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Ｑ101

申込み・参加料

Ｑ．研究大会への申込み方法と参加料について教えてください。
Ａ ． 事 前 の お 申 込 み は 不 要 で 、 参 加 料 は 無 料 で す 。 な お 、 研 究 大 会 は 、 CPE ONLINE
（https://secure.cpe.jicpa.or.jp/）にログインしなければ当日の視聴や研究発表テキス
トの事前入手ができません。大会前日までに、ログインできることをご確認ください。
（CPE
ONLINE へのログイン等については、Ｑ201～Ｑ203 をご参照ください。
）
Ｑ102

研究大会画面への移動

Ｑ．CPE ONLINE にログインした後、研究大会当日は、どこから研究大会画面に移動することがで
きますか？
Ａ．CPE ONLINE ホームページ（https://secure.cpe.jicpa.or.jp）の「第 41 回オンライン研究
大会」のバナーをクリックすると、研究大会の特設案内サイトに移動します。その右上のピ
ンクのボタン「当日参加」をクリックすると、研究大会を視聴する「room 選択」の画面が現
れますので、視聴したい room を選択して「入室はこちら」のボタンをクリックしてくださ
い。また、詳しい参加方法は、オンライン研究大会特設案内サイトの「参加及び CPE 単位申
告方法」をご覧ください
Ｑ103

研究大会の視聴ソフト

Ｑ．研究大会を視聴するソフトウェアの名称とダウンロードの方法を教えてください。
Ａ．Ｑ102 で移動した「room 選択画面」で視聴したい room（A,B,C,D のいずれか）を選択すると、
研究大会を視聴することができます。研究大会の配信ソフトウェアは、
「Zoom Webinar」を使
用いたします。ご自身の所属している法人や会社によっては、パソコンのセキュリティによ
り zoom に入ることができない場合がございます。セキュリティにより入れない場合は、個
人用のパソコンやタブレット、スマートフォンから視聴可能です。
Ｑ104

研究大会の配布テキスト・資料

Ｑ．配布テキスト・資料はどこで、いつから見ることができますか？
Ａ．テキストまたは資料が用意されているプログラムは、Ｑ102 で移動した room 選択画面に、
「資料ダウンロード」のボタンがありますので、クリックしてご覧ください。テキストまた
は資料は、大会の約 1 週間前から閲覧できる予定です。まだ閲覧できないプログラムは、
「資
料ダウンロード」のボタンをクリックしても反応がありません。なお、テキストや資料は、
講師・研究発表者の都合により大会前日までに一部が変更される可能性がありますので、ご
注意ください。
Ｑ105

研究大会への事前ログイン（テスト）

Ｑ．研究大会当日に視聴ページにログインできるか不安なのですが、前日までに確認することは
可能でしょうか。
Ａ．研究大会の特設案内サイトの右上ピンクのボタン「当日参加」をクリックして、Ｑ102 の「room
選択」画面が現れたら視聴が可能です。当日も同様に「当日参加」をクリックしてください。
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Ｑ106

room 選択ボタンが終日 4 つある理由

Ｑ．room 選択画面には、選択制ではないプログラムにおいても A,B,C,D のいずれかの room を選
択するようになっている理由を教えてください。
Ａ．研究大会では、いわばテレビのチャンネルが終日 4 つ用意されているとご理解ください。こ
のチャンネルが room です。午後の研究発表の前半・後半以外は、全チャンネル共通のプロ
グラムを配信していることになります。
Ｑ107 各 room の定員と入室開始時間
Ｑ．各 room には定員があるのでしょうか。また、入室開始時間を教えてください。
Ａ．各 room には、視聴できる人数に制限があり、先着順に入室できます。定員に達している間
は、新たに入室することができず、退室者が出たら入室が可能となります。選択した room が
定員に達している場合は、他の room を選択することも選択肢のひとつです。なお、各 room
には午前 9 時 30 分から入室が可能です。
Ｑ108

タブレットやスマートフォンでの視聴

Ｑ．タブレットやスマートフォンでも研究大会を視聴できますか？
また視聴に必要なソフトや指定のブラウザはありますか？
Ａ．パソコンのほかにタブレットやスマートフォンでもご視聴いただけます。視聴ページを開く
と、zoom アプリのダウンロードが促されます。
（zoom アプリをお持ちの方は zoom アプリが
開きます。
）そのまま指示に従い、zoom アプリをダウンロードしていただくことで、入室を
することが可能となります。また、zoom アプリをダウンロードしない方法として、ブラウザ
上でも視聴可能です。ブラウザについては、Google Chrome や Mozilla Firefox 等で視聴が
可能です。
Ｑ201

CPE ONLINE へのログイン

Ｑ．CPE ONLINE へのログイン方法を教えてください。
Ａ．CPE ONLINE のホームページ（https://secure.cpe.jicpa.or.jp/）で、①7 ケタの研修登録
番号と②パスワードを入力してください。
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Ｑ202

CPE ONLINE の初期登録

Ｑ．CPE ONLINE を初めて利用します。登録と留意点を教えてください。
Ａ．初めてご利用になる方は、電子申告の利用登録が必要となります。CPE ONLINE の電子申告の
登録（https://secure.cpe.jicpa.or.jp/entry/entry_form.php?t=1598612505）から必要事項を記入
し、「登録」ボタンをクリックしてください。
その後、登録したメールアドレスに、「登録完了」のメールが届き、CPE ONLINE が使用可能
となります。
「登録完了」のメールが届き、CPE ONLINE が使用可能となるのは翌日となる可
能性がございます。研究大会にご参加をされる方は 9 月 9 日までに上記 URL から CPE ONLINE
の登録をお願いいたします。
また、電子申告の利用登録をされた方は、その後 FAX を利用しての随時申告はできません。
Ｑ203

CPE ONLINE のパスワード（失念の場合）

Ｑ．CPE ONLINE のパスワードを忘れてしまいました。確認する方法を教えてください。
Ａ．CPE ONLINE のホームページ（https://secure.cpe.jicpa.or.jp/）の「パスワードを忘れた
方」をクリックし、
「パスワード再発行フォーム」に必要事項を入力し、
「再発行」をクリッ
クしてください。登録されているメールアドレス宛てにパスワード再登録用 URL を記載した
メールをお送りします。当該 URL より新パスワードをご登録ください。
Ｑ301

CPE 単位の認定

Ｑ．CPE 単位認定はどのように行われるのでしょうか？
Ａ．CPE 単位が付与される講演や研究発表において、各プログラムの開始前後の 10 分間および終
了前後の 10 分間にそれぞれ「受講開始登録」
「受講終了登録」の記録用の URL がチャット画
面に表示されます。この URL にアクセスし、
「受講開始登録」
「受講終了登録」ボタンを押し
てください。受講開始・終了記録され、CPE 単位が認定されます。
より具体的に、画像で説明した申告方法の手順が、研究大会の特設案内サイト「参加及び CPE
単位申告方法」にございますので、ご確認ください。
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Ｑ302

プログラム途中での入退室

Ｑ．プログラム途中での入退室には、CPE 単位が認定されないのでしょうか？
Ａ．CPE 単位は、各プログラムの開始時及び終了時にチャットに表示される URL をクリックまた
はタップすることにより認定されますが、同一時間に実施される研究発表については、下記
表のとおり単位が認定されます。
必ず「受講開始登録」
「受講終了登録」ボタンを押し忘れませんようお願いいたします。
パターン

（例）研究発表①-A

（例）研究発表①-B

認定される単位

受講開始登録

受講終了登録

受講開始登録

受講終了登録

１

〇

〇

－

－

２

〇

〇

〇

〇

３

〇

－

－

〇

４

〇

－

－

－

単位なし

５

－

〇

－

－

単位なし

Ｑ303

発表 A の単位
「協会活動への参加」
の単位
「協会活動への参加」
の単位

CPE 単位の登録確認

Ｑ．CPE 単位が登録されたことの確認はいつできますか？
Ａ．チャット画面に表示された URL から登録した場合は、概ね 3 週間後に CPE 単位が登録されま
す。CPE ONLINE の「電子申告」の画面からご確認ください。
Ｑ304

研修講師への質問

Ｑ．研修について記念講演者や研究発表者、コーディネーターに質問することはできますでしょ
うか？
Ａ．各研修には発表終了後に質疑応答の時間が設けられております。質疑応答の時間に入りまし
たら、チャットよりご質問をお送りいただければと存じます。時間の関係で、回答できる質
問数には限りがありますので、ご了承ください。
また、発表の終了時間によって、質疑応答は省略させていただく可能性がございますので、
ご了承ください。
Ｑ401

研究大会への会場参加

Ｑ．今回の研究大会に会場参加することはできるのでしょうか？
Ａ．今回の研究大会では、会員の皆様にご参加頂ける会場の用意がありません。
必ず、パソコン等からオンラインにてご視聴ください。なお、地域会によっては、研究大会
を中継ライブ配信により研修会場にて視聴して頂けるよう準備しているところがあります。
内容については、所属地域会からの案内をご覧いただくか、直接地域会にお問い合わせくだ
さい。また、監査法人等において、会議室で研究大会をモニター画面に投影し、
「集合型研修」
として実施していただくこともできます。こちらについては、所属の監査法人にお問い合わ
せください。
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Ｑ402

後日の視聴①

Ｑ．研究大会の当日は都合が悪く、参加できません。研究大会を後日視聴することはできるので
しょうか？
Ａ．研究大会の各プログラムは、後日 e ラーニング教材化する予定です。ただし、講師・研究発
表者の了解を得られたものに限ります
Ｑ403

後日の視聴②

Ｑ．研究大会当日に視聴したプログラムを、後日、再度視聴することはできるのでしょうか？
Ａ．e ラーニング教材化されれば、可能です。ただし、同一プログラムの CPE 単位は、一度のみ
認定されますのでご留意ください。
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