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◆◆◆◆◆◆◆大気環境学会ニュース◆◆◆◆◆◆◆

第61回大気環境学会年会のお知らせ（第5報）

第61回大気環境学会年会を下記のとおり誌上開催します。

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、事前払込期間終了後：正会員、賛助会員、法人会員B 6,000円、学
生会員3,000円）。

・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。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.　年会参加および研究発表の流れ

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。 期限： 6月26日（金）17 : 00（終了しました）

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： 7月17日（金）

4. 参加費、演題登録費を払い込む。 事前払込（割引）期限： 8月7日（金） 
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）
特別集会、分科会、一般研究発表は誌上発表
誌上発表に加えて自主的にオンライン形式で開催される特別集会・分科会もあります。詳細は5. 特別集会・分科会のほか年

会ホームページもご確認下さい。

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　年会参加費および事前払込割引（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
行振込みでお支払い下さい。

参加費
事前払込 事前払込期間終了後

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 無料
非会員 ¥7,500 ¥8,000
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3. 3　参加費等払込み後の取り消し
参加費、演題登録費を払込み後の取り消しは、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。

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発表申込み金
a. 演題登録期限： 2020年6月26日（金）（終了しました）
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「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
5.1　特別集会

タイトル 担当者（所属）

1 気候変動の影響と自治体の対策について 栗林　正俊（長野県環境保全研究所）

2 HOxラジカルが駆動する酸化反応により揮発性炭化水素から生成される
エアロゾル

梶井　克純（京都大学、国立環境研究所）
村野　健太郎（京都大学）

5.2　分科会
分科会 テーマ 担当者（所属）

1 酸性雨分科会 山岳・高山地域における湿性沈着・乾性沈着の
調査・研究

山口　高志（北海道立総合研究機構　エネル
ギー・環境・地質研究所）

2 環境大気モニタリング
分科会 2020東京オリンピックと大気環境 齊藤　伸治（（公財）東京都環境公社東京都環

境科学研究所）
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3 都市大気エアロゾル分
科会 大気エアロゾルの粒径を改めて考える 長谷川就一（埼玉県環境科学国際センター）

4 大気環境モデリング分
科会

2020年船舶燃料油硫黄分の規制強化から期待
される大気質改善効果 櫻井　達也（明星大学　理工学部）

5 室内環境分科会 新型コロナウイルスの感染対策と室内環境 青柳　玲児（（株）ガステック）

6 臭気環境分科会 臭気対策行政の最新動向 樋口　隆哉（山口大学大学院創成科学研究科）

7 健康影響分科会 大気環境と感染症 伊藤　剛（（一財）日本自動車研究所）

8 放射性物質動態分科会 東京電力福島第一原子力発電所事故による大気
環境汚染のこれまでとこれから 渡邊　明（気候変動研究所）

5.3　オンライン開催について
特別集会・分科会では、誌上開催に加えてオンラインでの開催も歓迎します。ただし、開催の設定や当日の運営は世話人で
ご手配下さい。実行委員会では、下記の例にあるような開催の情報を参加者に提供するのみとします。現在までにお知らせい
ただいている情報は次のとおりです。

1.　酸性雨分科会
Zoomを使用したオンライン形式で実施します。ご参加よろしくお願いします。

https://zoom.us/j/98650084259?pwd=TEFxNTRXVlg2MXY0OENPeTRDaWlFZz09
ミーティングID： 986 5008 4259／パスワード： 248016

1）テーマ　山岳・高山地域における湿性沈着・乾性沈着の調査・研究
2）開催日時　2020年9月16日（水） 15 : 00～17 : 00
3）内容
標高が高い地域における湿性沈着・乾性沈着調査・研究に焦点をあてた研究者による発表を行う。
標高が高い地点での観測には特有の苦労や工夫があり、それらも含め、気象要素等も踏まえた調査・研究の成果をご講演い
ただき、互いの研究者が情報共有と今後の研究の発展を議論する場として分科会を開催する。
4）講演者
・大河内　博 先生（早稲田大学）
・渡辺　幸一 先生（富山県立大学）
・佐藤　啓市 先生（アジア大気汚染研究センター）

6.　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（株）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
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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
考に作成して下さい。
・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下さい。
・Adobe Acrobat等でPDFファイルに変換して下さい。
・PDF変換の際には、フォントの埋め込みを行って下

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
注意下さい。

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26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、お手続き下さい。

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下さい。


