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はじめに

本書は，これから学会発表する若者のための本である。学会発表をしたことがない若

者や，経験はあるものの，学会発表に未だ自信を持てない若者のための入門書だ。理系

文系は問わない。どんな分野にも通じるように書いた。

あなたは今，若手教員・ポスドク・研究生・大学院生・卒業研究生として研究に勤し

んでいるはずである。研究成果を出したら，それを学会で発表することになるだろう。

その目的は，あなたの発表を聴衆に理解してもらうことである。そして，研究の価値を

認めてもらうことである。しかし，わかりやすい発表の仕方を知らずに臨むと悲惨なこ

とになる。せっかくの発表も，聴衆に理解してもらえずに終わってしまうであろう。だ

から必ず，わかりやすい発表の仕方を身につけないといけない。

わかりやすい発表をするためには，４つのことを心がける必要がある。

� 発表内容を練ること。

� わかりやすいポスター・スライドを作ること。

� 発表本番で，ポスター・スライドを明瞭な論理で説明すること。

� 質問にわかりやすく答えること。

以下で，それぞれについて説明しよう。

１．発表内容を練ること

発表内容を練ることがまずもって大切である。序論・研究方法・結果・考察・結論の

各部分で何を伝えるべきなのか。これを知らずして，良い発表をすることなどできない

のだ。これは，プレゼン技術以前の――しかし，研究の本質により深く関わる――問題

である。伝える内容がしっかりしていてこそ，それを伝える技術（プレゼン技術）を活

かすことができるのだ。

２．わかりやすいポスター・スライドを作ること

プレゼンを成功させるためのかなりの部分が，わかりやすいポスター・スライドを作

ることにかかっている。説明なしに見ただけで理解できるポスター・スライドを作れば，

聴衆を失う可能性はかなり減るのだ。そのためにあなたは，わかりやすいポスター・ス
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ライドとはどういうものなのかを理解し，それを具現する技術を身につける必要がある。

３．発表本番で，ポスター・スライドを明瞭な論理で説明すること

むろん，発表本番での説明も大切である。あなたは，理解しようという姿勢を聴衆か

ら引き出さなくてはいけない。それがうまくいくかどうかは，あなたの説明の仕方にか

かっている。

４．質問にわかりやすく答えること

質疑応答もうまくやらないといけない。質問者の意図を的確に理解し，それに簡潔に

答えること。これができれば，聴衆もあなたも有意義な時間を過ごすことができる。

本書には，これら４つをすべて書いた。つまり，これから学会発表する若者にとって

必要なことをすべて書いた。

本書は，学会への臨み方を書いた本でもある。学会とはどういうものなのか，そこに

行って何をすべきなのかも書いているのだ。学会は，誰にとっても非常に有益な場であ

る。そこでいかに濃密な時間を過ごすことができるか。それが，今後の研究の大きな糧

となる。しかし，漫然と参加しても得るものは少ない。学会では積極的に行動しないと

いけないのだ。そのための指針も，本書から読み取って欲しい。

本書の構成

本書は３部構成である。

第１部では，学会発表の前に知っておきたいことを説明する。学会とは何なのか，学

会発表とはどういうものなのか，学会に行って何をするべきなのか。第１部は，学会へ

の臨み方の説明である。

第２部では，発表内容の練り方を説明する。ここでの説明は，論文の書き方にも通じ

るものである。

第３部では，学会発表のためのプレゼン技術を説明する。わかりやすいポスター・ス

ライドの作り方。発表本番での，ポスター・スライドの説明の仕方。質疑応答の仕方。

これらを徹底的に説明している。

本文中の例では，青囲みで良い例を，赤囲みで悪い例を示した。本書の折り込みに，

ポスター見本とスライド見本を掲載している。切り取って，手元に置きながら読み進め

てほしい。

はじめに
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（良い例） （良いスライド例）

（悪い例） （悪いスライド例）

本書が対象とする読者

本書が対象とする読者は，「これから学会発表する若者」である。具体的には，次の

ような人たちを想定している。

□ 研究の世界に入ったばかりの大学院生・学部生。自分が学会発表する日を夢見なが

ら，これからの研究生活に打ち込んで欲しい。

□ 学会発表の経験が浅い大学院生・学部生。本書の内容が，学会発表をする上で役立

つことを切に願っている。

□ 博士論文・修士論文・卒業論文の発表や，研究室セミナー等を行う学生。本書の内

容は，これらの発表にもそのまま通じるものである。

□ 学生の発表指導をする立場になったばかりの若手教員。教える側の理論武装の１

つとして本書を役立てて欲しい。

□ 高校での課題研究を指導する先生方。高校生へのプレゼン指導のために活用して欲

しい。

□ 研究の世界以外の場でプレゼンをする方々。どんな世界においても，わかりやすい

プレゼンの必要性は高いであろう。本書は，こうした方々にも役立つはずである。

なぜ，サッカーの喩えなのか

本書では，サッカーの例を用いた説明をしばしば行う。これは，私がサッカーを愛し

ており，そして，日本にサッカー文化が根づくことを切に願っているからである。サッ

カーとは関係のない場面にも，ごく自然にサッカーの話が出てくることが私の夢なのだ。

また，仙台市に所在し，宮城県民の Jリーグクラブであるベガルタ仙台も随所に登場す

る。これも，ベガルタ仙台を私が愛しているがゆえである。たしかに，浦和レッズとか

鹿島アントラーズとか，全国的に有名なクラブを例にしたほうが多くの方には馴染みや

すいことは認めよう。しかしそれは私にはできない。Jリーグクラブを例に使うなら，

はじめに
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ベガルタ仙台でなくてはいけないのだ。

さらなる高みへ

学会発表したら，その内容を論文にしよう。研究成果を発表する正式な場は論文なの

だ（第１部３．１節参照；p．９）。論文にしないと，せっかくの研究が，正式な成果とし

ては認知されないままに終わってしまうことになる。

論文執筆においては，以下の本が役に立つと思う。

酒井聡樹（２０１５）『これから論文を書く若者のために：究極の大改訂版』共立出版

第２版に向けての言葉

本書初版が出版されてから９年半が経った。その間も私は，わかりやすいプレゼンを

ずっと追求してきた。発表内容の練り方（本書第２部にまとめているもの）に関しても

思考を続けてきた。そして，この９年半に得たものをすべて注ぎ込み，新たなる本とし

て生まれ変わらせたいと思った。

説明の仕方も大きく変えた。各章の冒頭に要点をおき，重要なことがすぐにわかるよ

うにした。ポスター・スライドの良い例と悪い例を対にして出し，良い点と悪い点が明

確になるようにした。わかりやすさという点でも大きく進歩したと思う。

改訂部分を記しておく。

大改訂した部分

第２部第３章 序論で説明すべきこと

第２部第４章 演題の付け方

第２部第６章 研究結果・考察・結論の示し方

第３部第４章 ポスター・スライドに共通するプレゼン技術

第３部第５章 図表の提示の仕方

第３部第８章 スライドの作り方

中改訂した部分

第２部第２章 取り組む問題と結論を決める

第３部第６章 ポスターの作り方

小改訂した部分

第１部第２章 学会に行く目的

はじめに
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第１部第３章 学会発表とは何か

第１部第６章 学会が終わった後にすべきこと

第２部第７章 講演要旨の書き方

第３部第２章 わかりやすい発表をするために心がけること

新たに書き加えた部分

第１部第４章 学会発表するかどうかの判断

第２部第１章 ポスター・スライドの構成要素

独立の章とした部分

第３部第３章 すっきりとしていてわかりやすい話にするコツ

謝辞

本書を書く上で，以下の方々にお世話になった。篤くお礼申し上げる。

初版執筆時にお世話になった方々

・竹中 明夫さん・石井 博さん・牧野 崇司さん・森長 真一さん・酒井 暁子さんには，

原稿を読んでいただき貴重な意見をいただいた。

・大西 尚樹さん・三中 信宏さんは，ご自身のプレゼン技術を伝授して下さった。

・今治 安弥さん・岩泉 正和さん・山崎 実希さんには，本書の内容に関しての要望を

聞かせていただいた。

・秋田 理紗子さん・板垣 智之さん・伊藤 聖さん・今井 はるかさん・小黒 芳生さ

ん・片淵 正紀さん・小嶋 智巳さん・長嶋 寿江さん・濱尾 章二さん・松橋 彩衣子

さんには，プレゼンのわかりやすさに関する意見を頂いた。

・第５５回日本生態学会福岡大会において私は，ポスター発表・口頭発表をつぶさに観

察した。おかげで，良い発表・悪い発表とはどういうものなのかについて考えを深め

ることができた。当大会での発表者にも謝辞を贈りたい。

・共立出版の信沢 孝一さん・松本 和花子さんは，本書出版のために色々とお骨折り下

さった。

・伊藤 聖さん・今井 はるかさん・片淵 正紀さん・小嶋 智巳さん・高柳 咲乃さん

（以上，FCポスター発表），秋田 理紗子さん・小黒 芳生さん・神山 千穂さん・永野

聡一朗さん・渡邉 可奈子さん（以上，FC口頭発表）は，初版の表紙のモデルになっ

てくれた。

・「牛たん炭焼 利久」さんは，牛タン定食の写真を提供して下さった。

はじめに
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第２版執筆時にお世話になった方々

・石井 博さん・森長 真一さん・土松 隆志さん・山内 千尋さん・大谷 早紀さんには，

原稿を読んでいただき貴重な意見をいただいた。

・板垣 智之さん・岡 千尋さん・望月 潤さん・中軽米 聖花さん・星 広太さん・松本

洋平さん・小山 有夢さん・青柳 優太さん・上村 和也さん・古川 知代さん・小野

喬亮さん・川野辺 悠馬さん・下野谷 涼子さん・長谷川 拓也さん・河井 勇高さん・

品川 さやさん・村越 法子さんには，わかりやすいポスター・スライドに関して意見

を頂いた。

・共立出版の信沢 孝一さん・山内 千尋さん・大谷 早紀さんは，第２版出版のために

色々とお骨折り下さった。

・村川 直柔さん・丸岡 奈津美さん・村越 法子さん・吉田 直史さん・大石 雄太さん

（以上，FCポスター発表），品川 さやさん・青柳 優太さん・小山 有夢さん・岡 千

尋さん・長谷川 拓也さん（以上，FC口頭発表）は，第２版の表紙のモデルになって

くれた。

・表紙のモデルの方々および板垣 智之さん・谷 美智さん・古川 知代さん・小口 舞さ

ん・木下 理子さん・河井 勇高さん・大崎 双葉さん・青柳 稜さん・浅井 和成さ

ん・稲葉 勇貴さん・遠藤 鴻明さん・大友 優里さん・河井 陽一さん・小杉 奏太さ

ん・小林 尚仁さん・齋藤 和哉さん・佐藤 史哉さん・佐貫 有彩さん・福島 和紀さ

ん・三木 快修さん・道本 佳苗さん・宮森 日緒菜さん・村上 将希さん・山川 真広

さん・平城 柊さん・堀井 雅信さんには，表紙図案に関して意見をいただいた。

・大塚 克さんは表紙を描いて下さった。
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第1部 

学会発表の前に
知っておきたいこと

第１部では，学会発表をする前に知っておきたいことを説明する。

学会とは何か，学会に行く目的，学会発表とは何か，聴衆として

の心がまえ，学会が終わってからすべきこと。これらのことを知

っておけば，学会での充実度がぐんと上がる。まずは，学会デビ

ューに向けての心の準備をしよう。
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第 1 章

学会とは何か

本章では，学会とは何かを説明する。「学会」という言葉は，「組織としての学

会」と「大会としての学会」の両方に用いられる。「○○学会」という組織があり，

その組織が，「○○学会大会」（通称「○○学会」）といったものを開催するのだ。

以下で，２つの「学会」について説明しよう。

1.1 組織としての学会

組織としての学会（以下，「学会」と呼ぶ）とは，ある研究分野に興味関心を抱いて

いる人々が集う会員組織のことである。その分野の第一線の研究者から駆け出しの学生

まで，さまざまな人が会員となっている。

学会の活動目的は，その研究分野の発展を図ることである。そのために，学術雑誌の

発行や大会の開催などを行う。学術雑誌は，その分野の研究成果を論文として掲載する

ためのものだ。これ以外に，関連する社会問題に関して情報発信をしたり，科学技術行

政に対して意見を述べたりもする。会員は，学会が発行する学術雑誌をインターネット

で閲覧する権利を得たり（あるいは，印刷体の学術雑誌を受け取ったり），大会に参加

する権利を得たりする。

おそらく，ありとあらゆる研究分野に学会が存在するはずである。研究分野を学会間

で棲み分けているわけでもなく，分野が部分的に重なった学会も多い。そのため，複数

の学会に入っている人も多い。もちろん，国内のみならず海外にも学会がある。同じ研

究分野の学会が，その国ごとに組織されているということだ。日本人が，海外の学会に

入ることも可能である。

たいていの人は，自分が主として活動する学会を持っている。ある１つ（または少

数）の学会で，大会に毎年参加したり，組織の運営に関わったりしているのだ。主学会

があることは研究室としてもしかりである。研究室のほとんどの人が加入している学会

があるはずだ。

修士課程新入生・卒業研究生など，研究の世界に入った新人は，自分の研究室が主に

活動している学会にまずは入会することになる。そして，大会に参加して見聞したり，

やがては自分で研究発表をしたりする。学会への入会の仕方は，その学会のウェブペー
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1.2

ジに書いてある。会費を払うことにはなるけれど，学生会費は優遇されているはずだ。

希望者は自由に入会できる学会がほとんどである。しかし中には，会員の推薦が必要な

学会もある。

大会としての学会

たいていの学会は，年に１回程度の頻度で大会を開催する。会員が一同に集って，最

新の研究成果を発表し合うのだ。その規模は，１００人程度から数千人のものまである。

ここが，これからあなたが学会発表をしようとしている場である。

大会には，誰でも自由に発表できる場と，あらかじめ選定された演者が発表する場の

２つがある。自由発表の場は文字通り，発表申し込みさえすれば自由に発表できる場で

ある。通常，ポスター発表と口頭発表の両方が用意されている。若者はまず，この場で

発表することになる。演者があらかじめ決まっている場は，シンポジウム・フォーラ

ム・自由集会などと呼ばれるものである。企画者がある研究テーマを立てて，それに関

する研究をしている人を演者として呼ぶ。そして，そのテーマを掘り下げていく。発表

形式は口頭発表である。

なお本書では，自由発表の場での発表を念頭において説明していく。若者がまずは挑

む場だからである。

発表はせずに大会に参加することもできる。研究の世界に入ったばかりで発表する成

果がない若者も，大会に参加して見聞を広めよう。

大会への参加の仕方は以下のとおりである。

参加資格

その学会の会員であることが通例である。招待講演をするなど，招かれた人はこの限

りではない。

参加申し込み

学会のウェブページやニュースレターなどで，申し込み方法が告知される。通常は，

以下の順番で手続きをしていく。

� � 参加申し込み

� 発表申し込み

� 懇親会参加申し込み

� 参加費等の送金

� 講演要旨の提出（発表する場合のみ）
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� 口頭発表用のスライドファイルの提出（口頭発表をする場合，これを求め

る学会がある）

� 大会本番

（�～�が，大会本番のどれくらい前に設定されているのかは，ウェブページ
等で確認のこと）

� i 参加申し込みは，大会に参加する（発表するしないに関わらず）ために必要で
ある。事前申し込みをせずに，当日参加することもできなくはない。しかしその場合は，

参加費が高くなる可能性がある。また，大会への参加人数を事前に把握できないと，大

会運営に支障をきたしかねない。できるだけ事前申し込みをするようにしよう。

� ii 発表申し込みは，大会で発表するために必要である。演題と，発表者全員（演
者として実際に発表する人だけでなく，共同研究者全員）の氏名・所属を登録する。当

たり前であるが，これを忘れると発表できない。ポスター発表と口頭発表のどちらを行

うのかを選択できる場合は，この申込時に選択することになる。

� iii 懇親会参加申し込みは，大会の懇親会に参加するためのものである。積極的に
参加して知人を作ろう（２．４節参照；p.７）。

� iv 参加費等の送金とは，大会・懇親会への参加費用の送金のことである。学生の
参加費は優遇されているはずなので，きちっと払うように。

� 発表者は講演要旨を提出する。制限字数内で（通常は数百字程度；何字以内なの
かは大会による）発表内容を要約した文書を作るのだ。これを集めた要旨集が，大会の

ウェブページに掲載されたり，大会参加者に配られたりする。参加者は，要旨集を読ん

で興味がある講演を探す。講演要旨の提出期限は，大会本番の１～３ヶ月前に設定され

ているはずである。このときまでに余裕を持って発表内容を練り上げておくように。そ

うでないと，講演要旨に途中経過しか書けないという悲惨なことになる（第２部７．１節

参照；p.７０）。

� 口頭発表をする場合は，スライドのファイルを事前に提出する必要があるかもし
れない。スライドのファイルを映写して発表する場合は，パソコンに事前にファイルを

入れておく方が安心だからである。これはつまり，大会本番よりも早めにファイルを完

成させる必要があるということである。
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第 2 章

学会に行く目的

本章では，大会（学会）に行く目的を整理しておく。目的は，大きく分けて５つ

ある（要点１）。それぞれについて説明していく。なお本書ではこれ以降，「大会」

のことを「学会」と呼ぶことにする。「大会」を指して「学会」と通称することが

多いからである。

要点11
学会に行く目的

１．自分の研究成果を聴いてもらう

２．最新の研究成果を知る

３．自分を売り込む

４．知人を作る

５．その分野に慣れる

2.1 自分の研究成果を聴いてもらう

あなたは，何らかの研究成果をあげたはずである。それを学会で発表して，同じ分野

の研究者に聴いてもらう。そして，成果の価値を認めてもらう。これが，学会に行く一

番の目的である。

非研究職として就職するなどして，研究から離れる修士生・卒研生も多いであろう。

そうした方はぜひ，学生生活の集大成として発表して欲しい。これまで頑張ってきた成

果を，学会参加者の記憶に焼きつけて修了・卒業しようではないか。

発表をして，自分の研究成果に対する意見をもらうことも大切な目的である。学会に

は，その分野の研究者がたくさん来る。普段接している人たち（同じ研究室の人々）と

は違った視点から，いろいろな意見をもらえるはずだ。そこから新しい展開が開けるか

もしれない。悩んでいた問題が解消するかもしれない。問題点を指摘され，研究方向の

修正が必要になるかもしれない。いずれにせよ，研究を進める上で貴重な意見である。

学会は，新たな意見や違った視点からの意見を実に効率よく集められる場所なのだ。

個人的に話しかけて，自分の研究成果を聴いてもらうこともしよう。そのため学会に
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2.2

2.3

2.4

は必ず，自分の研究成果を個人的に説明するための資料を持って行こう。発表する場合

には，発表資料を印刷したもの（ポスターの縮刷版（第３部７．９節参照；p.１５６）や，

スライドの配布用資料（第３部９．１２節参照；p.１７７））を持って行く。発表しない場合

でも，それまでの研究状況をまとめた資料（データ等を載せた資料）を持って行く。資

料には，あなたの氏名・連絡先（所属とメールアドレス）を忘れずに載せておくように。

そして，いろいろな人に，資料を差し上げて説明をさせてもらう。たいていの人は，好

意的に話を聴いてくれるはずである。もっとも，学会経験が浅いうちは，誰が誰だかわ

からず話しかけようがないかもしれない。その場合は，先生や先輩に紹介してもらうよ

うにしよう。

最新の研究成果を知る

学会は，最新の研究成果を知る場でもある。発表される成果のほとんどが，論文とし

てまだ発表されていないものだからだ。最新の研究成果をまとめて聴くことができると

は，なんとも便利な場所である。

発表者と直接話をすることも可能だ。そうすれば，さらに詳しい情報を得ることがで

きるであろう。

自分を売り込む

自分を売り込むことも忘れてはいけない。「こういう研究をしている若者がいる」と

認知してもらうこと。「優秀そうだ」と認めてもらうこと。そうすれば，後日，何らか

の研究情報をくれるかもしれない。研究会等の案内をくれるかもしれない。ときには，

共同研究に誘ってくれるかもしれない。こうしたことが有益なことは言うまでもない。

売り込む方法は２つある。１つは，２．１節（p.６）で述べたように，自分の研究のこと

を聴いてもらうことである。もう１つは，相手に質問をすることだ。ポスター発表や口

頭発表の場で積極的に質問をする。個人的に話しかけて質問をする。こうすることで，

積極的な若者がいると認めてもらうようにしよう。

知人を作る

知人を作ることもまた大切である。これからの研究生活において，いろいろな人の協

力が不可欠となるからだ。議論の相手になってもらうことはもちろんである。新しい実
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2.5

験を始めるときは，その実験に詳しい人に相談する必要も出てくるであろう。論文を書

いたら，コメントをもらえる人も欲しい。知人の輪を広げておけば，いざというときに

助かるのだ。

同世代の知人を作ることも勧める。同世代の若者とは，これからの研究生活において

切磋琢磨し合っていくことになるからだ。情報交換をしあったり，共同研究をして古い

知見を壊したり。分野の将来を担うのは若者たちである。

学会では，懇親会というものが行われる。文字どおり，学会参加者が懇親するための

会だ。これ以外にも，研究仲間が集まって飲みに行ったりする。懇親会や飲み会に積極

的に参加しよう。知人を作る良い機会だからである。ただし，懇親会に参加するために

は申し込み手続きが必要だ（１．２節参照；p.４）。飲み会への参加はもっと気楽である。

研究集会（シンポジウム・フォーラム・自由集会など）が終わった後，そのまま飲み会

に流れるといった形や，知人が誘い合って飲み会をするといった形になる。

名刺等を持って行くのもよい。積極的に配って，自分の名前を覚えてもらうのだ。

その分野に慣れる

卒業研究を始めた等，その研究分野に新しく入った若者の場合，その分野に慣れるこ

とも目的となる。学会に行って発表を聴いてみよう。学会では，たくさんの研究成果を

コンパクトに聴くことができるのだ。ちゃんとは理解できないことがあるにせよ，どん

な研究が行われているのか雰囲気を感じ取ることはできるであろう。新人にとっては，

論文をいきなり読むよりは敷居が低いはずだ。
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第 3 章

学会発表とは何か

本章では，学会発表とは何なのかを説明する。学会発表と論文発表はどう違うの

か。ポスター発表・口頭発表とはどういうものなのかを説明しよう。

要点22
ポスター発表と口頭発表の違い

ポスター発表

研究成果をまとめたポスターを貼って説明

口頭発表

スクリーンにスライドを映して説明

それぞれの発表の良い点。より良い方を◎○で示す。

ポスター発表 口頭発表

議論のしやすさ ◎

聴衆による理解のしやすさ ○

知人の作りやすさ ○

緊張のしにくさ ○

他の発表の聴きやすさ ◎

聴衆による，説明開始の掴みやすさ ◎

発表に盛り込める情報量 ○

体力的な楽さ ◎

3.1 学会発表と論文発表の違い

学会発表と論文発表はどう違うのか。その違いをひと言でいうなら，学会発表は，研

究成果発表の仮の場であるということである（ただしそうではない学会もある；本節の

最後の段落を参照）。成果発表の正式な場は論文である。学会で発表しただけでは，正

式な研究成果としては認知されないのだ。その理由は２つある。第１に，ほとんどの学

会は，発表内容を審査して価値のない「研究成果」をふるい落としたりはしないからだ。

つまり，発表しようと思えばどんな「研究成果」だって発表することができる。学会発
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3.2

表を正式な成果として認めてしまうと，無価値成果の氾濫を招くことになる。第２に，

記録として残る情報量が少ないということがある。話した内容はその場で消える。講演

要旨として残る情報量は論文に比べたらはるかに少ない。これでは，他者が研究成果を

参照するのに困ってしまう。

だから，あなたの研究成果を正式に発表するためには，学会発表した内容を論文にす

る必要がある。学会発表しただけで満足してはいけない。研究は，論文を発表してよう

やく完成なのだ。

しかしもちろん，学会発表を行うことはとても大切である。成果発表の正式の場では

なくとも，記録としての価値もほとんどなくともよい。学会発表は，記憶に残すために

行うのだ。その上で，さまざまな意見をもらうことができる。論文を書くよりもはるか

に敷居が低いことも利点である。だからぜひ，積極的に発表して欲しい。

ただし，上述したこととはまったく異なり，学会発表も厳しく審査し，それを通った

ものだけを発表させる学会もある。そして，論文並みの発表原稿を論文集等に掲載する。

それらは研究業績として認められる。あなたの分野の学会がどうなのか，先生や先輩に

訊いてみるとよい。

ポスター発表と口頭発表の違い

学会発表には，ポスター発表と口頭発表の２種類がある（図１）。それぞれの特徴を

まとめておこう（要点２；p.９）。

3.2.1 ポスター発表

自分の研究成果をまとめたポスターを貼って，それを聴衆に説明する形式の発表であ

る。会場内に，たくさんのポスターが貼り出される。一般には，説明時間帯が設定され

ていて（２時間とか），その時間帯には発表者がポスターの所に立っている。聴衆がや

って来たら発表者は説明を始める。その後，質疑応答をする。一群の聴衆への説明と質

疑応答を終えると，また次の一群への説明を始めるということを繰り返す。説明時間帯

以外でもポスターは貼り出されており，聴衆は自由に見ることができる。長所と短所は

以下のとおりである。

長所

１） 聴衆と深く議論できる。少数の聴衆との対話形式なので，議論がしやすい。いろい

ろな人と議論ができるので，いろいろに異なる視点から意見をもらうことができる。

２） 聴衆が説明についていきやすい。わからない点があったら，説明の途中でも質問で

きるからである。言い方を変えるならば，聴衆の理解のペースに合わせて説明でき




