
日本生態学会大会実施形式のアンケート結果

実施期間 2021年 3 月 23 日~4 月 10 日 
回答数 669 名 

今年度の大会[ESJ68]についてお聞かせ下さい（Please tell us about this year's 
Annual Meeting [ESJ68]） 

Q1 発表したセッション（Session in which you gave a presentation)669 件の回答

複数回答可

口頭発表 (Oral session)
15%

ポスター発表
(Poster session)

43%
シンポジウム
(Symposium)

6%

フォーラム
(Forum)

4%

自由集会
(Workshops)

3%

発表なし (No 
presentation)

28%

その他 (Others)
1%
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Q2 参加したセッション (Attended sessions)660 件の回答

複数回答可

口頭発表 (Oral 
sessions)

16%

ポスター発表
(Poster sessions)

18%

シンポジウム
(Symposia)

16%

フォーラム
(Forums)

8%

自由集会
(Workshops)

14%

受賞講演(Award 
lectures)

10%

高校生ポスター
(Poster sessions of 

high school 
students)

4%

総会(General 
meeting)

3%

懇親会(Banquet)
6%

公開講演会
(Public lecture)

5%
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Q3．例年に比べ、口頭発表やシンポジウムでの発表を聴いた数は多かったです

か？(Compared with previous meetings, did you listen to more oral 
presentations, workshops or symposia?)669 件の回答

Q4 例年に比べ、ポスター発表を聴いた（閲覧した）数は多かったですか？

(Compared with previous meetings, did you view more poster 
presentations?)669 件の回答

多かった
(Yes : More)

30%

少なかった
(No : Less)

32%

どちらとも
言えない

(I can’t say 
either way)

27%

わからない
(No idea)

11%

多かった (Yes : 
More)
22%

少なかった
(No : Less)

51%

どちらとも
言えない (I 

can’t say 
either way)

16%

わからない
(No idea)

11%



Q5 例年に比べ、研究交流や他の参加者とのコミュニケーションは多かったです

か？(Compared with previous meetings, did you have more research 
exchange and communication with other participants?)669 件の回答

多かった (Yes : More)
4%

少なかった
(No : Less)

75%

どちらとも言
えない (I 
can’t say 

either way)
12%

わからない
(No idea)

9%
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Q5 例年に比べ、研究交流や他の参加者とのコミュ
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どちらとも言えない (I can’t say either way)
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Q5 例年に比べ、研究交流や他の参加者とのコミュ

ニケーションは多かったですか？

0%

多かった (Yes : More)

少なかった (No :Less)

どちらとも言えない (I can’t say either way)

わからない (No idea)



Q6 例年に比べ、満足度や学術的な収穫は多かったですか？ (Compared with 
previous meetings, were you more satisfied with scientific communication?)669

件の回答

多かった
(Yes : More)

22%

少なかった
(No : Less)

25%

どちらとも
言えない (I 

can’t say 
either way)

44%

わからない
(No idea)

9%

Q7 例年に比べ、懇親会への参加は有益でしたか？ (Compared with previous 
meetings, did you get more benefits by attending the banquet?)669 件の回答

有益だった (Yes : More)
3%

有益でなかった
(No :Less)

15%

どちらとも
言えない (I 

can’t say 
either way)

20%

わからない
(No idea)

62%



Q8 今回の大会参加費についてどう感じましたか？ (How did you feel about the 
participation fee for this year's Annual Meeting [ESJ68]?)669 件の回答

高かった (It was 
expensive)

25%

安かった (It was 
inexpensive)

4%

妥当であった (It was 
reasonable)

59%

わからない
(No idea)

12%
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Q8 今回の大会参加費についてどう感じましたか？

高かった (It was expensive)

安かった (It was inexpensive)

妥当であった (It was reasonable)

わからない (No idea)



ESJ69 について (About the ESJ69)
ESJ69 福岡大会では、コロナ禍の終息が不確かであることから、「ハイブリッド型」

「併用型」「基本オンライン型」「完全オンライン型」などの形式が考えられています。

カッコ内は想定される大会参加費の目安です。実際の参加費は状況により異なる可

能性がありますが、この大会参加費の目安を踏まえ、大会参加についてそれぞれの

開催形式ごとにお答えください (Due to the uncertain situation of the COVID-19 
pandemic, the following formats are being considered for the next year’s 
Annual Meeting (ESJ69) in Fukuoka: "hybrid", "combined", "basically online", 
and "exclusively online". The figures mentioned below are roughly estimated 
participation fees; the actual participation fees may vary depending on the 
situation. Please, answer the following questions, in consideration of the 
roughly estimated participation fees.) 

Q9 ハイブリッド型：密になるポスター発表はオンラインのみで行うが、それ以外の催

しは福岡会場（オンサイト）でもオンラインでも参加出来る [大会参加費：参加形式に

関わらず一般会員 15000 円、学生 6000 円程度] ( Hybrid. In case of a hybrid 
format, poster sessions would be held online only, because a venue would be 
easily crowded. The other sessions would be held on-site, at a venue in 
Fukuoka, with online live-streaming; attendees might be able to be in person 
or virtually [participation fee: ca. 15,000 yens for regular members, ca. 6,000 
yens for students]).

ハイブリッド型でも福岡
会場に行って参加する (I
would participate in the

ESJ69 on-site, at a venue
in Fukuoka, even if it also
takes place in an online

format)
33%

ハイブリッド型ならオンラインで参加する
(I would participate in the ESJ69 online

only and not go to Fukuoka)
42%

参加しない (I 
would not 

participate in the 
ESJ69)

8%

わからない (No 
idea)
17%



Q10 併用型： シンポジウムと一般口頭発表を福岡会場（オンサイト）のみで、授賞

式・受賞講演など招待講演とポスター発表などをオンラインのみで行う [大会参加

費：オンサイト部分一般会員 8000 円、学生 3000 円程度；オンライン部分一般会員

4000 円、学生 2000 円程度] (Combined. In case of a combined format, 
symposia and oral sessions would be held on-site only, at a venue in 
Fukuoka. The award ceremonies, invited presentations such as award 
lectures, poster sessions, etc., would be held online only [participation fee: on-
site participation: regular members: ca. 8,000 yens, students: ca. 3,000 yens; 
online participation: regular members: ca. 4,000 yens, students: ca. 2,000 
yens]) 

福岡会場に行って、オンサ
イトとオンラインの両方の
催しに参加する (I would 

attend both, the on-site and 
online sessions, at a venue 

in Fukuoka)
44%

福岡会場に行ってオンサイトでの
催しのみに参加する (I would only 

attend the on-site sessions at a 
venue in Fukuoka)

5%

オンラインのみに参加す
る (I would only attend

the online sessions and not 
go to Fukuoka)

31%

参加しない (I would not 
participate in the ESJ69)

5%

わからない (No idea)
15%



Q11 併用型で、例えば前半２日間は完全オンラインで開催し、後半３日程度はオン

サイトで開催とした場合、オンサイトでどのような催しがあれば福岡会場まで行って

大会参加をしますか？( In case of a hybrid format, if the first two days of the 
Annual Meeting are held exclusively online and the following three days are 
held on-site, what kind of on-site sessions would make you decide to go to 
Fukuoka to participate in the Annual Meeting?)669 件の回答

表彰式など招待講演 (Award 
ceremonies, award lectures)

10%

シンポジウム
(Symposia)

24%

口頭発表 (Oral 
sessions)

19%

フォーラム
(Forums)

12%

自由集会
(Workshops)

20%

オンサイトには参加しない (I would
not attend to the on-site sessions)

15%
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Q12 基本オンライン型： 授賞式・受賞講演などの招待講演のみを福岡会場（オン

サイト）で行い、その他の催しはオンラインで行う [大会参加費：一般会員 7000 円、

学生 2500 円程度]  (Basically online: Only award ceremonies and award
lectures would be held on-site, at a venue in Fukuoka, but the other sessions
would be held online [participation fee: regular members: ca. 7,000 yens,
students: ca. 2,500 yens])669 件の回答

Q13 完全オンライン型： ESJ68 [岡山大会] のように、すべての催しをオンライン

で行う [大会参加費：一般会員 7000 円、学生 2500 円程度] (Exclusively online: 
All sessions would be held exclusively online as the ESJ68 this year 
[participation fee: ca. 7,000 yen for regular members, ca. 2,500 for 
students])669 件の回答 

参加する（オンラインの
み）(I would attend the 
online sessions only and 

not go to Fukuoka)
80%

参加しない (I would 
not participate in the 

ESJ69)
7%

わからない (No idea)
13%

参加する（オンライン
のみ）(I would attend 
the online sessions only 
and not go to Fukuoka)

83%

参加しない (I would 
not participate in 

ESJ69)
5%

わからない (No idea)
12%



今後の大会について (About future Annual Meetings) 
今後の大会のあり方についてご意見をお聞かせください (Please tell us your 
opinions on the future of the Annual Meetings) 

Q14 コロナ禍にかかわらず、今後の大会でオンラインとオンサイトを併用する場

合、どのような形式が望ましいと思いますか? (Regardless of the COVID-19 
pandemic, what format do you prefer for future Annual Meetings?)669 件の回答

Q15 大会の開催時期について、望ましいと思う時期をすべてお答えください 
(Please choose your most preferable month to hold the Annual Meeting)669 件

の回答

大会参加費が高くても、オン
ラインでもオンサイトでも参
加できるようにすることが望

ましい (Even if the 
participation fee is expensive, 
I prefer that any session can 

be attended both ways, 
virtually and in person)

29%

オンサイトを重視した大会
が望ましい (A meeting with

more on-site contents is 
preferred)

33%

オンラインを重視した
大会が望ましい (A
meeting with more 
online contents is

preferred)
28%

わからない (No idea)
10%
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Q16 大会規模が大きくなったため、全国７地区の持ち回りで大会を開催することが

難しくなっています。また、会場費等が地域により異なるため、大会参加費も地域に

より異なります。大会会場を固定する場合、どれが望ましいと思いますか? (As the 
number of participants has increased, it has become difficult for the seven 
regional branches of the ESJ to maintain a rotation of the Annual Meeting 
among the different regions of Japan. In addition, as the cost of venues varies 
among regions, the participation fee of Annual Meetings also varies. Which of 
the following options do you think is the most preferable in case that the 
venues for the Annual Meetings are fixed?)669 件の回答

Q17 今後の生態学会大会について要望があればお書き下さい[任意] (Please tell 
us your requests, if any, for future ESJ Annual Meetings [optional].206 件の回答

別紙参照 

毎年同じ会場（都市）で大会を開催す
る (That the Annual Meeting is held at 

a fixed venue [city] every year)
5%

２〜４箇所の固定会場
（都市）を決めて、ロー
テーションで大会を開催

する (That the Annual
Meeting is held in

rotation at two-to-four
fixed venues [cities])

61%

地区持ち回りで行う
（現状通り）(That 
the Annual Meeting 
is held in rotation at 

the seven regions 
[same as usual])

26%

わからない (No idea)
8%



属性 Attributes 
最後にあなたの属性について、お聞かせ下さい (Finally, please tell us about 
yourself) 
Q18 会員種別等 (Membership type669 件の回答

Q19 所属機関 (Affiliation)669 件の回答

学部学生 (I am an 
undergraduate student)

4%

大学院生 (I am a 
graduate student)

28%

ポスドク、有期雇用研
究員・職員 (I am a 

postdoctoral 
researcher)

12%

一般会員 [学校教員、常勤
研究員、財団職員、会社員
等] (I am a regular member 
[school teacher, full-time 

researcher, foundation 
staff, company employee, 

etc.])
56%

回答しない (I prefer not 
to answer)

0%

大学 (University)
71%

公的な研究機関・博
物館 (Public 

research institutions 
and museums)

17%

官公庁 [行政機]）
(Government and 

public offices 
[administrative 

agencies])
3%

民間企業
(Company)

5%

NPO団体・自営業 (NPO 
organizations, self-employed)

2%

回答しない (I 
prefer not to 

answer)
2%



Q20 ジェンダー (Gender)669 件の回答

Q21 生態学会大会の参加回数 (How many times have you attended to the 
ESJ Annual Meetings?)669 件の回答

男性 (Male)
66%

女性
(Female)

30%

回答しない (I prefer not to answer)
4%

初めて (One time)
12%

5回以下 (Less 
than 5 times)

29%

10回以下 (Less than 10 times)
21%

20回以下 (Less 
than 20 times)

26%

21回以上 (Over 21 times)
12%




