他： 
招待されたので 
コンビーナに参加を勧められたから 
考古科学の共催だったため 
今までこういった場で発表する機会がなく、いい経験になると思ったから 
手軽、というか、昨年までも参加したかったのですが事情で参加できなかったため、今年はぜひ、と参加しました。 
今年の指導学生に発表の場に選んだ 
コンビーナなので 
年代測定のセッションがあったから 
理事として、今後のやり方を議論する上で、ちゃんと見ておくべきだと思った 
知人に参加を勧められたから 
 



———————————— 

 

・	 バタバタしているうちに締め切りを過ぎていた。 
・	 発表する研究がない上に他の研究者の発表を聞いても内容を理解できないから。 
・	 年会に参加する目的として、自分自身や他の参加者の発表以外の場での討論等があるが、オンラインでの年会ではそ

の目的が達成できるとは思えなかった。 
・	 他の都合との兼ね合い。 
・	 育休中で、発表はせずに聴講だけでもと思いましたが、しっかり聴ける時間が取れそうになかったために、参加を見送りま

した。 
・	 発表形式が複雑に感じたため。 
 

参加しなかった理由はさまざまのようであるが、「発表する研究成果がなかった」という回答が一番多かった。オ

ンラインになったことで参加を見送った人もいるかと思われるが、今回のアンケートでは回答数が少なかったた

め伺うことができなかった。 

 

 

=======6 月に実施したアンケートを踏まえて======= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十分に情報収集・研究交流ができた 

・	 討論の期間が 2 週間と長く、非常に活発に質疑応答することができたからです。 

・	 時間が豊富だった。通常のポスターセッションというのはあまり魅力的でなかったが、あれは人が多くて時

間が足りなかったからなのだなと気付かされました。 

・	 コメント欄への記入がしやすかったため。 

6 月に実施したアンケートでは，年会に対し，発表の場でない会場での情報収集・研究交流を重視すると
いう回答が多く見られました。実際に参加してみて，発表の場でない会場での情報収集・研究交流はど
のくらいできましたか？ 



・	 オンラインでの学会は情報収集に非常に効率的だと感じた。 

・	 コメントという残る形でご指摘やご意見を頂けたので、後で見返してしっかり時間をかけて考える事が可能

であったから。 

・	 web 発表資料と ZOOM の併用やラボツアーなど色々な工夫があり、情報収集・研究交流に関してオンライ

ン学会としては非常に充実していたと思います。LOC の皆様、誠にありがとうございました。一方で、従来

の対面式と比較してという意味では「あまりできなかった」という回答になるかと思います。やはり、交流と

いう点においては対面式に分があると感じます。 
・	 今年は育児の関係で遠方への出張が困難であったため、オンライン開催は助かった。他学会とも日程が

近かったが、オンラインだったので両方参加できた。 
・	 発表資料が１ヶ月ほど公開されており、自分の好きな時間に見に行くことが可能であったため。 
・	 非常によく準備がなされ、オンラインによるストレスをほとんど感じなかった。 
それなりの情報収集・研究交流はできた 

・	 他の業務が並行してあったため、口頭は初日しか参加出来なかったから。 

・	 発表資料に対するコメントを自由に書きこむことができたため。 

・	 アップロード資料をゆっくり見る時間があったので、情報収集はできたと思う。 

・	 休憩時間や講演後の開いた時間に他の研究者と交流を持つことができた。 

・	 通常の授業・会議が本務先であるため。 

・	 web コメントによる質疑応答、各セッションの ZOOM による質疑応答、意見交換は、思いのほか有意義で

した。 

・	 発表資料を事前に閲覧可能であったため、同時刻に開催される他のセッションの情報を知ることができた

から。 

・	 プログラムが工夫されていたから。 

・	 zoom セッションでは、通常の年会と同程度の聴講ができた。また、発表セッションでは普段交わらないよう

な広い分野の研究者から質問があり、活発な議論が出来たと思う。 

・	 質疑応答欄があり、時間を気にせずにコメントできたため。 

・	 リアルタイム口頭発表とコメント欄を使うことでそれなりに情報収集等ができたため。 

・	 思いも掛けない研究が自分の興味に結びつくことに気が付く。 

・	 微生態から参加したが、ほかにも生物に関係するセッションがあり、興味深かった。 

・	 発表は充実していました。 

・	 発表の時間が重なっていて聞けなかったことが少し残念だった。 

・	 アップロード資料で概要がわかったり、後から見直せたので、去年よりも広く情報収集、質問回答による交

流が出来たと感じました 

・	 コンビーナとして例年以上に連絡を取り合う機会が多く、それが交流に繋がった。 

・	 対面ほど十分とはいかないまでも、私にとって新しい情報が得られた。 

・	 初日昼休みの交流会がよかったです。 

・	 セッション独自の Zoom ランチ交流会を開催して、参加した人たちとはまあまあ交流できましたが、やはり

オンラインで交流を進めるのがなかなか難しいなとも感じました。 

・	 質疑応答期間での交流で情報収集できたから。 

・	 発表ごとに開設されていたコメント欄が有効だった。 



・	 web ページ上に発表スライドが載っており、分からないことがあってもそちらをじっくり見ることで補完できた

ため。 

・	 Zoom 発表では自分の発表セッションと時間帯が被っていて視聴できなかった発表が、アップロード発表で

閲覧・交流できたから。 

・	 ZOOM 発表の場ではディスカッションの時間が限られており、発表後の交流が難しかったです。しかし、文

章でのディスカッションは時間にとらわれず非常に良かったです。 

・	 後からでもスライドを見返すことができる。一方で内容が理解しにくい。 

・	 Web 上での質疑応答期間が長かったため、熟考した意見交換ができた。 

・	 コメント上での意見交換が、活発にできたから。 

あまり情報収集・研究交流ができなかった 

・	 なかなか参加する機会がなかったのでオンラインであったから参加したため当方が積極的でなかった。 

・	 オンラインでは研究交流は限界がある。 

・	 時間の都合上夜間集会等に参加できなかった為。 

・	 特に明確な目的や意図もないまましゃべることでできていた情報交換が、オンラインではできない。対面で

会ってしゃべることの重要性を、改めて感じた。 

・	 実際に会って話す方が情報量が多いです。 

・	 セッションにおける時間の余裕がほとんどなかった。 

・	 やはりなんらかのリマインドがないと聞きたかったものとか忘れがちになります。 

・	 情報収集はアップロード資料と Zoom 会場が中心だった。 

・	 オンラインだとちょっとした雑談が皆無。 

・	 現地での昼食・夕食・休憩時間の交流を上回る交流機会はなかった。 

・	 学部生ということもあり、知識や人脈に乏しく、会話に参加することや発言することが難しかったから。 

・	 ランチタイムなどの話をするタイミングが乏しかった。 

・	 対面にはかなわないです。 

全く情報収集・研究交流ができなかった 

・	 会場に実際に行けば、そういうことの必要性も感じたが、職場に居ながらにして、オンラインで参加したとき

には，あまりそういうことをする必要性を感じなかったから。 

・	 通常勤務を行いながらのオンライン学会参加では、どうしても日常業務にも時間を取られ十分に学会に集

中できない。 

わからない 

・	 オンライン発表は参加予定でしたが（聴講者として）タイミング的に参加できませんでした。 

・	 参加していないので分からない。 

 

「十分に情報収集・研究交流ができた、それなりにできた」という回答が 7 割であり、オンライン年会はうまく機能

したと思われる。特に、2 週間という長期間の web コメントにおける質疑応答は、コメントという残る形で指摘や意

見を頂けたおかげで、後で見返してしっかり時間をかけて考えることができた、時間が豊富で、非常に活発に熟

考した質疑応答が可能であり、有意義であったというご意見が多かった。一方、zoom 発表の場ではディスカッシ

ョンの時間が限られており、従来の対面式と比較すると、交流が十分ではなかった、というご意見もあり、今後の

検討事項としたい。 



———————————— 

 

 

 

 

 

 

 

 

全く問題はなく、十分に議論ができた 

・	 じっくりと発表資料を拝見でき、気になる発表者にはコメント欄で質問ができ、とても有意義だった。 

・	 動画に対する質問フォームが設置されていたお陰で、研究に対する議論は十分に行えたため 

・	 事前の質問ができるコメントのシステムと zoom セッションの併用で通常以上の議論が可能となっていて、

とても良かった。 

・	 対面式のプレゼンテーションよりも、web コメントのほうが数多くのコメントを頂くことができました。 

・	 貴重なコメントや質問を頂くことができた為。 

・	 むしろ良かったと思います。 

・	 チャット式の質疑応答により、質問に対して考える時間が十分に取れ、より深く議論することができた。 

・	 確かにオンラインでは得られない雑談が対面にはありますが、十分なように思います。 

・	 オンラインの方がむしろ質問がしやすいという人も多いと思う。 

・	 今回が初参加故に対面式の勝手がわからないのでオンラインのみを経験した立場での所感となりますが、

有益な意見を頂け、今後の研究の進め方の方針に大きく活かせると感じたから。 

・	 会場では質問しづらくても、アップロード資料に対する質問は落ち着いてできるから 

・	 ZOOM→口頭発表、ポスター→web 発表資料でほぼ完全に代替できているように感じました。従来ですと、

口頭発表に対しては議論の時間が限られていて質問しづらかったですが、オンライン年会では全発表に

web 発表資料がついているので、議論できる機会はむしろ増えたように感じました。また、普段だと日程的

に参加できないセッションの発表が見えたのも楽しかったです。 

・	 思っていたよりもちゃんと議論ができていた。 

・	 コメント機能での質疑応答は、EGU などのオープンアクセス雑誌の査読に似ていて、とても良い方式であ

ったと思う。通常よりも参考文献などの情報が拾いやすく大いに役立った。 

・	 サイトでのテキストチャットは、従来の口頭／ポスターのいずれと比較しても具体的で詳細な議論となり、ま

た口頭試問時の双方誤解に基づく不毛な議論が回避されたことが良かった。 

・	 口頭発表期間と質疑応答期間で分けて設定されていたから 

・	 年会サイトの仕様が非常に良かったため。 

・	 資料に対してコメントがつけられ、それに回答がつくシステムは思ったよりもよかった。 

少し問題はあったが，それなりに議論はできた 

・	 いくつかの発表でもありましたが少し未発表成果の取り扱いはどうしたらよいか難しいと思いました。オフレ

6 月に実施したアンケートでは，オンライン年会だと議論がしにくい，対面式でしか得られないものが失わ
れる，という問題点が指摘されていましたが, 実際に参加してみていかがでしたか？ 
 



コなら気軽に雑談できても一般公開の場だと少し答えにくい質問もあったかもしれません。一方で分野外

の発表内容も閲覧できたので（現地ならセッションがかぶって聞けなかった）、またオンラインなら気軽に書

き込むことができたので良かった点もあります。難しいですね。 

・	 いただいた質問に対して、回答を十分に推敲する時間があり、深い議論ができたため。 

・	 事前の発表資料のおかげで、発表者の研究内容を詳細に知ることができた。一方で発表の場以外での交

流は限られていた。 

・	 やはり議論しづらい面もあったが、チャット機能では多くの質疑応答が参考になった 

・	 リアルタイムでの議論の機会は少なかったが、コメント欄を使って確実に質問をすることができたため。 

・	 発表に対して投稿や zoom で質問できたので、対面式とあまり変わらなかった。 

・	 質疑応答が十分できたのは良かった。 

・	 質問を多く頂き、さらに詳しくお話しを伺いたかったという点と、発表では提示しきれなかったデータを実際

に提示してご説明したかったからです。 

・	 かなり意識的にコミュニケーションしないと議論の時間を作るのが難しい。 

・	 研究に関しては議論できる。 

・	 発表時の会場の反応がよくわからず、発表後の雑談の重要性が再認識できた。 

・	 休憩時間などでの会話ができなかった。チャットでは特定の参加者を指定したメッセージを送ることができ

なかった。 

・	 口頭発表よりも交代に時間がかかり、議論の時間が短くなったように思う。 

・	 やはりセッション終了後の雑談タイムが（ほぼ）ないので、雑談程度の議論が出来ないのは残念。 

・	 思っていたよりは、議論できました。 

・	 リアルタイム口頭発表で、少し音声が聞き取りにくいこともあったが、一応の意思疎通はできており、大きな

問題ではなかったと思ったので。 

・	 発言するタイミング、場の雰囲気がとらえにくい。 

・	 会議そのものの機能は損なわれていないと感じた。 

・	 Zoom で聞いた後にアップロード資料を使う議論がやりやすかった。 

・	 会場でなんとなく会って話をするということは、できません。 

・	 直接インタラクティブなやり取りができないところ。 

・	 対面式のメリットは失われたが、オンラインでの質疑応答はじっくりと行えた点が良かった。 

・	 私が興味を持つ話には議論ができた。一方で、私やその周辺分野の研究に興味をもってもらえたという感

触は少ない。 

・	 身振り手振りのジェスチャーを使うことは難しかったが、講演資料が先に掲示されていたので考えて質問を

絞ることはできたため。 

・	 研究発表の議論という点では、Zoom での発表に対する質疑応答は、従来の口頭発表会場での質疑応答

とあまり変わらずできていた印象です。さらに、発表資料のオンライン掲載とテキストでの議論は、発表資

料をじっくりと眺められ、質問側も回答側もそれなりに文章を考えるので、口頭発表会場での反射神経的な

質疑応答よりも、突っ込んだ質疑応答ができていたので、地球化学会ぐらいの規模だと、とても良い仕組

みだと感じました。年会を現地開催する際にも、発表資料のオンライン掲載とテキストでの議論は、継続し

た方がいいかなと思いました。一方で、従来のポスター会場などで見られるような、質問者と回答者の間を

即時に何往復もやりとりすることで、内容への理解を深めたり、より突っ込んだ議論をするのは、今回の仕



組みでは難しかったと思います。 

・	 コメント欄は回答が文字として残るため、秘匿を要する情報は開示できない。 

・	 資料に対してコメントがつけられ、それに回答がつくシステムは思ったよりもよかった。 

・	 web 上での意見交換はとても良いアイデアではあったが、質問に対する回答が得られないなど、不満足な

部分もあった。 

・	 オンラインに必然的についてくる対話の難しさはどうしようもないが、それでも年会は盛り上がっていた。 

・	 オフレコ情報を伝えられない 

・	 興味をもっている相手であれば対面でもオンラインでも有意義な議論はできるので問題はない。ただ、あえ

て発言はしなくても聞いている他の聴衆の人とは、距離感がつかみにくかった。そもそもどれくらいそこにい

るのかもよくわからないし、どれくらい真面目に聞いているのかもわからないので、ともすると存在を忘れて

しまう。 

・	 アップロード発表のコメント機能のおかげでいつでも質問ができたから。 

問題があり，あまり議論できなかった 

・	 発表が終わったあとに発表者と個人的に話すことができないのは、やはり問題だと感じた。チャットでカバ

ーできた部分も大きかったが、やはり対面にはかなわないと感じた。 

・	 自分の発表時は皆さんの反応（顔）が見えず、質問も座長さんだけで寂しかったです。発表後に会場で個

人的に質問するような場があれば、と思いました。 

・	 タイミングや間合いを取ることが難しく、質問しにくかったため。 

かなり問題があり，ほとんど議論できなかった 

・	 自分の発表へのコメントは何もなかった。 

わからない 

・	 前述の通り、様子見であったため積極的に参加する気持ちがなかったためと思います。 

・	 JpGU などよりもかなり良くなってきていると思いました。やはり一方通行感は否めないかと思います。 

・	 実際に対面で学会に参加したことがないので、わからない。 

 

「全く問題はなく、十分に議論ができた」が 3 割、「少し問題はあったが，それなりに議論はできた」が 6 割弱と、

対面式とほぼ同等の議論ができたという結果であった。これは、事前の質問ができるコメントのシステムと zoom

セッションの併用のおかげと考えられる。「口頭発表会場での反射神経的な質疑応答よりも、突っ込んだ質疑応

答ができていたので、地球化学会ぐらいの規模だと、とても良い仕組みだと感じました」というご意見など、今後、

年会を現地開催する際にも、発表資料のオンライン掲載とテキストでの議論は、継続した方がいいという意見も

複数みられた。今後の年会において、発表資料を事前にアップロードしてコメントする機能をうまく活用していく

方法を探るのがよいと思われる。 

 

  



———————————— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十分に双方向の議論ができた 

・	 じっくりと発表資料を拝見でき、気になる発表者にはコメント欄で質問ができ、とても有意義だった。 

・	 対面式のプレゼンテーションよりも、web コメントのほうが数多くのコメントを頂くことができました。 

・	 リアルタイム口頭セッションの質疑応答とコメント欄を使うことで、双方向の議論ができていたように思う。 

・	 ZOOM＋web 発表資料でかなり議論できたと思います。 

・	 個人としては十分に双方向で議論できたが、初めて参加した方は難しかったかもしれない。 

・	 テキストチャットでは双方向性は十分に担保されていた。事前の想定で双方向性と即時応答性を混同して

いた考え方にこそ問題があったと反省した。 

・	 対面で議論する機会と時間は減少した一方で、テキスト議論形式があったことで、自分個人としては、これ

までの年会よりも今回はトータルではより数多くの質問・議論ができたと思います。Zoom で聞けなかった

発表にも、質問できました。 

・	 多くの場合、質問に対して回答がなされていた。 

・	 コメント機能が充実しており、双方向で議論することができたと感じたから。 

思ったより双方向の議論ができた 

・	 私は今回発表していませんが、発表者の方々の回答が非常に丁寧でレベルが高く、またやりとりも非常に

充実していて素晴らしいと思います。満足しています。 

・	 上記同様、チャットの機能が便利であった。 

・	 コメントがついた際メールで報せてくれたので、即座に反応できたため 

・	 コメントに対する回答が読めたため。 

・	 通常の学会と質問数や議論はあまり変わらなかったため。 

・	 zoom は十分な時間がなかったが、テキストチャットは十分に意見交換ができた。 

・	 発表のみでは、討論しきれないほどの質問とご意見を頂くことができたからです。 

・	 オンライン上の質疑応答に十分時間を取ることができた。 

・	 科学的議論というのは本来瞬発力を競うものではないなと気付かされました。 

・	 チャット形式による議論が有益でした。続けてもいいように思いました。 

・	 質問があった場合にメールで連絡が来るため、返信がしやすかったため。 

・	 セッションでの質疑応答に限れば、対面での発表とそれほど変わりなくできたと感じた。ただ、ちょっとした

質問をしにくいとも感じた。 

6 月に実施したアンケートでは，年会では双方向の議論を重視する，という回答が多く見られましたが，実際に参加
してみて，双方向の議論はどのくらいできましたか？ 
 



・	 いくつかの発表に質問をし、回答を得られたため。 

・	 アップロード資料による議論は時間に余裕があってよかった。 

・	 対面で議論できなかったケースもありましたが、ウェブ会議方式での講演会は楽しかったです。 

・	 発表資料へアクセスしやすかったからだと思います。 

・	 文章を通じてじっくりと議論できた点は良い。 

・	 発表資料への質疑は（ほかの参加者のやりとりを読めるのは有益でしたが）自分が質問する場合は全員

に公開なので、かなりよく文章を推敲してから書かないと恥ずかしく、気軽に情報交換、とはいきませんでし

た。 

・	 事前にスライドを公開していたのがよかった 

・	 zoom 発表の質疑の際、座長の方が発表資料の方についている質問にも（全ての発表で）言及しており、

質疑が充実した。 

・	 アップロード発表のコメント機能で議論できたから。 

・	 web 上での討論がよく機能していたと思われる。 

・	 コメント欄での意見交換がうまくいっていた。 

・	 コメント・リプライはそれなりに機能していたと思います。 

あまり双方向の議論ができなかった 

・	 研究テーマ以外の情報のやりとりがない。 

・	 一人ずつしか質問できない。 

・	 場の雰囲気をとらえにくく、深い議論には至らなかった。 

・	 事情により昼食セッションに参加できなかったため。 

・	 自分の知識や経験が足りていなかったのが大きいと思いますが、主に頂いたご意見や質問に返事をする

範囲にとどまってしまい、双方向の議論までに発展したとは言いにくいと感じたから。 

・	 私が興味を持つ話には議論ができた。一方で、私やその周辺分野の研究に興味をもってもらえたという感

触は少ない（片方向という感じがします）。 

・	 強い興味をもってくれる人がいるか、積極的に発言をする人がいるかに大きく左右されるので、これはオン

ラインか対面かは関係ないと思います。 

全く双方向の議論ができなかった 

・	 重視はするけど、するかしないかとは別問題なので。結局、会場にいるときと同じく、質問するのは勇気が

要ることだ。しかも、他の人の空気も読めない。誰か質問しそうなのか、しそうじゃないのか、誰もしなくて，

時間がたくさん余ってるなら、しようかな、ぐらいのレベルなので。もちろん、そういうことを抜きにして、質問

したい気持ちがあふれたらすると思いますけど。結局、会場でも、オンラインでも、よくしゃべる人はよくしゃ

べるし、同じことなんだと思いますね。 

わからない 

・	 当方の姿勢が良くなかったため。 

 

「十分に双方向の議論ができた」が 2 割、「思ったより双方向の議論ができた」が 6 割弱であり、zoom 発表より

も、発表資料へのコメント機能で双方向の議論ができたとする回答が多く見られた。対面式のプレゼンテーショ

ンよりも、今回のほうが数多くのコメントを頂くことができたという意見もあり、双方向の議論はおおよそできたと判

断できる。 



———————————— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常にメリットだと思う 

・	 仕事で忙しかったので、すべての発表やイベントには参加できなかったが、オンラインの場合は仕事の合

間に時間を作って参加できるので、移動を伴わなくても学会参加できるのでよいと思いました。 
・	 現在、育児休業中で、本来であれば参加しなかったため。 
・	 一部のみ参加可能であることがメリットだと思います。 
・	 時間や場所を選ばずに発表が聞けるのは、今回感じたデメリットを上回るメリットだった。 
・	 移動の時間が要らないのは、大きい。 
・	 参加した知人の中に、他用務の合間の限られた時間で参加することができた人がいるため。また、自分自

身も、他用務のため出張が難しい時期だったが、職場から無理なく参加できたため。 
・	 専門分野外の会議であり、オンラインでなかったら参加しなかったと思う。 
・	 都合の良い時間に発表を視聴できる今回の形式は参加しやすいと感じた。 
・	 年会直前まで大学のオンライン講義を受けてからそのまま年会に参加ということが可能であったから 
・	 大学内の業務をしながら学会参加できたから。 
・	 上記した通り、育児中の参加にはとても良い。 
・	 開催地に赴かなくても発表を聞くことができ、移動時間や交通費の削減にもつながっていると感じたから。 
・	 セッションコンビーナとしては、海外や遠方の他学会の人も気軽に招待講演を呼べるのが、 大のメリット

でした。来年以降に現地開催する際にも、少なくとも招待講演は Zoom で遠隔発表可にしていただけると、

呼べる人の幅が広がって良いなと思いました。 
・	 出張旅費が不足していても授業があっても参加出来る。 
・	 育児しながら参加可能なので 
・	 宿泊施設や交通機関の確保が不要であった。会場の移動が簡単であった。 
・	 オンラインのお陰で参加しやすい人も多かったと思う。 
・	 発表時間以外は場所の拘束が無い 
・	 実際に海外から参加の方もおられ、とても便利に感じたから。 
メリットだと思う 

・	 授業の合間に学会参加ができるなど、一定のメリットはあるように思う。 

・	 全日程参加できない場合、オンラインは利点がある 

・	 好きなタイミングで発表を閲覧することができたため。 

6 月に実施したアンケートでは，オンライン年会のメリットとして，海外や遠方からも参加可能，他用務が重なっても参加
可能，という点が挙げられていましたが，実際に参加してみていかがでしたか？ 
 



・	 時間を作って参加するべきなのですが、一時期仕事の関係で参加できない期間が長く続いたため参加し

なかったのですがオンラインではわずかでも参加できるメリットがあり、私には良かった。 

・	 移動時間がないのは良い 

・	 時間に縛られず、じっくり討論可能だったからです。 

・	 オンラインの方が参加しやすいというメリットは確実にありました。ただ、会期中ずっとオンラインで聞いてい

るわけではなく、必要な部分だけを聞きにいくということになり、それは実開催の学会とは異なる点かと思

います。 

・	 参加するのは楽です。 

・	 出張費が不必要なことはメリットとして考えられますが、個人的には出張を伴う学会参加のほうがモチベー

ションは上がっていた気がします。 

・	 海外の方を招くことができたのはよかったように思う。 

・	 物理的移動をしなくてもいいのは大きなメリット。ただし、日々の業務の合間に参加しても、あまり学会に集

中できないという側面もある。 

・	 メリットは確かにあったが、出張中ではないため、通常用務の方を優先せざるを得ず、聞くことが出来なか

った発表があったことは残念である。 

・	 移動時間が必要なく、限られた時間のみの参加も可能であるため 

・	 ついつい複数の会議なども入れてしまい、十分に学会に集中できなかった 

・	 実際に海外からウェブで発表している方がいて、とても良かったです。 

・	 ネット環境に依存するため。 

・	 良いのか悪いのかはわからないが、発表が終わったあと夕方に実験ができるというのはメリットかもしれな

い。 

・	 特にショートコースの小野先生のお話を聞けたのはよかったです 

・	 小さい子供がおり、出張のハードルが高いため、オンライン参加はありがたかったです。 

・	 子育て中なので、自宅で参加できることは大変な魅力です。託児室設置を検討してもらったり現地で保育

園を探すより安心。 

・	 Zoom 会場の期間は身動きが取りにくかった。サイトでの議論は隙間時間にも閲覧や議論が可能で他用

務との重複が問題にならない利点があった。 

・	 上記の点は非常に大きなメリットであるが，学会に集中できないというデメリットもまた存在すると感じた． 

・	 ネットさえあればどこからでも参加できるので。 

・	 海外から初めて参加したので。 

あまりメリットを感じない 

・	 本務先の用事で、学会に集中できない 

・	 博士課程の学生としては、自身の研究以外の用務が少なく日程調整にはほとんど苦労しないので、あまり

メリットは感じませんでした。逆に、（これは参加者側の個人的な問題になる気もしますが）学会中も後輩指

導やその他の研究室内での雑務から離れきれない部分がデメリットに感じました。 

・	 結局職場にいると学会に関わる時間は激減する。 

わからない 

・	 メリットはあると思いますが、対面形式が好みです。 

・	 物理的に参加可能というのと、集中して参加できるのというのは意味が違う。現地で参加している場合は



雑音なく学会に集中でき、夜間の時間も学会に使えるが、日常業務をこなしながらの学会参加では学会の

方に集中できない（時間も十分につかえない）。 基本的に家庭にいる土曜日には、セッションにはまったく

時間を使えない。特に、土曜昼に設定された夜間集会は、頑張って聴講はしたが、幼児がいる家庭にとっ

ては地獄だった。発表も含めて、確実に時間を取られる行事は、平日の出勤時間内に収めてほしい。 

 

育児休業中であっても参加可能、時間や場所を選ばずに発表が聞ける、移動する必要がない、出張旅費が不

要、などの点で、オンライン開催を「非常にメリットだと思う」人が 4 割強、「メリットだと思う」人が 5 割という結果で

あった。「海外や遠方の他学会の人も気軽に招待講演を呼べるので、今後も、招待講演はオンラインがいい」と

いう意見もあった。 

 

———————————— 

 
前より良いイメージになった 

・	 オンライン学会は 3 つ目ですが、地球化学会スタイルが一番良かった。 

・	 事前の発表資料のおかげで、期待した以上に研究発表に対する議論ができたように思う。 

・	 オンラインの国際学会にも参加したことがあるのですが、そちらは十分な議論が出来ず、発表資料の閲覧

形式だったのですが、同じセッションの参加者はすべてコメントをもらっていないという盛り上がりに欠ける

学会でした。今回の地球化学会のオンライン学会は参加者が積極的で、オンラインのいい点を十分に生か

した活発な議論のあった学会だったと思います。とても面白かったです。 

・	 会期が長く余裕があり、コメント欄が解放されていたのが良かった。 

・	 運営が非常にスムーズでわかりやすかったため。 

・	 当初は危惧していましたが僅かでも参加でき、メリットを感じ、もっと活用、あるいは併用されると良いと感じ

ました。 

・	 円滑な進行。 

・	 実際に行われる前は一方向の発表になるかと思いましたが、動画やスライドを公開し、双方向の議論をす

ることが可能だったからです。 

・	 JpGU のようなトラブルが生じず、ストレスが少なかった。 

・	 研究内容は学ぶことができる。 

・	 学会発表だけに限れば、オンラインで十分議論可能という認識に変わりました。 

・	 年会サイトのコメント機能が良かった為。 

・	 学会の目的を科学的議論の成熟に絞るなら、この形式はむしろ良いと思います。 



・	 オンライン年会は初参加でしたが、ネット環境さえよければ、特に不自由なく参加できると思いました。 

・	 チャットの議論が持っていたよりもよかった。 

・	 予想していたよりも議論ができたため。 

・	 今までに参加したオンライン学会よりも、スムーズに進行し、活発な議論がそれなりに出来たと感じたか

ら。 

・	 発表に方法に戸惑ったり、断線するかと思ったが特になかったため。 

・	 思ったより議論ができた。 

・	 JpGU よりもだいぶマシになった 

・	 ピンポイントでの参加が可能（一日中参加する必要がない）） 

・	 掲載されていたスライドやビデオなどは、学会会場で見るよりも、ゆっくり見られて良かった。同時に開催さ

れたウェブ会議での講演も楽しかった。 

・	 非常に良くオーガナイズされていた。便利で新しい学会のかたちだと思う。 

・	 プログラムから発表へのアクセスがよい構成だったからだと思います。 

・	 オンラインであるが故の参加のしやすさというものが思っていた以上に大きく感じられたから。 

・	 アップロード資料に対する Zoom 発表期間前と後で交流できたため。 

・	 意外と議論が充実したように感じている。 

・	 JpGU がどうも使いにくく、今回はパワーポイントに近い形でアップロードできたのはよかった 

・	 春の JpGU が大変だったときいていましたが、大きなトラブルなく運営されて、素晴らしかったと思います。

世話人の方の存在感が大きく、本当に感謝しております。 

・	 単なる研究発表だけであればオンラインでも可能なことが実感できたから。 

・	 運営がスムーズで安心感があったため。小さい学会であるため、運営メンバーの顔が見えることも安心感

につながった。 

・	 参加費は安く、内容は充実していたと感じたため。ただ LOC の負担感が気になるところです。 

・	 まず、LOC の皆さんの奮闘によって、使いやすい UI とシステムだったことが重要だったと思います。さらに、

大規模学会だと「お客さんとしての受動的参加」な人が圧倒的に多いですが、地球化学会ぐらいの規模だ

と、「会を作っていこう、盛り上げていこう」という主体性を持って参加する人の割合がそれなりに多い（？）

ことも、良い印象の一因かと思います。 

・	 今回は実行委員会の方が非常にきめ細かくかつわかりやすい情報発信をしていただいたおかげで，ファイ

ル操作やサイト内での迷子等の煩わしさを感じることなく，純粋に発表と議論の場を楽しむことができたた

め． 

・	 アップロード発表は自分のペースで閲覧できるので、口頭発表を聴くだけよりも発表内容を理解できる場合

が多かったので。 

・	 講演が聞きやすいし、スライドが見やすかった。会場の雰囲気に惑わされず、講演に集中できた。 

・	 オンラインに特有のトラブルが起きないように準備がされていた。 

・	 オンラインでも、想像していた以上に研究の議論ができ、大変良い経験になったから。また、Zoom に不慣

れで不安だったが、前日の練習会場などで操作を教えて頂くことができ、安心して参加することができたか

ら。 

・	 上にあるように遠方からも参加可能、そして互いの興味さえ一致すれば議論も可能であることがわかった

ので。ただ、もちろんパソコンや携帯の画面上で小さくスライドが出ているだけだし、会場の雰囲気も何もな



いので、本来なら魅力ある発表をたとえできてもインパクトは弱くなるし、集中力も続きにくいと思われる。

対面をメインにしつつ、遠方や海外の人との交流にオンラインも同時に活用する、といった構成はできない

でしょうか？ 

前より悪いイメージになった 

・	 時間の使い方が難しかった。 

特に変化しなかった 

・	 以前から感じていたオンラインのメリットと限界が、今回の学会で特に変わったわけではないため。 

・	 これまでも他用務があるため学会に参加できないことがあり、オンライン年会はそうした悩みを解消する一

つの方法だと以前から思っていたため。 

・	 これが初めてのオンライン学会だったので、比較対象がありません。 

・	 すでに何回かオンライン会議に参加したが、いずれもある程度成功していたと思う。 

 

オンライン年会に対するイメージが「前より良くなった」と回答した人が 8 割であった。「運営メンバーの顔が見え

るので安心感があった」、「“会を作っていこう、盛り上げていこう”という主体性を持って参加する人の割合がそ

れなりに多いことがよい印象の一因」という意見が寄せられた。今後、得られた意見を参考にし、今後の年会運

営に活かしていきたい。 

 

 

=======具体的な年会開催形式について======= 

 

 

 

 

 

 

よかった 
・	 このような情勢では発表資料に対する質疑応答という制度が非常に活発な議論を生んでいたので良か

ったと思いました。 

・	 リアルタイムの双方向のやりとりは、学術的な交流には必須だと感じた。一方で、チャットのやりとりもと

ても良かった。 

・	 「発表資料に対する質疑応答」は論する場としてかなり機能していた。 

・	 zoom 発表がない場合は、発表資料には音声が欲しい。 

・	 閲覧数や、いいねボタンは余計な雑念をまねくのでいらないです。 

・	 Zoom があるとより議論が深まると思います。 

・	 システムとして整っていて素晴らしかった。運営・関係者の皆様に感謝します。 

今回の主の（公式の）発表形式は，発表資料に対する質疑応答とし，さらに交流の場として Zoom 企画を設けました
が，この形式はいかがでしたか？ 
 



・	 質問をじっくり考える時間があった 

・	 対面式を重視するが、併用での開催はメリットが多いと考えられる。 

・	 zoom 発表は発表の補助的手段だと思っていたが、普通に口頭発表になっていたのが意外だった。発表

資料を動画で作成した人には，差をつけにくかったのではないだろうか。 

・	 所用で zoom には参加できなかったので何とも言えませんが時間がある時に発表資料を見れて良かっ

たです。なお、音声発表を入れていたのは特に発表者の主張が読み取れ良かったと思います。 

・	 Zoom 発表だけでは出来ないような議論をチャットですることができ、とても充実した内容だと感じた。 

・	 前の質問の回答とも重複しますが、発表資料のオンライン掲載とテキストでの議論は、発表資料をじっく

りと眺められ、質問側も回答側もそれなりに文章を考えるので、口頭発表会場での反射神経的な質疑応

答よりも、突っ込んだ質疑応答ができていたので、地球化学会ぐらいの規模だと、とても良い仕組みだと

感じました。年会を現地開催する際にも、発表資料のオンライン掲載とテキストでの議論は、継続した方

がいいかなと思いました。一方で、コンビーナとしては、Zoom 発表とオンライン発表資料の住み分けは

どうするのが良かったのか（基本的に同じ内容が良いのか、Zoom ではイントロや自己紹介重視で話し

てもらうのがいいのか）はまだ迷い中です。また、発表資料の形式については、動画を通して聞く方が理

解度は高まる一方で、後で見返したりする時には PDF が便利なので、動画発表の人は、動画と PDF の

両方を掲載するのがいいかもしれません。 

・	 今後もこの形式がいいと思います。 

・	 先にも同様の記載をしましたが、頂いたご意見を後で見返すことが出来るというのが非常にありがたく感

じました。 

・	 リアルタイムのやり取りは重要だと思うので必要。 

・	 zoom 議論で学生を優先したのは良かったが、一般参加者に十分な時間が与えられなかったことには不

満が残る。 

・	 オンライン形式を続けるのであれば、Zoom 等が必須だと感じました。 

・	 同じ時間に関心ある発表が２つある場合でも、発表資料を見ることができてよかった。また、発表資料で

はあまり関心が持てなかったのに、zoom 発表やその後の質疑をきくと面白かった発表もあり、zoom も

有益でした。 

・	 オンラインであっても活発な議論ができるように、非常に工夫されていたと思う 

・	 セッションは閑散としていて、それが成功かは何とも言えないが、同じセッションに参加した人については、

オーラルがあるから受動的に話を聞いたケースはあるように見受けられた。 

・	 解決策はなかなかないが、聴衆の反応が見えないのはやはり不安を感じる。 

・	 発表資料と Zoom 発表の両方があったことで見逃しがなくてよかったと思います。 

・	 どうしてもセッションが並行してセッションに出れないときも、PDF などを見ることができたので、目を通す

ことができた。 

・	 発表資料に対する質疑応答が公式の発表形式という認識が共有されておらず、（学生の）発表資料の

作成が提出期限ギリギリになってしまった。こちらの認識不足でもあったが、発表者以外の共著者等に

も発表に関する案内メールが送付される設定であると良かった。（発表学生には案内メールが来ていた

が、学生自身の認識・共有不足で教員に情報が伝わっていなかった） 

・	 双方がうまくかみ合っていた。 

・	 多くの人が zoom でも発表し、また気合が入っていた。しかし zoom は時間の制約が大きい。(今回は



zoom 発表が同じ時間に重なっていた、これは普段の年かもそうだが) zoom メイン、アップロード資料が

サブのほうが実態に近いかもしれないと感じた。 

・	 zoom 発表が終わるとセッションが終わった感じがあり、以降にコメントもつかなかったので、zoom 発表

のタイミングは工夫の余地があるように感じた。 

・	 発表資料の機密保持に不安がある 

・	 発表資料掲示期間が長すぎる気がしました。もう少し（時間的に）コンパクトな方が集中できて良いと思

いました。 

・	 mp4 形式は PDF 形式よりも情報量が多いものの、10 分程度は拘束されるため、zoom セッションを併用

するのであれば、基本は PDF 形式の方が良いと感じた。 

・	 運営の負担が大きいのでは、という懸念がありました。 

発表資料に対する質疑応答だけで，Zoom 発表は必要なかった 

・	 Zoom 企画での発表は、事前にサイト掲出資料を見ている前提として、Zoom での資料説明時間を 小限

に留め、議論や交流にもっと多くの時間を割くべきだと感じた。 

発表資料に対する質疑応答は必要なく，Zoom 企画の発表だけで十分であった 

・	 ポスターでは、十分な議論が全然できなかった。 

・	 発表資料と zoom 企画のすみ分けがよくわからなかった。結局、zoom に参加しないといけなかったのかな、

と思う。 

 

公式の発表形式は発表資料に対する質疑応答とし、交流の場として Zoom 発表を設けるという今回のオンライ

ン開催形式に対し、9 割の人がよかったという回答であった。今後もこの開催形式は有効と考えられる。一方で、

「発表は発表の補助的手段だと思っていたが、普通に口頭発表になっていたのが意外だった」、「zoom メイン、

アップロード資料がサブのほうが実態に近いかもしれない」などという意見も見られた。今後もこの形式を続け

る場合は、参加者に形式の周知を徹底することが必要と思われる。 

 

———————————— 

 
発表資料提出 (ウェブサイトでの議論)＋Zoom 企画での発表 (ランチョンセミナーを含む) 

・	 資料の提出と zoom での発表を両方行ったほうが効果的だと思ったから。 

・	 通常通りの参加に近いため。 

・	 どちらの発表形態も、研究を進めて行く上で必要だと考えたからです。 



・	 ほとんどの方がそういう発表形態かと思ったためです。 

・	 口頭発表があったため。 

・	 ウェブサイトでの議論がうまく行くとは思っていなかったから。 

・	 セッションで Zoom 企画での発表があったため。 

・	 情報提供を十分なものにするため。 

・	 微生態のレビューセッションに参加したため。 

・	 他の選択肢があるとは知りませんでした。 

・	 このような場での経験を積めるいい機会だと感じたから。 

・	 LOC による分かりやすいマニュアルやセッションチェアからの説明が分かりやすくて面白そうだったため。 

・	 発表資料提出のみか迷ったが、それだけでは存在感が出せないと思い zoom にも参加した。 

・	 できるだけ参加したかった。 

・	 参加したセッションでの標準的な参加形態だったから。 

・	 自身の発表があったため。 

・	 コンビーナとしての仕事もあったので、発表者としては、興味がある人が見てくれればいいかなぐらいの感

じで、動画発表資料をアップロードしておいて、Zoom ではフラッシュトークとして発表概要を紹介する形式

にしました。 

・	 発表資料提出のみでも良かったのだが、オンライン学会での発表を体験しておきたかったので、zoom 企

画での発表も行った。 

・	 セッションの決定に従った。 

・	 コンビーナーに勧められたので。 

・	 より多くの情報交換を行いたかった。 

・	 発表の機会が欲しかったため。 

・	 招待されたので。 

発表資料提出 (ウェブサイトでの議論)のみ 

・	 Zoom は若手主体の発表だと聞いて、遠慮した。 

・	 授業があったから。 

発表資料閲覧＋Zoom 企画聴講 

・	 発表を聞くことと、じっくり発表資料をみること、両方があった方が勉強になりました。 

・	 時間的制約。 

・	 学生指導で手一杯でした。 

・	 自分が発表しなかったのは単純に発表するネタがなかっただけで、オンラインの影響はない。 

・	 ネットリソースは、おじさんより若手優先と思いました。 

・	 自身の発表をする必要が無かったから。 

・	 Zoom 企画での発表に参加する時間がなかった。 

・	 どんな内容の発表をするのか事前に確認し、面白そうなところだけ聞くようにしたから。 

・	 興味のある発表があったため。 

・	 もともとは発表する予定だったのをキャンセルさせてもらったが、他の発表者の発表方法や資料づくり、研

究内容についてより学ぶことができる良い機会だと思ったため。 

発表資料閲覧のみ 



・	 Zoom も参加したかったがタイミング的に難しかった。 

・	 Zoom 企画には参加する時間がなかった。 

・	 時間がとれなかったためです。 

 

発表資料提出＋Zoom 企画での発表という参加形態の人が 6 割強、発表資料閲覧＋Zoom 企画聴講という参加

形態の人が 3 割弱であり、発表資料提出のみの人はほとんどいなかった。 

 

———————————— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どちらも同じだった 

・	 PDF は気楽に見ることができ、色々な発表を見ることができた。動画も視聴する時間を取られるので、多少

ハードルを感じるが、詳しく内容を知ることができるので、それぞれ一長一短だと思う。選択できるのは良

かったと思う。 

・	 どちらも同じだったとしたのは、発表自体が綺麗なものが多く、見出しと図を目で追えば伝えたいことは伝

わったから。ただ、これは少し皮肉を含みます。きれいに見せる技術だけが向上しているとすれば、分野の

未来は明るくないかもしれません。 

・	 zoom 発表がない場合は、MP4 にしてほしい。 

・	 それぞれに選んだ方式で効果的に発表されていたと思います。 

・	 電子発表では未公表データの発表が難しいと思います。改善のしようはないと思いますが。 

・	 PDF はざっと眺めるのに良いですし、動画は受動的に聞けるので良かったです。どちらも長所があると思



いますので選択式というのは良かったです。 

・	 どちらにもメリットデメリットがあったように感じました。PDF は自分のペースで読み進められる一方で文字

だけでは説明しきれない部分が生じますし、動画はその逆が起こり得るのかなと思います。 

・	 この選択で基本的に十分だと思う。 

・	 自分は PDF で発表したいです。動画が上手な方の動画を見るのは楽しかったです。でももし動画が運営側

の負担が大きいのであれば、全員 PDF でも問題ないとは思います。 

・	 MP4 は、準備が大変だと思いますが、細かいニュアンスが伝わるのが良い点だと思います。PDF は、前後

の資料ページを参照しやすかったり、自分のペースで読み進められるのが良い点だと思います。 

・	 動画発表の方も PDF をアップロードした方が、時間の調整がしやすいと思った。また、PDF の発表方式は

工夫しないと、専門家以外には伝わりにくいのではないか。 

・	 動画を「時間制限がない口頭発表」と考えると、内容が多い人には有用なのかもしれない。 

・	 人によってそれぞれの特長を活かしていた。 

PDF の方がわかりやすかった 

・	 動画を見るほどの時間はないので、PDF スライド掲載くらいでいいのではないかと思います。Zoom 発表が

ないのなら、動画の選択肢も有効ですが。。 

・	 PDF の方が気軽に見られるので、pdf の形式を先に閲覧した。ゴールドシュミットで同様の感想をもったの

で、動画ではなくあえて PDF を選択した。 

・	 当初は動画の方がみられるのかと思いましたが、意外と PDF の方が時間がかからないので、よく見ること

になりました。 

・	 PDF のほうが、気軽に発表資料を閲覧できるイメージでした。 

・	 当初は動画の方がみられるのかと思いましたが、意外と PDF の方が時間がかからないので、よく見ること

になりました。 

・	 PDF のほうが、気軽に発表資料を閲覧できるイメージでした。 

・	 動画はあまり見当たらなかった。多くが PDF を選択したのでしょうか？一方で企業の動画は面白かった。 

・	 PDF の方が手軽に見れるのがよかったと思います。 

・	 MP4 は見るのに時間がかかるので、あまり見る気にならなかった。 

・	 zoom セッションを併用するのであれば、PDF 形式を基本とするのが良いと思う。その上で、zoom セッション

にて発表できない人向けに、MP4 形式を使っても良い。 

・	 zoom を用いた発表があるので、資料公開は pdf のみで十分だと思う。 

・	 どちらかではなく、pdf 必須、pdf＋mp4 任意というのが良いと思う 

・	 PDF は必須、動画を置きたい場合は PDF と併せて掲出、とするのが良い。 

・	 動画は、動画の再生時間だけ時間をとられるので、基本見ない。 

・	 自分のペースで読める PDF のほうが閲覧時の心理的障壁が低く、このような学会では推奨されるのでは

ないでしょうか？ 

・	 動画の方がわかりやすいと思うが、時間がかかるため結局閲覧しなかった。 

動画の方がわかりやすかった 

・	 MP4 の方が発表者の主張が分かるように思いました。 

・	 どちらもメリットがある。 

・	 実際に何度も試聴して理解を深められるので動画発表が有意義でした。 



・	 できるだけ動画を推奨したい。 

・	 録音が恥ずかしく苦手です。音声ソフトを使っている方がいたので参考にしたいです 

・	 動画を通して聞く方が理解度は高まる一方で、後で見返したりする時には PDF が便利なので、動画発表の

人は、動画と PDF の両方を掲載するのがいいかもしれません。 

・	 修士学生の発表に動画を使用するのは、学生にはかなりの重荷ではないだろうか。仔細に繰り返し視聴さ

れるわけで、学生への負荷は大きかったと思う。 

・	 一般講演に近いものにしたいのであれば、動画の方がいいですね。ポスターとしてなら PDF だけでもいい

です。 

・	 動画のほうがわかりやすかったが、もう一度、確認したい時、PDF の方が便利だった。 

 

8 割強の人が、発表資料を PDF と MP4（動画）いずれか選択できたのが良かったと回答した。また、5 割の人が

PDF と MP4 どちらも同じわかりやすさであった回答した。「zoom を用いた発表があるので、資料公開は PDF の

みで十分」、「動画を通して聞く方が理解度は高まる一方で、後で見返したりする時には PDF が便利なので、動

画発表の人は、動画と PDF の両方を掲載するのがいいかも」など、さまざまな観点からの意見を踏まえ、今後、

検討したい。 

 

———————————— 

 

 
とてもよかった 

・	 とても面白かったです。気になる発表者と議論ができて良かったです。口頭発表は時間制限の関係で、じ

っくり質問・議論ができないので。 

・	 質問者にも解答があったときにメールで通知が届くとありがたい。 



・	 時間的には適切だったように思う。終わってからはもう少しあってもよかったように思います。 

・	 チャットはとても良かった。 

・	 希望者はずっとアーカイブできると、引用することも可能になり、研究の新たな形になるのではと思いました。

プレプリントが普通になりつつあるのと同様に、IT 技術の進歩と共に新しい形の発表があっても良いと思い

ます。 

・	 よい方法だったと思います。 

・	 非常によかったと思います。唯一混乱したのが返信に対してきたコメントに新たに返信したいときにそのコ

メントに対して返信ボタンが出ない（ツリー元に返信するしかない）のが少しわかりにくく感じました。 

・	 LOC やチェアの方々が積極的に質問を入れたおかげで他の参加者も雰囲気が掴めたように感じます。運

営の方々の意識がとても高く素晴らしいと思いました。 

・	 シンプルな形式でよかったと思う。 

・	 学生でも気軽に質問できて、とても楽しかったです。 

・	 質問に対する回答をしっかり練る時間があるのは良かった。学生発表も回答が充実しており、通常の年会

ではちゃんと答えられないなどのプチトラブルがあったので、今回の形式の良さだと思う。 

・	 とても良かったと思います。 

・	 LOC の方が質問を頑張って書き込んでおられた。頭が下がります。 

・	 じっくりと議論ができて、とてもよかった。 

よかった 

・	 チャット機能は便利だが、新しいコメント等がついた場合、セッション内のリスト部分に表示される、などの

便利機能があると助かる。 

・	 見る方としては良いことばかりである。問題があるとすれば、あの形式で他人に見せたくない新規データや

tips を晒すことには抵抗があるでしょう。学会発表は本来論文化したものを話す場とも言われますが、国内

学会はそういうものでもないでしょうから、この点が避けがたい課題でしょう。 

・	 自分の質問内容に誤りがあった場合に備えて修正機能があるとありがたい。 

・	 公開で質疑するのは緊張感があり勉強になりました。 

・	 良い企画だったと思う 

・	 質問に回答がきたときに通知がくるとなお良かった。回答があったことに気付かなかったので。 

・	 質問とその答えが多くなると、下にたくさんスクロールしないといけなくなるので、個々の質問ごとにクリック

して開けるようにできると見やすいかもしれません。 

あまりよくなかった 

・	 学生審査の対象者が，分野のまったく違うときは，割りと普通のことから聴いていきたいので，そういうこと

まではなかなかできないな，と思って審査しました。そもそもオンラインであることの弊害。何らかの Zoom

コアタイムみたいなのを設けて，予約制で時間調整して，ポスター発表をオンラインで聴けたら，それはそ

れでよかったのかもしれない。 

 

今回の、ウェブ上での発表資料に対する質疑応答形式は、「とてもよかった」、「よかった」と回答した人がほとん

どであり、好評であった。2 週間という議論機会も「ちょうどよかった」という回答が 7 割強だったので、うまく機能し

たと思われる。「学生発表も回答が充実していた」、「学生でも気軽に質問できた」など、学生達がしっかり考え、

積極的に頑張った姿が伺える。 



———————————— 

 

   
———————————— 
  今回の Zoom セッション企画でよかった点がありましたら，お聞かせください。 
  32 件の回答 

・	 微生物生態学会との共同企画 

・	 G09 のラボツアーは、ZOOM セッションならではの面白い企画だったと思う 

・	 ラボツアーもそれぞれ工夫があってよかった。 

・	 ラボツアー（高知コア）を行なったが、非常にやりがいはありました。ただ聴衆の感想などのフィードバック

がもらいたいです。 

・	 ラボ見学は非常に良かったです． 

・	 ラボツアーが興味深かった． 

・	 ラボツアーはオンラインならでは、の企画でとてもよかった。 

・	 文字が見やすい、声も聞きやすい。 
・	 発表だけでは理解が難しい原理なども丁寧な解説でわかりやすかったからです。 

・	 セッションによってやり方に工夫があった。 

・	 セッションごとに様々な工夫がされていた。 

・	 コンビーナの力量次第と感じました。ZOOM の会議自体はもはや普通だと思います。 

・	 20 分取ってあった会場は討論に余裕があった 

・	 時間が守られて円滑に進んだ点がよかったと思います。 

・	 非常にスムーズでトラブルなく進行したところ。関係者の皆様に深く感謝いたします。 

・	 Zoom での発表はとてもスムーズで、よかったと思う 



・	 Zoom の扱い方について事前に質問した際にコンビナーの方が丁寧に対応していただけて非常に助かり

ました。また、何度も書くようになってしまいますが参加のしやすさが非常に大きかったように感じました。 

・	 会場よりも聞き取りやすく見やすかった。チャット機能も有効に使われてた 

・	 システムに起因するトラブルは全くなく、スムーズに開催できて良かったです。LOC メンバーによる当日の

Zoom のサポートも助かりました。 

・	 音声の乱れなどがほとんど無かったこと。 

・	 事前に画面共有などのテストをさせてもらえた点。 

・	 短時間でも参加可能 

・	 何箇所かで交流会が行われていた点 

・	 アップロードだけではやはり不足気味だったのでよかった 

・	 発表者や質問者の顔が見え、声がきけるのはよかった。 

・	 セッション間の移動がしやすいのが良かった。 

・	 遠方からでも気軽に参加可能な点 

・	 この様な状況にあっても熱心に発表する学生に感銘を受けた。 

・	 初めてこの学会に参加できて面白かったです。 
———————————— 

 今回の Zoom セッション企画で悪かった点がありましたら，お聞かせください。 
  24 件の回答 

・	 ウェブ上の発表者リストを発表順ではなかったので、 初は混乱した。 

・	 ほとんどの人とは顔を合わせることができなかったので残念です。たとえ会場に入っていても音声も映像

も切っている人がほとんどでしたので。なので聴衆の反応を見ながらというのが難しくて、聞いてくれてい

ると信じて一方的にパソコン画面に向かって話をするしかなかったのはやりにくかったです。 

・	 興味のあるセッションの発表が同じ時間帯にあることが多かった。 

・	 議論が盛り上がらないことがあった。若い人の講演が多かったので、もっと質問してもいいのになあ、と

は思った。 

・	 通信環境のよくない状態での発表があった（音声が途中で途切れるなど）。 

・	 カメラを移動させるスタイルのラボツアーで、動画や音声の不具合が目立った。 

・	 発表時のカメラオン、オフについて、事前に連絡があればより良かったのではないかと思う。 

・	 たまに聞き手側でミュートし忘れている方が見受けられていましたが、そういう方は運営側からミュートに

していただけると良かったかなと思います（マイクがオンになっている参加者は参加者リストで上の方に

出てくるので目立つはずですので…） 

・	 Zoom 発表をする人はアップロード資料はｐｄｆの方が見やすいのでよい、もしくは、ｐｄｆとｍｐ４の両方が

アップロードできるならよかった。 

・	 会場によっては学生優先で、一般参加者に十分な時間が配分されなかった。 

・	 初日にきいたセッションが、時間を気にせず運営していて気楽な感じだったので安心し、そのイメージで 2

日目に発表したところ、自分のセッションは時間厳守だった。 

・	 もう少し人を呼べる工夫が必要と思いましたが、コンビーナー次第ということで、枠組みに問題は感じま

せん。 

・	 興味のあるところ以外のセッションにぶらっと参加することがなかった。 



・	 15 分くらいの発表のものは（話す方として）普段より短く感じた。相手が見えないのもペースを乱す原因

だったように思う。 

・	 Zoom のアドレスがメールで来るため、該当するメールを探すのがやや手間出会った。 

・	 聞きたい発表が同じ時間に重なった。セッションによっては発表時間が長めで拘束時間も長く感じた。 

・	 発表者のネットワークがダウンした時があった。 

・	 WiFi 環境が整っていないと参加が難しい。12+3 分の発表形式だと時間が足りない印象があった。他方、

質問が通常より出にくい印象もあった。発表者の発表スタイルによってなので一概には言えないが。 

———————————— 
  今回の Zoom セッション企画について，ご感想，ご意見を自由にお聞かせください 
  18 件の回答 

・	 用務を兼ねながら、公聴しているため、通常の参加より分単位での時間がシビアなため、時間は厳守し

てほしい。 

・	 発表資料をアップロードしてオンラインで議論する形式はむしろポスター発表に近くて、Zoom 企画がい

わゆる一般講演に近いです。なので Zoom 企画がむしろメインでもいいのではないかと思いました。安全

性や回線速度の問題がありそうですが。 

・	 企画運営してくださった方たちの努力に感謝します。意外に楽しかったです。 

・	 十分に学会としての機能は果たしていると言えるので、今後、併用して使うことができれば、部分参加が

容易になる。 

・	 希望者には zoom の発表などを録画して公開可能なオプションもあると良いのではと思いました。 

・	 zoom 企画は口頭発表に相当すると明示しておいた方が良かったかもしれない。 

・	 名前の変更や発表時のカメラのオンなどといったあたりの周知が割と弱いように感じた（自分が見落とし

ていただけで実際はちゃんとなされていたのかもしれませんが当日割とその辺り抜けている方がいるよう

に見えた）ので、その辺りもうちょい周知して頂くと良かったのかなと思いました。 

・	 幹事に感謝致します。良い学会でした。弘前に行きたかったけど… 

・	 運営してくださった皆様、ありがとうございました。堅苦しくない雰囲気を出しつつ、トラブルのない万全の

運営で、本当に頭が下がりました。 

・	 オンラインで会議を開催するにあたって、zoom は 良の選択と思う。 

・	 Zoom 部屋の間を動きやすいとより良いかもしれない。 

・	 参加できてよかったと思います。どうもありがとうございました。 

・	 個人の発表は長めの方がいいように思った。（ショートコース含め）レクチャーは ZOOM の方が向いてい

るかもしれないと思った。 

・	 オンラインのストレスがなかった。 

・	 発表者のネットワークがダウンしたときの対応を決めておくと良いかと思います。 

・	 従来の口頭発表会場をなぞる企画が多く、オンラインの強みを活かした視点・企画が乏しかったのは、も

ったいなかった。 

・	 ほとんどトラブルがなかったことが素晴らしいと思った。安心感がある年会であることが、参加している側

としては大変ありがたい。 

 



Zoom 発表への参加は、自分のセッションと関連セッションに参加したという人が 6 割強であった。また、Zoom 会場に

おけるセッション企画が「とてもよかった」「よかった」という人が 9 割であり、スムーズに運営され、うまく機能したと思

われる。良かった企画としては、「ラボツアー」という意見が多く、楽しんでいただけたようである。一方、悪かった点と

しては、技術的な点がいくつか指摘されている。「従来の口頭発表会場をなぞる Zoom 企画が多く、オンラインの

強みを活かした視点・企画が乏しかった」という意見もあり、今回のオンラインの経験、いただいた意見をもとに、

今後、検討していきたい。 

 

———————————— 

 
 年会サイトについてここが良かったという点がありましたらお聞かせください。 
 38 件の回答 

・	 複雑な作りではないのでわかりやすかった点です。また、パスワードが統一してあったため、すぐに利用

できた点です。 

・	 シンプルで動作も軽く、ほとんどストレスなく参加できた。 

・	 文字の大きさ、フォントなどサイトは読みやすかったです。 

・	 高頻度でアップデート＆アナウンスしていただいたのでわかりやすかった。 

・	 ツイッターやコンビーナからのコメントが一緒に公開されており、アットホームな雰囲気を感じた。 

・	 見やすかった。 

・	 使いやすかった。 

・	 非常に使いやすかったです。 

・	 迷子になりにくかった。 

・	 ログイン状態を継続できるのが、良かった。 

・	 特に問題なかったので良かったのだと思います。 

・	 発表者のページを簡単に見つけられる点が非常に良かった。ページ自体もシンプルで使いやすかった。 

・	 わかりやすい UI とシステムで、サクサク動いて良かったです。 

・	 ストレス無く使えて、とても良かったです。 

・	 レイアウトやアイコンなど、感覚的に理解しやすかったです。 

・	 全体的にシンプルで非常にわかりやすかったです。 

・	 コメント機能とコメントがついたら連絡が届く機能。 

・	 見やすい。 



・	 おしゃれなデザインで、かっこよかったです。 

・	 登録や資料提出のイメージ画面が、わかりやすくてよかったです。また、twitter を見ると、注意点（登録

が web 登録と年会登録の 2 段階あるなど）がわかりやすくてよかったです。 

・	 発表資料の閲覧を行う際は大変使いやすかった。 

・	 基本機能は網羅されていた。 

・	 シンプルな点 

・	 リンクで発表内容がすぐにみられて便利だった。 

・	 迷いようがないくらいわかりやすかった。 

・	 見やすかった。 

・	 初、zoom パスワードが分からず探してしまった。 

・	 階層がちょうどよく使いやすかった。 

・	 大変使いやすいし、見やすいサイトでした。 

・	 わかりやすかった！ 

・	 セッションや発表者毎の区分けが分かりやすかった点。 

・	 シンプルで分かりやすかった。 

・	 著者やキーワードの検索機能とコメント通知機能が良かった。 

・	 自分のコメント欄に質問のコメントが来た場合，登録したアドレスにメールで通知が来る機能が便利だっ

た。 

・	 シンプルな構成で見やすいと思います。 

・	 わかりやすさを追求している努力は伝わってきました。 

・	 マニュアルはわかりやすくて良かったです。 

———————————— 

 年会サイトについてここが悪かった（こうすればいい）という点がありましたらお聞かせください。 
 23 件の回答 

・	 各セッションの発表者リストは、受付順ではなく発表順に並べてほしかった。 

・	 要旨や zoom のスケジュールの位置が分かりにくかった。 

・	 情報が統一されていないと感じました。特に一般講演とズーム企画の連絡が混ざっていて（少なくともそ

う感じて）、何回か混乱しました。各タブの内容が部分的にかぶっていてこれも混乱しました。 

・	 初はどのようにログインするのか、スケジュールを確認できるのかが分からず、迷いました。 

・	 使いやすかったので特になし。 

・	 発表毎にタブが新しく開くのではなく，セッション毎に開くのでも良かったのではないか。 

・	 特に不満は無く、必要十分なサイトだったと思います。 

・	 タグから検索する機能が人によって表記が多少揺れているからかあまりうまくいかせていないように感じ

ましたので、少なくともよく使われそうなものについてはあらかじめ決まった表記が登録の段階であると便

利かなと思いました。 

・	 とくにありません。nrashino というパスワードの由来が気になりました。 

・	 あの画面はどこだっけ、と迷子になったことがありましたが、詳細は忘れました。おおむね問題なかった

です。 



・	 zoom のリンクが別途メールで送られてくるのはわかりにくかった。各セッションのオンライン会場に発表

資料と合わせて zoom リンクを貼った方が分かりやすいと思う。また、オンライン会場も日付別や時間帯

に整理した方が分かりやすい。 

・	 要旨もタイトルについていると楽ですが、要旨集を検索すれば良い話なので、欠点とは思いません。 

・	 2 か所リンクがあって両方とも発表内容に飛んだので片方はアブストラクトに行けたらさらにありがたかっ

た。 

・	 サイトの問題ではないかもしれないが、PDF を置くときは、少し手間取った。どこに置くのか迷子になった。

また、入れ替えができるといいように思った。 

・	 年会サイトから地球化学会(http://www.geochem.jp)へのリンクが見つからなかった。理由はわからな

かったが探してしまった。 

・	 サイトが分散しているのは改善すべき。１か所にログインし、メニューからすべての操作ができるようにな

っていないとわけがわからない。 

・	 プログラムを見ようと思ったら、ログインしない方が見やすい場所にあって、ちょっと難儀した。あと、気が

つくと、ページをどんどん開いていて、同じページをたくさん開いていたり、新しいタブで開く、にすべてな

っていたからだろうが、ちょっとうっとうしかった。Zoom の画面でいちいちパスワードを聞かれたが、一度

入れたら入れるようにしておいてもらいたかった。 

・	 プログラムや日程、発表資料の場所が少し分かり辛く、いつもメールで送られてきたリンクから辿ってい

ました。 

・	 欲を言えば、自分の質問に対する回答が通知されるとありがたい。 

・	 いいねは使用者が少なかった印象。もっと気軽にいいねする文化でも良いのでは？ 

———————————— 
 その他，年会サイトについて，ご感想，ご意見がありましたら自由にお聞かせください。 
 16 件の回答 

・	 これはサイトについてではないですが、こまめに情報更新のメールが届きましたが、わかりやすかったの

と同時に、たくさんメールがくるので必要な情報がいつのどのメールに書かれていたか、だんだん混乱し

てしまいました。 

・	 どうも、ありがとうございました。 

・	 幹事の皆様に、本当に感謝です。ありがとうございました。 

・	 「閲覧数」や「いいね」は諸刃ですね。 

・	 シニアの方も使いやすい、何らかの仕掛けがあるとより良い（良いアイデアはありませんが）。 

・	 参加できましたことを大変感謝しています。お疲れ様でした。 

・	 セッションや企業展示に関しては迷いようがないくらい非常にわかりやすかった。 

・	 使いやすかったです。 

・	 大変使いやすいし、見やすいサイトでした。設計、運営された方のセンスの良さを感じました。 

・	 NIPR meeting のウェブサイト構築が非常に参考になります。 

・	 ちなみに，必要がなかっただけなのかもしれないが，Twitter はそれほど役に立っているとは思えなかっ

た。 

・	 学生発表賞のエントリーした人だけのページが集めてあるのはよかった。しかし、Zoom の発表も見たい

な、と思ったときには、いつどこで発表しているのかを一発で検索してくれる機能がなかったような気が。



普通に、セッションを調べて、セッションのプログラムを全部見て、探す、みたいな、割りと原始的な方法

に頼らざるを得なかった。 

・	 学会本体のウェブサイトもそろそろデザイン含め更新した方が良いのではないか。 

・	 「自分以外のコメント欄へ自分が記入したコメントに相手から返信が来た場合にもメールでの通知がある

といい」という人もいらっしゃるとの噂を聞いたので、システム的に可能であればそのようにしていただけ

るといいと思います（私自身はそこまでは必要ないかとも思いますが）。 
 

年会サイトにたいして、92.5％の人が「使いやすかった」と回答しており、「シンプルでわかりやすく、とても使いや

すかった」という高評価のコメントを多くいただいた。一方で、「プログラムや日程、発表資料の場所が少し分か

り辛かった」、「Zoom のリンクが別途メールで送られてくるのはわかりにくかった」という意見も見られた。今回、

主は発表資料に対する質疑応答とし，さらに交流の場として Zoom セッション企画を設ける形式にしたため、

Zoom プログラムは各セッションに委ねた。しかし、こちらの周知不足もあり、Zoom セッションが主と思われた参

加者も少なからずいたため、少し混乱があったと考えられる。今後の検討事項としたい。 

 

 

=======オンライン年会に対する総括的コメント======= 

 
 今年度のオンライン年会について，自由にご感想・ご意見をお聞かせください。 
 32 件の回答 

・	 非常に有意義で刺激の多い学会でした。高いモチベーションを保ちつつ、これからも研究続けます。 

・	 総じて、素晴らしいオンライン学会だったと思います。関係者の皆様の多大なご尽力に、心より感謝申し

上げます。 

・	 初めての試みで、かなりうまくいったと思っている。惜しむべきは、セッションを変わるときに、どうしても

zoom 切り替え時にどの zoom かで迷うため、セッション番号だけでなくセッション名もあるとありがたい。 

・	 オンラインだからこそ一つの会場に拘束されることなく、いつでも好きな時に見にこれるのはよかったの

です。関係ない分野の人の話も聞けるのは面白かったです。しかし、自宅か職場のパソコンの前に座っ

て画面を見ているだけなので、他の人の発表をじっくり時間をかけて聞くための時間を確保することや、

集中力を維持するのが難しかった、のはやはりオンライン開催の課題ですね。いろいろな発表を満足す

るまでゆっくり見て回れたかというと、日々の雑事の片手間になんとなく見ていることが多かったので、

（本当は面白かったのに）印象に残らないで終わってしまったものも多かったのかもしれないと思います。 



・	 オンラインで行うのであれば、できれば平日がいいです。土日だと子供を保育園に預けられないため、自

宅で子供の面倒を見ながら参加することになり、ちょっと聞きたいな～ぐらいのモチベーションだと絶対に

聞くことができないから。 

・	 おつかれさまでした。 

・	 単に中止にせず、オンラインによって発表の場が失われなかったのは非常によかった（特に学生にとっ

て）。 

・	 運営のみなさま、お疲れ様でした。非常に良かったです。 

・	 地方にいる身としては今年度のようなオンライン開催が継続されるとありがたいとも考えるが、オフライン

で開催される学会のようなイベントがないと地方を離れる機会が減少するので、良し悪しである。 LOC

のご尽力でスムースに実施された今年度のオンライン年会には、参加して良かったと思う。 

・	 発表の機会、研究に関する議論の機会を得ることができ、本当に良い経験となった。 来年は対面で発

表ができたらいいなと思う。 

・	 今後もオンラインを活用するのはなかなか参加できないものにとっては幸いです。しかし、新しく人的交

流を図るには問題があるようにも思います。上手く併用できると良いと感じました。主催者は大変な労力

が必要かと思いますが zoom などのシステムの発展があればそれも軽減されるように思います。 

・	 LOC メンバーの皆さま、年会運営、大変にお疲れさまでした＆ありがとうございました。今年のシステム

を、うまくレガシーとして来年以降も活用できるといいですよね。 

・	 今回の形式がとてもよかったので、またやる機会があれば同じように企画してください！ 

・	 初参加がオンラインということで非常に特殊な初参加となってしまいましたが、運営側の皆様のおかげで

滞りなく参加並びに議論を行うことが出来て非常に有意義な時間を過ごすことが出来ました。本当にあり

がとうございました。 

・	 オンライン年会がスムーズにできたのは良かったが、やはり地球化学会規模の年会は対面で行ってほし

い。 

・	 できれば、オンサイトがいいです。多分、無理なんでしょうね。 

・	 世話人の皆様、ありがとうございました。 

・	 まず LOC の皆様に感謝いたします。大変な挑戦だったと思います。本会に限らず、周辺の学術団体が

オンライン企画を進める上でも大きな実験になったと思います。 要旨の内容と発表の内容は結構違っ

ています。学生の研究はえてしてそういうものとはいえ、J-Stage に残るのは要旨なので、文献としての

要旨のあり方は、学会として見解を持つことが必要かと思います。 

・	 当初オンライン年会について否定的なイメージを持っていたが、発表に対する議論が意外と深まったと

感じている。 

・	 聴きたい発表・セッションの時間が重なっていたため、一方しか見られなかった。 

・	 新しい試みで LOC は大変だったと思いますが、一会員としてはとても楽しめました。発表にコメントがあ

ったら、連絡が来るのもよかった。 

・	 JpGU に続いてのオンライン年会経験となったが、格段に使いやすく機能していたので、オーガナイザー

皆さんのご苦労にお礼申し上げます。 

・	 よかったです。特に、自分からの情報収集が便利でした。 

・	 実際にサイトを設計、運営された方々の御苦労のおかげで、無事に開催されたことに感謝しかありませ

ん。ありがとうございました。 



・	 オンラインラボツアーは非常に面白かったです。やっている側としても色々と考えることもできましたし、ま

た見ている方としても非常に面白いイベントでした。この企画は次年度も続けていただきたく思いました。 

・	 オンサイトの場合とは時間の意味が違う。仕事として学会に参加している人が学生以外はほとんどだと

思うので、勤務時間と休日の区別をつけられるようにしてほしい。オンサイトではない場合には、学会の

行事は休日のプライベートな時間に侵食して欲しくない。 

・	 LOC のみなさまお疲れさまでした。ありがとうございました。 

・	 ラボツアーは、普段見られない研究室の雰囲気が垣間見られて、オンラインならではでした。ぜひまたや

っていただきたいです。LOC の皆様、お疲れ様でした。 

・	 交流機会として、懇親会などはあった方が良い。たとえば、全体がオンラインでも、地区ごとの支部ごと

に集まる、という仕組みがあるとよい（支部制？）。 

・	 一参加者として、ストレスなく年会を楽しむことができました。ありがとうございます。初のオンライン開催

で大変なことも多かったのではないかと想像しますが、企画・運営に尽力して下さった皆様に感謝しま

す。 
 

今回のオンライン年会に「とても満足した」という人が 34％、「満足した」という人が 54％であり、9 割の人が満足し

たという回答であった。対面に比べ、オンライン開催にはいろいろな問題もあることは事実であるが、「単に中止

にせず、オンラインによって発表の場が失われなかったのは非常によかった」という意見にあるように、デメリッ

トを理解しつつ、オンラインをうまく活用していくことは、今後の年会を新たに展開していく有効な手段であると

思われる。 

 

=======来年度以降の年会開催形式について======= 

 
オンライン開催が良い 

・	 私の場合、対面開催だと参加の可能性がかなり下がります。 

対面 (現地)開催が良い 

・	 感染対策も大事でしょうが、LOC をはじめとする担当者の負担が も少なくなるようにすべきだと思いま

す。 

・	 人間は対面でコミュニケーションをする動物なのだと、このコロナ禍の日々の中で痛感しています。オンラ

インでのコミュニケーションや交流にどれほど努力したところで、対面に勝るコミュニケーション手段はない

と思います。状況の許す限り、対面での開催を希望します。 



・	 対面でやるけど、総会や受賞講演は中継、というハイフレックスもできると思うので、今後の年会の発展が

楽しみです。 

・	 コロナが収束したら対面で。 

・	 状況が許せば、依然現地開催が 良の選択と思う。 

・	 できれば対面。難しい場合はオンライン。 

・	 現地に隔離されないと学会に集中できないとわかりました。 

・	 来年の情勢に委ねられるが、可能であれば、対面で発表ができたらいいなと思う。 

・	 来年の状況にもよるが、基本は対面で行うのが良いと思う。 

オンラインと対面による開催を同時に行うと良い 

・	 オンライン開催にもメリットがあり、事前の発表資料公開や遠方からのオンライン参加の形式は、将来、対

面形式を行うことができるようになったとしても、併用できればありがたい。しかし、やはり研究の打ち合わ

せや雑談的なアイディアの相談には対面が欠かせないことを改めて感じた。 

・	 現地開催とオンラインで、それぞれ長所短所があるので、うまく組み合わせられるのがベストかと思います。

前の質問の回答とも重複しますが、年会を現地開催する際にも、発表資料のオンライン掲載とテキストで

の議論は、継続した方がいいかなと思いました。あと、少なくとも招待講演は Zoom で遠隔発表可にしてい

ただけると、呼べる人の幅が広がって良いなと思いました。一般発表を Zoom 遠隔発表可にするかどうか

は難しい判断かもしれませんが。。 

・	 特にポスター発表に関しては、ファイルをあらかじめ置いて、コメントのやり取りを先に始めておくこと（今回

の形式）は続けてもいいように思いました。また、セッションが並行していると関連分野のセッションにしか

行けないので、もっと広く見たり聞いたりするには、対面だけだと確かつらいように思いました。あらかじめ

発表内容が公表されていると、いろいろ勉強できますし、そこで興味を持ったら、セッションに出ることもでき

ます。図表がある発表形式の方が要旨よりもパラパラ見ることができて、内容がすぐに把握できるように思

いました。 

・	 来年度以降の感染症の状況によるかとも思いますが、例えば発表の方は対面でやるにしても今回の様に

サイト上に PDF 乃至は動画を掲載した上でそこにコメントでご意見を頂くという形は残していただけると非

常に便利になるかなと感じました。 

・	 ウェブ上に発表資料を予めアップロードして公開討論を行うシステムについては対面の学会を再開しても

存続した方が良いと思います。時間帯の問題で本来参加できないセッションについても資料を閲覧するこ

とで地球化学研究の全体を俯瞰して勉強できたのが非常に良かったです。 

・	 弘前に行ってみたいので、個人的には対面開催を希望します。来年度に関してはオンライン希望者にはオ

ンラインで参加できるようにした方がいいのかなと思いました。 

・	 その時の状況によると思います。 

・	 地球化学に興味はあるが、研究現場から離れると年会から遠ざかってしまいます。私のようにシニアにな

ったものにとってはオンラインで聞けると幸いです。 

・	 オンラインは、出張調整が楽になるのは魅力的だが、他の発表をじっくり聞くという点では対面の方が良

い。 

・	 本来であれば、現地開催が望ましいが、新型コロナの影響を考慮すると、同時開催もしくはオンライン年会

にならざるを得ないと思う。 

・	 その他国際会議や海外での事例を参考に発表方法を複数検討できるようになればいいと思う。オンライン



の場合、業務時間に公聴して業務にあたるのか、それとも私的活動になるのかあいまいな点があると思う

(特に上司が参加していない場合)。学会側の問題ではないが、出張という形で拘束されていた時ほど、一

日の時間が自由にできないことが分かった。そういういう意味では、zoom 発表は発表期間を長くして、一

日の件数を減らすことも検討してもいいのではないか。そうすれば、通常用務との時間調整ができやすい

のではないかと思う。 

・	 対面形式の方が圧倒的にメリットがあると思うのですが、オンラインでないとできないような企画もあるため、

併用が面白いかと思います 

・	 現地にカメラを置いて遠隔で発表しない人も聞けて便利の気がします。その場合にはセキュリティに問題

がある気がするので、聴衆の名前はオープンがいい気がします。 

・	 皆さんと顔を合わせることが出来ないのは残念ですが、いろんな状況でもオンラインなら学会に参加出来

る場合が増えると思います。 

オンラインと対面の開催を別々の時期 (日程)に行うと良い 

・	 JpGU を対面・秋季大会をオンライン，もしくはその逆．現実には新型コロナウイルスが終息したら，全面的

に対面に戻るのだと思う． 

・	 オンライン開催と対面開催を隔年で行うのも 1 案かと思います。 

わからない 

・	 今回のオンライン大会で、参加していない会員でも特別企画のラボツアー（大変面白い企画でした）などを

拝見することができたのは、大変ありがたかったです。運営の皆様に感謝申し上げます。 

・	 現地開催派でしたが今回オンラインのメリットも感じられて、悪くないと思うようになってきました。でもでき

れば顔を合わせて話したいですね。早く収束することを願います 

・	 オンライン開催の有用性はよくわかりましたが、それでも対面式の現地開催には、いろいろな方々とお会い

できる機会を得る、ということには大きな意味があるとも思いました。 

・	 学生が増えてくると、旅費の負担というのは大変大きなもので（出さなくてもいいんですが）、みんながフェ

アに研究の議論をできるという意味ではオンラインは悪くないように思います。私は対面でなくては、という

ことはあまり感じません。学会でなくても、同分野の知人と会食には行きたいです。ですので、在京の私は

対面必須とは思わないものの、地方にいれば違った感想を持つかもしれません。今回のシステムが今後も

使えるなら、例えば要旨だけをこのシステムで掲載し、事前の議論もできるようにして、zoom セッションを

対面に置き換えると盛り上がるかもしれません。対面と zoom のハイブリッドは労多くして益少なしと考えま

す。招待講演者が zoom 出演などは良いと思いますが、現場で講演している人の話をオンライン聴講でき

るようにするのは、結構面倒だと思われます。マンネリ化は避けられないので、JPGU などの動向もふまえ

て総合的に考えていくことは必要だと思います。分野横断に活路を求めるのは、地球化学の intrinsic な宿

命です。 

 

来年度以降の年会開催形式について、「オンライン開催」が 1 割弱、「対面開催」が 3 割、「同時ハイブリッド開催」

が 4 割という結果となった。オンラインと対面のハイブリッド開催に対しては、さまざまな貴重なご意見をいただい

た。これらの意見を踏まえ、来年度以降の年会の最適な開催形式を探る必要がある。 

 


