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第62回大気環境学会年会のお知らせ（第4報）

第62回大気環境学会年会は新型コロナウイルスの影響でオンラインで開催といたします。現時点で決まっている開催方法
については下記のとおりです。今後変更等が生じる場合は、年会ホームページに掲載するとともに、会員メールでご連絡いた
します。多数の会員のご参加をお待ちしています。

会期：  2021年9月15日（水）～9月17日（金） 
オンライン開催 
年会ホームページ： http://conference.wdc-jp.com/jsae/2021/

1.　年会参加および研究発表の流れ

流れ 期限など

1. 年会ホームページの「参加登録」から参加登録し参加費を支払う。

9/17（金）まで。ただし、8/20（金）までに参加
登録するとプログラム集を事前発送。参加費
の支払いは、郵便振替（8/20（金）まで）か
クレジットカード（9/17（金）まで）にて

2. 発表する場合、参加登録時に演題数も登録し、参加費とあわせて発表
申込金を支払う。年会ホームページ「一般発表の申込み」より指示に
従って申込む。

期限： 6月25日（金）

3. 年会ホームページ「一般発表の申込み」より指示に従って講演要旨原稿
を提出。 期限： 7月16日（金）

4. 年会開催期間中
 【登録者】オンライン発表に参加。HP上で講演要旨集（PDF）をダウン

ロードする。

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オンラインにて発表

3.　年会参加登録
3. 1　年会参加登録期間

2021年4月23日（金）～9月17日（金）
・ 年会当日でも参加登録は可能ですが、決済はクレジット
カードのみとなり、プログラム集は事後発送となります。

・ 郵便振替決済を希望される方およびプログラム集の事前
発送を希望される方は8月20日（金）までに参加登録を
お願いします。

3. 2　参加登録方法
・ 年会ホームページ「参加登録」の「参加登録はこちら」か
らご登録ください。
・ 会員の場合、参加登録に際して会員番号が必要です。会
員番号は、会費の請求書通知等でご確認いただくか、学
会事務局（jsae-post@bunken.co.jp）へお問い合わせく
ださい。
・ 参加登録の際には、プログラム集の送付先情報をご入力

いただきます。
・ 一般発表を申込まれる場合、参加登録時に申込件数を申
告いただき、一件につき2,000円の発表申込金を年会参
加費とあわせてお支払いいただきます。
・ 登録完了後、確認のメールが送信されますので内容をご
確認ください。

3. 3　参加費
左記の参加登録期間内に参加費のお支払いをお願いします。

参加費
正会員 7,500円
法人会員A 10,000円
法人会員B 7,500円／人
学生会員 3,500円
賛助会員 7,500円
名誉会員 無料（招待）
非会員 10,000円
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・ お支払いは、クレジットカード、郵便振替がご利用可能
です（詳細はホームページに掲載）。
・参加費にはプログラム集の代金が含まれています。
・ 請求書などが必要な場合には、本稿最後に記載の「第62
回大気環境学会年会ヘルプデスク」までお問い合わせく
ださい。

3. 4　参加費等の払込み後の取り消し
参加費を払込み後の取り消しはお受けできませんので、ご
了承ください。

3. 5　プログラム集、講演要旨集について
・ 参加登録者には、プログラム集（冊子体）を送付いたし
ます。
・ 8月20日（金）までに参加登録いただいた方には、年会
の開催に間に合うよう事前に送付いたします。これ以降
に参加登録いただいた場合には事後送付となります。
・ 講演要旨集は冊子体としては作成せずPDFファイルと
して作成します。参加登録者は、年会ホームページにお
いて講演要旨集のPDFファイルの閲覧、およびダウン
ロードをできるようにいたします。

4.　一般研究発表の申込み
4. 1　一般発表申込み期間

2021年4月23日（金）～6月25日（金）

4. 2　発表申込みの流れ
1. 発表申込み前に年会ホームページ「参加登録」より参

加登録を行ってください。
2. 参加登録の際に、一般発表の申込件数を申告いただ

き、一件につき2,000円の発表申込金を年会参加費と
あわせてお支払いいただきます。なお、発表申込金を
払い込み後の返金はお受けできませんのでご了承くだ
さい。

3. 参加登録完了後、以下のどちらかにより一般発表の申
込みを行ってください。

 ① 参加登録完了画面に表示される「発表申込」ボタン
から申込み。

 ② 参加登録完了後、①によりすぐに発表申込みをせ
ず、事後に年会ホームページ「一般発表の申込み」
内の「一般研究発表の申込み・講演要旨原稿の提出
はこちら」からログインした後、「新規発表申込」ボ
タンから申込み。

4. 3　申込み時の注意事項
・ 筆頭発表者および講演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
会ホームページで入会手続きを行ってから、発表申込み
をしてください。

・ 同一演者による一般研究発表は3題まで（ただし、その
うち口頭発表は1題）といたします。なお、特別集会、
分科会などはこの数に含みません。
・ 発表申込みは、必ず共同発表者全員の了承を得てから
行ってください。なお、発表内容に問題があると判断さ
れた場合には申込みを受理しません。

4. 4　発表の種類
発表形式は以下の2種類です。
①口頭発表　　　　　Zoomウェビナー形式（予定）
②ポスター発表　　　 ポスターのPDFファイルを年会

ポータルサイト内に掲示
　・ ポスター発表の質疑応答には専用の質疑応答チャット

システムを用い、年会1日目の午後にはライブ質疑の
時間を設けます。

　・ ポスター発表では若手研究者・学生の希望者を対象に
優れた発表を表彰する予定です。

4. 5　発表申込み時の入力項目
発表形式
 口頭発表　または　ポスター発表　を選択
ポスター賞審査
  ポスター発表を申込みの学生・若手研究者は、審査希望
の有無を選択
発表部門
  下記の発表部門・分類一覧の中から、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
発表題目
 発表のタイトルを和文および英文で入力
キーワード
 発表分類のためのキーワードを3～4つ入力
要旨
  発表分類のため、研究目的、方法、結果等を含んだ要旨
を200字以内で記入
所属機関名
  発表者および連名者全員の所属機関名を和文または英文
で入力
発表者および連名者情報
  発表者および連名者全員の氏名を漢字、フリガナ、ロー
マ字で入力し、所属をリストより選択

※発表部門・分類一覧
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 その他大気汚染物質
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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　 分野横断的・ 
危機的課題

7-1 気候変動と緩和・適応
7-2 COVID-19等感染症

8　その他 8-1 その他

4. 6　講演要旨原稿の提出
発表申込み後に講演要旨を提出していただきます。
提出期限：

2021年7月16日（金）
提出方法：
・ 年会ホームページ「一般発表の申込み」内の「一般研究
発表の申込み・講演要旨原稿の提出はこちら」からログ
インした後、「要旨提出」ボタンから提出してください。
・年会ホームページでのみ原稿を受付けます。
・ 期限を過ぎて提出された原稿は受付けません。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。

4. 7　講演要旨原稿作成・提出方法
1.　要旨原稿作成
 　年会ホームページより「原稿作成用テンプレート」
（Word形式）をダウンロードするか、右図を参考に作成し
てください。

 　ページ数の上限は、一般研究発表1ページ、特別集会4
ページといたします。特別集会の詳細については各企画責
任者に問い合わせてください。

2.　原稿をPDFファイルに変換
・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ください。事務局では内容
のチェックをしません。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。

3.　原稿提出・修正
① 年会ホームページ「一般発表の申込み」内の「一般研究
発表の申込み・講演要旨原稿の提出はこちら」からログ
インした後、「要旨提出」ボタンからPDFに変換した発
表要旨原稿をアップロードしてください。
② 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と同じ操作で、修正したPDF
ファイルをアップロードしてください。
③ 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、登録した発表題目等もそれに合わせて修正してく
ださい。「一般研究発表の申込み・講演要旨原稿の提出
はこちら」からログインした後、発表申込の「修正」ボ
タンから修正することができます。なお、発表申込み期
限である6月25日以降は、プログラム編成上、要旨原稿
の入れ替え以外の発表題目や発表者名等の変更は原則と
して受付けませんのでご注意ください。

【参加登録および発表申込みに関するお問い合わせ先】
 株式会社国際文献社　第62回大気環境学会年会ヘルプデ
スク
E-mail: jsae-desk@bunken.co.jp
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