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2017.9.1 改訂 

（一社）日本鉄鋼協会 
 

PC プロジェクター発表要領 
 

発表者各位には下記事項の確認・対応をお願い申し上げます。 

 

１. 事前に発表者にご準備いただくもの 

① 発表用 PC： 発表は発表者自身の PC で行っていただきますので、必ずご持参下さい。会場では PC の貸し出し

は行っておりません。 

② 変換コネクター： Apple 社の製品や HDMI 端子のみの PC をご使用の場合は、そのままでは会場の液晶プロジェ

クターに接続出来ません。PC 発表者ご自身で変換コネクターをご用意下さい。 

 

２．会場に用意されている機材 

① 液晶プロジェクター： 会場となる大学の備品を使用します。PC との接続は VGA ケーブルをご用意します（コネク

タの形状は Mini D-sub15pin）。 

② 小～中規模の会場にはマイクの用意はございません。また、事務局で音声信号を増幅する機材を別途用意する

ことはいたしません。 

※ PC 切替機は、２０１７年秋季講演大会より設置を中止します。 

 

接続イメージ（第 174 回秋季講演大会の場合） 

Min i D-sub

15pin

Min i D-sub

15pin

操作パネル

入

力

切

替

RGB

1

RGB

2

 

 

★操作パネル（教卓）の例 

 

会場１２（Ｅ３１０）のみ、プロジェクター入力端子は１つだけですのでご注意下さい 

 

３．発表前の準備 

① 発表前の休憩時間に、液晶プロジェクターとの接続方法を必ずご確認下さい。操作について不明な点がある場

合は、会場担当スタッフ（黄色の腕章を着用）にご相談下さい。なお、PC 試写室の用意はございません。 

② 本大会の講演会場は、大学の一般的な講義室を使用します。各会場にはコンセントの数が十分にはございませ

ん。発表用 PC は事前に十分な充電をお願いします。 

【ご連絡】 

２０１７年秋季講演大会より、ＰＣ切替機の設置

を中止します。 

第１７４回秋季講演大会（北海道大学・高等教育

推進機構）に関しては、会場１２（Ｅ３１０）以外の講

演会場にはプロジェクター入力端子が２つございま

すので、同時に２人まで接続することが可能です。 

終了後は速やかに次の発表者と交代していただ

きますよう、ご協力よろしくお願いいたします。 
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４．機材使用時の注意点 

① PC の起動や操作を含むトラブル対応等は、発表者自身でお願います。 

② 電源が自動的に落ちないよう、事前に「省エネルギー」や「スクリーンセーバー」の設定解除をして下さい。起動時

（およびスリープ状態からの回復時）のロスタイムは、発表時間に含めることとします。 

③ ノート PC のディスプレイサイズはＸGA（1024×768）に設定して下さい。 

④ PC によっては接続後に映像信号出力先を切替える必要があります。プロジェクターに投写されない場合は、映

像信号出力先の変更（Fn+F3,F4,F5 等）をお試し下さい。 

⑤ PC に合わせてプロジェクターの設定を変更しないで下さい。他の PC で写らなくなる等の大きなトラブルが発生し、

後続の発表に支障が出る可能性があります。 

⑥ PC およびその電源ケーブルや変換コネクタ―などは発表者ご自身で管理して下さい。事務局は破損・紛失・盗

難の責任は一切負いません。 

 

５．発表終了後の注意点 

発表終了後は、すみやかに次の発表者と交代して下さい。 

 

以上 

 



Oral presentation guidelines with a PC projector in ISIJ Meeting 
2017.9 

 

Announcement 
ISIJ decided not to prepare a PC in a session room. 
Please bring your own PC that charges it enough. 

 
 
The following instructions are applied to the ISIJ Meeting. 
You are strictly requested to prepare your presentation following the environment listed below: 

 

1．PC projector is prepared in the room for your presentation. 
 （Note: Overhead projector is not prepared） 

2．PC is not prepared in the room. 

3．You can check your presentation in PC in the PC preview room.                     
If you plan to play video files or to use non-MS windows power point files, we strongly recommend        
you to check these files can be visible correctly beforehand in the PC preview room. 

4．A PC projector system we prepare is as follows: 
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Following is the request for the preparation of the day; 

5． Please protect your own PC and PC data.                                                     
ISIJ cannot take any responsibility for broken, lost or stolen items. 

6． Please connect your PC to the selector of the projector on the console panel at the top surface of the 
desk just before your presentation.  Also, before starting the session that you will present your paper, 
you should ensure that your PC and projector is working correctly during the break. 

   Display size of your PC should be in XGA(1024＊768).                          
Connector is Mini D-sub 15 pins in 3 rows.  Please check the connector of electric source of your 
PC, because a connector made in foreign country sometimes differs from Japanese one. 
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