2022 年 一般社団法人日本エネルギー学会創立 100 年

第 17 回バイオマス科学会議 オンライン開催案内
―開催のお知らせと参加者募集・広告募集―
主 催： 日本エネルギー学会 バイオマス部会
協 賛： アルコール協会，エネルギー・資源学会，化学工学会，紙パルプ技術協会，触媒学会，新エネルギー財団，
森林バイオマス利用学会，森林利用学会，石油学会，日本ガス協会，日本機械学会，日本下水道協会，日本森林学会，
日本太陽エネルギー学会，日本木材加工技術協会，日本木材学会，日本有機資源協会，農業農村工学会，
バイオインダストリー協会，バイオマス利用研究会，廃棄物資源循環学会，木質バイオマス利用研究会
2021 年４月，日本政府は 2030 年度の温室効果ガスの排出削減目標を，それまでの 2013 年度比 26％減から同 46％減に大幅
に引き上げました。この目標を実現するためには，これまで以上にエネルギー・マテリアルとしての化石燃料消費量を削減しなけ
ればならないため，持続可能なバイオマス資源の有効利用はさらに重要度が増したと考えられます。
第 17 回バイオマス科学会議は，新型コロナウィルスの全国的な感染拡大が未だに収束する見込みがたっていないため，2022 年
１月 19，20 日にオンラインにて開催いたします。是非皆様のご参加を賜り，活発にご質疑・ご討論いただけましたら幸いです。
１月 21 日には，
第９回アジアバイオマス科学会議
（国際会議）
がオンライン開催されます。あわせて参加申込をお待ちしております。
また日本エネルギー学会は 2022 年に創立 100 周年を迎えることから，
当部会は 100 周年のテーマとして
「100 年前の薪炭から現在，
100 年後のバイオマス」を掲げて各種行事を開催します。バイオマス科学会議では，
パネル討論会及び特別講演を予定しております。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
●第 17 回バイオマス科学会議ホームページ：https://www.jie.or.jp/publics/index/810/
●日 時： 2022 年１月 19 日（水）
，20 日（木）
※ 2022 年１月 21 日（金）
：第９回アジアバイオマス科学会議（国際会議）
（https://www.jie.or.jp/publics/index/805/）
●オンライン開催ツール：ZOOM（予定）
。参加要領は，別途ホームページ等でお知らせ致します。
●開催方法：オンライン。
●スケジュール概要：詳細はホームページをご覧下さい。
月日
1 月 19 日

時間
9:30 ～ 9:35
9:35 ～ 10:55
11:05 ～ 12:09
12:15 ～ 12:30
12:30 ～ 13:30
13:30 ～ 14:30
14:40 ～ 16:50

1 月 20 日

10:00 ～ 10:48
11:00 ～ 11:48
11:48 ～ 13:00
13:00 ～ 14:04
14:15 ～ 14:47
14:50 ～ 15:10

●使用言語：日本語，英語
●交流会・テクニカルツアー : 中止

内容
開会挨拶
口頭セッション 1
口頭セッション 2
ポスターアピールタイム
昼休み
ポスターセッション
100 周年記念事業
基調講演，パネル討論会
口頭セッション 3
口頭セッション 4
昼休み
口頭セッション 5
口頭セッション 6
閉会式

●参加募集要領
◇参加のお申込
聴講者の参加申込期限：
【早割】11 月 19 日（金）
，
【通常】12 月 24 日（金）
◇参加費：
日本エネルギー学会の会員か
参加申込区分
【発表者】
発表者 申込期限：締め切りました

当会正会員

会員

当会シニア・

非会員
協賛団体会員

非会員

非会員学生

（消費税込）

（消費税込）

（消費税込）

7,000

12,000

18,000

8,000

10,000

7,000

12,000

18,000

8,000

12,000

9,000

14,000

20,000

10,000

維持会員企業の

学生会員

社員（不課税）

（不課税）

10,000

支払期限：12 月 15 日（水）
【早割】
申込期限：11 月 19 日（金）
支払期限：12 月 15 日（水）
聴講者
【通常】
申込期限：12 月 24 日（金）
支払期限：1 月 5 日（水）
※ 正会員・シニア会員・学生会員，および維持会員企業の社員は不課税，左記以外（協賛団体の会員も含む）は消費税 10％込
みとなります。
※ バイオマス部会員であっても日本エネルギー学会の会員でない場合，非会員の価格となります。
※ 協賛団体は本会告の上部に記載しておりますので，ご確認ください。
※ 参加申込区分としては【発表者】と聴講者（発表者以外の参加者）については【早割】
，
【通常】がございます。下記記載事項
をご確認の上，お申込みをお願い致します。
※ 今回は当日の受付はございません。
【早 割】
： 11 月 19 日（金）までにホームページよりお申し込みください。お支払方法はコンビニでの払込みのみとなります。
コンビニ払込取扱票を郵送致しますので，12 月 15 日（水）までにお支払い下さい。期日までのお支払いが確認でき
ない場合，お申込はキャンセルされたものとみなしますのであらかじめご了承ください。コンビニ払込取扱票に記載
の請求書は税務上の請求書として認められておりますので，別途請求書は発行致しません。払込時にコンビニで発行
される受領証は領収書としてご利用頂けますので，原則として領収書を発行致しません。
（コンビニ払込取扱票のサン
プルはホームページでご確認頂けます。
）
【通 常】
： 12 月 24 日（金）までにホームページよりお申込み下さい。お支払い方法は銀行振込みのみとなります。1 月 5 日（水）
までに指定の銀行口座にお振込みください。期日までのお支払いが確認できない場合，お申込はキャンセルされたも
のとみなしますのであらかじめご了承ください。請求書，領収書は事前のお申し出によりを発行致しますので，参加
申込フォームにご入力ください。請求書は受付後，郵送致します。また，領収書は後日郵送致します。
●支払方法：
【早割】
：コンビニ払込取扱票指定のコンビニエンスストアでお支払いください。お支払期限は 12 月 15 日（水）です。お支払期
限を過ぎますとコンビニ払込取扱票は無効となり，お支払いはできなくなりますのでご注意ください。
【通常】
：期日までに以下の口座にお振込みください。お支払期限は 1 月 5 日（水）です。
ゆうちょ銀行 振替口座
00170-9-55504
三菱 UFJ 銀行 神田駅前支店 （普）1772623
三井住友銀行 上野支店
（普）7469252
［口座名義 一般社団法人日本エネルギー学会］
個人のお振込みの場合
振込人氏名の後方に必ず「請求番号」をご記入ください。
企業様よりお振込みの場合
・企業様または参加者ご本人様より「振込通知書」を弊会までお送りください。
・
「振込通知書」の必要項目：①お振込人名義，②参加者氏名，③請求番号，④金額，⑤振込予定日
・送付先 E-mail：bio17sanka(a)jie.or.jp
※ (a) を @ に変換してご使用ください。
※「請求番号」はお申込みの後，ご連絡致します。
【キャンセルポリシー】
【コンビニ払い】
，または，
【銀行振込】でご入金頂いた方で，支払期限までにキャンセルのお申し出を頂いた場合は，キャン
セル料（ご入金額の 30％）を差し引いた額を返金致します。支払期限以降につきましては，参加費は欠席・解約の場合返却
できませんので予めご了承下さい。

◇発表論文の提出（発表者全員の方）
発表論文締切：2021 年 11 月 26 日（金）
（期限厳守）
論文作成要領：＜ https://www.jie.or.jp/publics/index/369/ ＞をご参照下さい。
※ ホームページ上のテンプレートを利用して作成し，PDF ファイルに変換し，下記電子メールアドレスまで送付し
て下さい。PDF ファイルは，画像形式でなく，テキストがコピーできる形式で提出して下さい。
※ 講演 No. はプログラム完成時点（11 月初旬）に各発表者に連絡いたします。
※ 論文は J-STAGE に掲載されますので，他資料との図表の重複などにご留意下さい。また，J-STAGE（第 17 回
バイオマス科学会議発表論文集）に掲載された論文の著作権は，
「一般社団法人日本エネルギー学会著作権規程」
により，日本エネルギー学会に帰属致します。
提

出

先： 〒 101-0021 東京都千代田区外神田 6-16-9 外神田千代田ビル 4 階
（一社）日本エネルギー学会「バイオマス科学会議」係
E-mail：bio17happyo(a)jie.or.jp

※ (a) を＠にしてご使用下さい。

TEL：03-3834-6456 FAX：03-3834-6458
●発表論文集
発表論文集は，冊子（紙媒体）を配布致しません。会議参加者専用サイト，または，J-STAGE よりダウンロード可能です。
（1）発表論文集発行日：2022 年１月 12 日（水）
（2）ダウンロード期間
会議参加者専用サイト 2022 年１月 12 日（火）～ 2022 年２月 19 日（土）
J-STAGE

2022 年２月１日（火）～ 2023 年１月 11 日（水）
，以降無料公開

（3）ID，パスワードの付与
【発表者】
，
【早割】
，または，
【通常】申込でお申込み・ご入金頂いた方には，ダウンロード開始日までに ID，パスワードを
E-mail にて送付致します。
（4）ダウンロードの方法
ダウンロードの方法につきましては，ID，パスワード送付の際にお知らせ致します。概略は会議参加者専用サイトから ID，パ
スワードを入力し，必要な講演要旨をダウンロードする方法です。また，J-STAGE からは，発表毎に講演要旨をダウンロード
可能です。
（5）冊子版の販売
発行日以降，
希望者には有料（参加費とは別途）で冊子版の講演要旨集を販売致します（数に限りがあります）
。詳細は学会ホー
ムページ内，出版物アーカイブをご覧ください。
●発表申込者が発表できなくなった場合の扱いについて
発表申込者が発表できなくなった場合，共著者に限って発表を認めます。
（事務局に事前に連絡してください。
）発表論文集に記
載の発表者名（〇印）は実際の発表者に訂正致します。
（J-STAGE，会員専用サイト共）なお，共著者として発表される方はご
自身の参加登録が必要です。
共著者を含め発表が行われなかった場合，原則として発表論文の扱いは以下と致します。
i）J-STAGE：削除致します。
ii）会員専用サイト：発表論文に口頭発表されていない旨を記載の上，掲載致します。
ただし，やむを得ない事情の場合はこの限りではありません。なお，掲載する場合は J-STAGE 含め口頭発表されていない旨を
記載の上，掲載致します。
※本科学会議での発表は，発表後できるだけ早い時期に「日本エネルギー学会誌」に論文投稿することを推奨しております。
※当会は，
「特許法第 30 条第１項の規程に基づく学術団体」の指定を受けています。
●広告募集
プログラムと発表論文が収められた「第 17 回バイオマス科学会議発表論文集」への広告掲載を募集します。広告掲載企業様には，
オンラインで商品を説明していただく時間を設けます（５分程度）
。また，ポスター発表の時間にブレイクアウトルームにて，オン
ラインで商品を展示していただくことが可能です。お問い合わせ，お申し込みは，第 17 回バイオマス科学会議・広告担当（Email：
bio17kigyo(a)jie.or.jp）までご連絡ください。※ (a) を＠にしてご使用下さい。
広告料金：モノクロ A4 判半ページ 15,000 円，１ページ 30,000 円
●連絡先
〒 101-0021 東京都千代田区外神田 6 丁目 16 番 9 号 外神田千代田ビル 4 階
一般社団法人日本エネルギー学会 「バイオマス科学会議係」
TEL：03-3834-6456 FAX：03-3834-6458
E-mail：bio17happyo(a)jie.or.jp
※ (a) を @ にしてご使用下さい

