
日本古生物学会第172回例会（ハイブリッド）の 
参加方法等簡易マニュアル 

このマニュアルは，主としてWindows 10, 11のユーザーを想定して書かれたものです． 
他のOSへのZoomの導入やZoomのブラウザ使用等については各自お調べください． 

Macにインストールする場合には設定が必要です．以下の公式英語サイトが参考になります． 
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/203020795-How-To-Install-on-Mac 

文責：生形貴男@行事係 
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左記のURLから第172回例会専用サイトにアクセスし， 
このページから 
「アカウントの作成」をクリック 

https://psj172.award-con.com/LOGIN.php 

1. 参加登録方法 
全ての方は 
最初にここをクリック 



必要事項を入力 



入力したら 
「次へ」 

九大会場で現地参加希望かオンライン参加希望かを選択 
定員制なので希望に沿えないことがあります 



記入事項を確認の上「次へ」 



これで仮登録完了 



参加仮受付のメール中のリンクをクリック 

メールが届かない場合は行事係 
psj-meeting@palaeo-soc-japan.sakura.ne.jp 
まで 



ブラウザで開いたページから「ログイン」 



自分で設定したアドレスと 
パスでログイン． 



「参加登録」ボタンをクリック 



アカウント作成直後は「参加会場」に「オンライン参加」しか表示されません。 
現地参加希望の方には行事係が申込状況等を確認してから「現地参加」の 
ラジオボタンを表示させます。未表示の場合は翌日にアクセスして下さい． 



「会員種別」を選択 

名誉会員，高校生以下（会員も含む），招待者の方は右側を， 
その他の方は「クレジットカード」を選んでください 



クレジットカード情報を入力し 
「確認」ボタンをクリック 

「クレジットカード」を選択するとカード情報入力画面が現れます。 



「登録」をクリック 



参加登録完了画面 



参加登録完了 



2. 領収書等の発行方法 

アカウント情報から 
「領収書」をクリック 



領収書のサンプル 



3. 参加者バッジの発行方法 

アカウント情報から 
「会員バッジ印刷」をクリック 
PDFをダウンロード 



現地参加者は 
ダウンロードしたPDFを印刷して 
会場で使用 
 
忘れずに印刷して 
現地会場に携行して下さい． 



4. ポスターアップロードの方法 

まずはログイン 
https://psj172.award-con.com/LOGIN.php 



「ポスターアップロード」をクリック 



通常「ポスターアップロード1」のタブしか使わない 

演題を入力 

「ポスター発表」しか選択肢がない 



ファイルを選択 
表示速度等に鑑みて 
10MB以下のPDFにして下さい 

演題を入力 



著者情報を入力 

まずこの十字ボタンをクリックして所属を入力 



必要事項を入力したら 
下部の「投稿」をクリック 



5. Zoomのダウンロードとインストールの方法 
以下のURLの公式ダウンロードセンターにアクセス，一番上の「ミーティング用Zoomクライアント」のダウン
ロードボタンをクリックするとダウンロードできます．Windows10の場合，ダウンロードしたZoomInstaller.exe
をダブルクリックして実行するだけで終了． 

https://zoom.us/download#client_4meeting 



6. Zoomアカウントの作成方法 
https://zoom.us/ からZoomの公式サイトにアクセス，ページ右上「サインアップは無料です」をクリック． 
あとは表示に従ってサインアップし，アカウントを作成（無料アカウントでも問題ありません）． 



Zoomを起動して， 
「サインイン」を 
クリック． 

7. Zoomの最新版へのアップデートの方法 



Zoomアカウントの 
登録メールアドレスと 
パスワードを入力して 
サインイン． 



右上のプロフィールボタンから 
プルダウンメニューを表示， 
「アップグレードを確認」 



上記のURLから第172回例会 
専用サイトにアクセスし， 
参加登録アカウントの 
メールアドレスとパスワードを 
入力してログイン． 

8. オンライン会場（Zoomミーティング）へのアクセス方法 

ここからログイン 

https://psj172.award-con.com/LOGIN.php 



「プログラム」をク
リック 



下部に表示されるZoomミーティングへのリンクをクリッ
クする． 
シンポジウム，B会場，ポスターコアタイム（ブレイクア
ウト）は 
全て同じ下記のリンク． 

ここを叩いて会場に入室 



起動画面． 
「開く」をクリック． 



このような画面が出たら「コンピューターでオーディオに参加」をクリック 
そうしないと音が聞こえない．左下の「オーディオに参加」でもONになる． 



左下の二つのボタンに赤い斜線が入っていればマイクはミュート，動画は停止状態．演者以外はこの状態が基本． 
質問時，座長に指名されたら左のマイクボタンをクリックしてミュートを外し，質問が終わったら再び押してミュート． 
   別の会場に移動する際には右下の「退出」ボタンをクリックして，同様のことを繰り返す． 

これで接続! 



9. 質問の仕方 最新バージョンの場合 

最新バージョンの場合， 
下のメニューの「リアクション」をクリック． 



「手を挙げ
る」ボタンを
クリック． 



自分のところに小さな 
手のひらマークが現れれ
ば挙手成功． 
座長が指名したら左下の
マイクボタンを押して
ミュートを解除し，質問． 
質問が終わったら，下の
「手を降ろす」ボタンを
クリック． 



「ポスター」をクリック 

10. ポスターファイルへのアクセ
ス 



ポスターファイルを 
見るにはここをクリック 



11. ブレイクアウトルームの利用法 
 Windows10の場合 

下のメニューの 
「ブレイクアウトルー
ム」 
ボタンをクリック． 



ブレイクアウトルームのリストと既に入室している参加者が表示される 
（誰も表示されないのは空き室）ので，好きな部屋を選んで入室． 

3日（金）懇親会 
4日（土）ポスターコア
タイム 
いずれもB会場 



Mac OSの場合は，各ルーム

の横に表示される入室者数
の数字の上にポインタを合
せる． 

ブレイクアウトルームの利用法 
Mac OSの場合 



Mac OSの場合 
すると，「参加」の2文字が

現れるので，これをクリッ
クすれば入室できる． 



これで入室! 

他の部屋に移る際には，右下の「ルームを退出する」をクリッ
クしてメインセッションに戻り，同様のことを繰り返す． 
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