第 61 回大気環境学会年会のお知らせ（第 4 報）
第 61 回大気環境学会年会は、長野県松本市での年会開催に向けて準備を進めておりました
が、新型コロナウイルスの感染拡大により、誌上開催とすることを決定しました。
誌上開催にあたり、現時点で決まっている開催方法について示しますが、今後変更等が生じ
る場合は、遅滞なく年会 HP で発表しますので、ご確認ください。
会期（講演要旨集 PDF ファイルのダウンロード可能期間）
：2020 年 9 月 14 日（月）～10 月 4 日（日）
誌上開催
年会ホームページ：https://sec.tobutoptours.co.jp/2020/61jsae_matsumoto/
【注意点】


例年通り、事前払込期間終了後の参加費は高くなりますので、事前払込（期限：8 月 7 日）
をお勧めします（事前払込:正会員、賛助会員、法人会員 B 5,000 円、学生会員 2,500 円、
当日支払: 正会員、賛助会員、法人会員 B 6,000 円、学生会員 3,000 円）。



事前参加登録者には年会ホームページから講演要旨集の PDF ファイルをダウンロードで
きるようにします。また、今回の年会では誌上開催の形式をとるため、冊子体の講演要
旨集やプログラム集は配付しません。なお、法人会員 B および賛助会員へは、講演要旨
集 CD を配付します。



会員の参加申し込みには会員番号が必要です。会員番号のお問い合わせは、学会事務局
本部へメールにてお願いいたします。学会事務局本部：jsae-post@bunken.co.jp

1. 年会参加及び研究発表の流れ
流れ

期限など

1.年会ホームページから参加登録ページへアクセスし、
参加登録する。
2. 発表する場合、年会ホームページ「一般研究発表」の
ページより指示に従って申込む。
3. 「一般研究発表」のページより指示に従って講演要旨
原稿を提出。

期限：6 月 12 日（金）

期限：7 月 17 日（金）
事前払込(割引)期限：8 月 7 日 （金）

4.参加費、演題登録費を払い込む。

8 月 8 日（土）以降：参加費が高額になり
ます。

5.年会開催期間中
【登録者】HP 上で講演要旨集（pdf）をダウンロードする。メールでパスワードを受け取る。

2. プログラム（予定）
シンポジウム、特別集会、分科会、一般研究発表は全て誌上発表

3. 年会参加登録
3.1. 年会参加登録方法
年会ホームページからの参加登録とします。登録後に確認のメールが自動送信されますので内容
をご確認下さい。

3.2. 年会参加費及び事前払込割引（期限 8 月 7 日(金)）
事前払込期間終了後の参加費はより高額になりますので、できるだけ事前払込(期限：8 月 7 日)
をお願いします。年会ホームページの案内に従って、クレジットカード、または銀行振込でお支払
い下さい。
参加費
事前払込期間

事前払込

終了後

正会員

¥5,000

¥6,000

法人会員 A

¥7,500

¥8,000

法人会員 B

¥5,000／人

¥6,000／人

学生会員

¥2,500

¥3,000

賛助会員

¥5,000／人

¥6,000／人

名誉会員
非会員

無料
¥7,500

¥8,000

3.3. 参加費等の払込み後の取り消し
参加費、演題登録費を払込後の取り消しは、受け付けできませんので、ご了承下さい。

3.4. 講演要旨集（PDF ファイル）について
参加登録者は、年会ホームページで講演要旨集の PDF ファイルをダウンロードできるようにし
ます。ダウンロード期間は、会期とした 2020 年 9 月 14 日（月）～10 月 4 日（日）です。

3.5. 個人情報の取り扱いについて
参加登録者から取得した個人情報は、年会の運営に係わる適正な利用範囲（事務局からの問い合
わせ、補助金申請のための名簿作成等）に限り使用し、他にご本人の同意なく第三者に提供するこ
とはありません。

4. 一般研究発表の申込み
4.1. 発表の種類
発表形式は講演要旨集の誌上発表のみです。

4.2. 申込み方法
年会ホームページからの申込みとします。まず、3.1 に従って参加登録を行ってから、一般研究
発表の申込みを行って下さい。演題登録費（演題 1 題につき 2,000 円）は参加費とともに払い込ん
で下さい。なお、特別集会および分科会の発表申込み金は不要です。
申込みの際に入力していただく項目及び発表部門は、
「6. 研究発表の申込み時の入力項目及び発
表部門」を参照してください。

4.3. 申込み時の注意事項
a.

筆頭発表者は会員に限ります(共同発表者は非会員でも構いません)。未入会の方は、大気環
境学会ホームページ( http://www.jsae-net.org )で入会手続きを行ってから、申込みをして下
さい。

b.

筆頭発表者による一般研究発表は、3 題以下とします。複数の発表がある場合には、希望す
る発表順序を必ず入力して下さい。なお、特別集会、分科会などはこの数に含みません。

c.

英文題名は修正・訂正していただくことがあります。

d.

発表申込みは、必ず共同発表者全員の了承を得てから行って下さい。

e.

一般研究発表の要旨につきましては、事前に委員会で審査を行います。要旨の内容が大気環
境学会年会発表として委員会が不適切と判断した場合には不採択とし、委員会から投稿者に
対して理由を附して 8 月 15 日（土）までに不採択となった旨を通知します。この場合、演
題登録費は返却しません。

4.4. 演題登録期限および演題登録費
a.

演題登録期限：2020 年 6 月 12 日（金）

b.

演題登録費：演題 1 題につき 2,000 円を、参加登録後に演題登録を行ってから、年会参加費
とともに払い込んで下さい。払込み後の返金はできませんので、ご了承下さい。

4.5. 講演要旨原稿の提出
提出期限：2020 年 7 月 17 日（金）
提出方法：年会ホームページ「一般研究発表」のページより指示に従ってご提出下さい。
a.

年会ホームページでのみ原稿を受付けます。

b.

期限を過ぎて提出された原稿は受け付けません。

c.

原稿作成の詳細については後述の「講演要旨原稿作成・提出の手引き」をご覧下さい。

d.

大気環境学会年会講演要旨集に掲載された講演要旨の著作権は、（公社）大気環境学会著作
権ポリシーに基づき、公益社団法人大気環境学会に属します。

5. 特別集会・分科会企画の公募
特別集会と分科会は一つのカテゴリーとして、企画を公募します。開催を希望される場合は、下
記の「5.1.特別集会・分科会概要」に示す内容を、メールで以下のアドレスまでお送り下さい。
申込み期限：2020 年 5 月 29 日（金）
申込み先：第 61 回大気環境学会年会事務局
Email: jsae61@shinshu-u.ac.jp

5.1. 特別集会・分科会概要
a.

タイトル（特別集会、分科会の別を入力のこと）
分科会のテーマに関係が深い内容は、特別集会ではなく分科会での申請をお願いいたします。

b.

趣旨・内容（200 字程度）

c.

発表者の氏名・所属と希望時間

d.

企画責任者の氏名・連絡先(所属機関・部署名、住所、電話及び FAX 番号、メールアドレス)

5.2. 企画の採否と内容の決定、演題・要旨の提出
年会実行委員会で企画の採否を決定し、企画責任者へ通知します。演題と講演要旨原稿は、一般
研究発表と同様に年会ホームページを通して提出していただきます。なお、特別集会、分科会の演
題については演題登録費は不要です。

6. 研究発表の申込み時の入力項目及び発表部門
一般研究発表を申込む際に入力いただく項目は以下のとおりです。
（特別集会、分科会については企画責任者が全演題をとりまとめ、後日お送りする指定の様式で
事務局にお送りください。
）
【筆頭発表者情報】
a.

氏名（漢字、ローマ字）

b.

会員番号

c.

会員種別：正会員、学生会員、法人会員 A、法人会員 B、賛助会員、名誉会員

d.

所属機関名（和文・英文）

e.

年会参加登録番号

f.

電子メールアドレス

g.

電話番号

h.

申し込みサイトのパスワード

【発表者情報】
a.

所属機関名（和文・英文）

b.

共同発表者の氏名（漢字、ローマ字）

c.

講演要旨掲載順

【発表部門】
a.

希望発表分類：発表部門・分類一覧の中から、発表を希望する部門・分類を第 1 希望は必ず、
必要に応じて第 3 希望まで選択して下さい。

b.

関連発表順序：複数の関連した内容の発表を続けて行いたい場合は、備考欄に、関連発表の
発表者氏名（または ID）と演題名を入力し、ご自分の発表との順序を入力して下さい。

【演題名と講演要旨】
a. 演題名（和文）
b. 演題名（英文）
c. 発表分類のための要旨：研究目的、方法、結果等を 200 字以内で記入
d. 発表分類のためのキーワード（3～4 個）
e. 講演要旨（研究発表の申込み時は不要ですが、7 月 17 日（金）までに提出してください。
）

発表部門・分類一覧(予定)

1 大気汚染物質

1-1 光化学オキシダント
1-2 VOC
1-3 粒子状物質１（分析・測定手法）
1-4 粒子状物質２（現象解明・事例解析）
1-5 酸性雨
1-6 放射性物質
1-7 有害化学物質
1-8 その他

２

環境動態

2-1 室内環境
2-2 沿道環境
2-3 都市・地域汚染
2-4 東アジア

2-5 地球環境
３

影響

3-1 植物影響
3-2 材料・文化財影響
3-3 臭気
3-4 動物影響・毒性評価
3-5 疫学・リスク評価

４

発生源

4-1 移動発生源
4-2 固定発生源
4-3 排出インベントリ
4-4 排出規制・抑制技術・コベネフィット

５

輸送・反応・沈着

5-1 輸送・拡散
5-2 反応
5-3 沈着

６

手法開発

6-1 測定技術（一般）
6-2 数値解析・モデリング

７

その他

7-1 環境社会科学・環境学習
7-2 その他

7. 問い合わせ先など
年会に関する情報は、逐次「大気環境学会誌」の大気環境学会ニュース欄でお知らせするととも
に、最新情報は随時年会ホームページに掲載します。不明な点については下記までお問い合わせ下
さい。
【年会ホームページアドレス】https://sec.tobutoptours.co.jp/2020/61jsae_matsumoto/

【第 61 回大気環境学会年会に関するお問い合わせ先】
信州大学 医学部 衛生学公衆衛生学教室
第 61 回大気環境学会年会事務局
〒390-8621 長野県松本市旭 3-1-1
TEL：0263-37-2622
FAX：0263-37-3499
Email: jsae61@shinshu-u.ac.jp
【参加登録に関するお問い合わせ先】
東武トップツアーズ㈱ 事業開発推進部
〒160-0023 東京都新宿区西新宿 7-5-25 西新宿プライムスクエア 16 階

TEL：03-5348-2703
FAX：03-5348-2704
Email：61jsae_matsumoto@tobutoptours.co.jp
受付時間：平日 9:30～17:30 土日・祝日休業

要旨原稿作成・提出の手引き
1.

はじめに
講演要旨原稿の提出は、年会ホームページでのみ受け付けます。年会ホームページ内の『演
題登録・講演要旨提出』にある原稿作成用テンプレート（Word 形式）をダウンロードして PDF
ファイルを作成し、同じくホームページから PDF ファイルをアップロードして下さい。原稿
がアップロードできない等の不都合がある場合は、年会ホームページの「参加登録に関するお
問い合わせ先」までご連絡下さい。

2.

本文作成および原稿アップロード方法
2.1

本文作成
① 年会ホームページより『演題登録・講演要旨提出』へアクセスして下さい。
② 「原稿作成用テンプレート」をクリックすると、ダウンロードできます。
③ テンプレートをダウンロードできない場合は、下記を参考に作成してください。


上に 25 mm、下に 20 mm、左右に 20 mm ずつ余白をとり、この範囲内に原稿
を横書きで書いて下さい。



所定の位置に講演題目、名前、所属を記入して下さい。発表者の所属が異なる
場合には、名前と所属の右肩に上付きで 1)や 2)の印をつけて、対応がわかるよ
うにして下さい。



フォントは講演題目はゴシック 12 ポイント、講演題目以外は明朝 10 ポイント
にして下さい。

④ ページの上限は、一般研究発表 1 ページ、特別集会 4 ページ、分科会 2 ページとし
ます。特別集会、分科会の詳細については各企画責任者に問い合わせて下さい。
⑤ 原稿を PDF ファイルに変換してください。


Adobe Acrobat 等で PDF ファイルに変換してください。



PDF 変換の際には、フォントの埋め込みを行ってください。



必ず PDF ファイルを出力して、文字化け、画像の乱れ等がないかご自身で確か
めて下さい。画像の乱れや文字化けなどがそのまま講演要旨集に残りますので
ご注意ください。

2.2

原稿提出・修正
① 年会ホームページにて PDF ファイルの提出


年会ホームページより、
『学会申込みサイト』にアクセスし、申込み時に発行さ
れた ID、パスワードを入力後、案内に従って『演題登録・講演要旨提出』より
アップロードして下さい。

② 提出原稿の修正


いったん提出した原稿をオンラインで修正することはできません。ただし提出
期限内であれば、原稿全体を入れ替えることは可能です。①と同様に、
『演題登
録・講演要旨提出』より修正した PDF ファイルをアップロードして下さい。



原稿を入れ替える際に演題名や発表者名等を変更した場合は、
『学会申込みサイ
ト』上で登録した演題名等もそれに合わせて修正して下さい。なお、発表申込
み期限である 6 月 12 日以降は、プログラム編成上、要旨原稿の入れ替え以外
の演題名や発表者名等の変更は原則として受け付けませんのでご注意下さい。

以上、詳しくはホームページに記載されている事項をよくお読みの上、お手続きください。
3.

講演要旨原稿提出期限：2020 年 7 月 17 日（金）
期限までに提出されなかった場合は、講演要旨集に掲載できませんのでご了承ください。

