第 31 回日本エネルギー学会大会 開催案内（ハイブリッド開催）
主 催： 日本エネルギー学会
後 援：新エネルギー・産業技術総合開発機構
協 賛： アルコール協会，エネルギー・資源学会，応用物理学会，化学工学会，環境科学会，空気調和・衛生工学会，
産業環境管理協会，自動車技術会，省エネルギーセンター，触媒学会，新エネルギー財団，水素エネルギー協会，
石炭フロンティア機構，石油学会，石油技術協会，天然ガス鉱業会，
コージェネレーション・エネルギー高度利用センター，電気事業連合会，日本ガス協会，日本機械学会，
日本建築学会，日本工業炉協会，日本工学会，日本太陽エネルギー学会，日本鉄鋼協会，日本都市計画学会，
日本燃焼学会，日本熱物性学会，日本バーナ研究会，日本風力エネルギー学会，日本マリンエンジニアリング学会，
日本冷凍空調学会，バイオインダストリー協会，廃棄物資源循環学会，有機エレクトロニクス材料研究会，
Japanese Flame Research Committee
日本エネルギー学会の恒例行事である第 31 回日本エネルギー学会大会を下記のとおり開催致します。本大会ではエネルギー資
源から環境問題，さらにはエネルギー学に至るエネルギー全般に関わる広範囲の研究発表とともに，特別講演，基調講演を開催す
る予定です。
また，恒例となりました 2022 年度の学会表彰「論文賞」受賞の表彰式，および受賞者講演も併せて開催予定です。
コロナ禍におきまして当学会の学術会議もオンライン開催が続いておりましたが，一方で対面での開催の強いご要望が多々ある
ことより，本大会はハイブリッド開催とすることと致しました。
本大会が日本におけるエネルギー分野のさらなる発展のための第一歩となりますよう，活発な発表，議論を期待致しますと共に，
多数の皆様のご参加を心よりお待ちしております。
●日 時： 2022 年８月４日（木）
，５日（金）
●会 場：大田区産業プラザ PIO （ハイブリッド開催）
〒 144-0035 京都大田区南蒲田 1 丁目 20-20
アクセス→ https://www.pio-ota.net/access/
●開催要領：上記会場と Zoom を使用したハイブリッド開催と致します。
詳細は決まり次第，大会ホームページにてお知らせ致します。
なお，新型コロナウイルス感染拡大により会場が利用中止とされた場合はオンライン開催となる可能性がありますの
で，あらかじめご了承ください。
● 2022 年度「論文賞」表彰式
※日時は決まり次第，ホームページに掲載致します。
●特別講演：
「家庭部門の省エネルギーの現状と脱炭素化への課題」
環境計画研究所 中上英俊
●基調講演：
「有機資源や二酸化炭素転換反応器における現象理解とシミュレーション」
名古屋大学 則永行庸
「蓄熱材としての TBAB 水和物の基礎特性」
青山学院大学 熊野寛之
「アジアのバイオマス利用から日本のエネルギー問題を考える：資源調達とカーボンニュートラル」
国際農林水産業研究センター 小杉昭彦
「水素エネルギー社会構築に向けた山梨大学の取り組みと産学官連携」
山梨大学 飯山明裕
「化石燃料の大量消費と環境問題を解決するための水素エネルギーキャリア戦略―工業炉でのアンモニア直接燃焼利用―」
大阪大学 赤松史光
「プラスチック資源循環促進法の施行と今後の課題」
リーテム 杉山里恵
「
「エネルギー学」とカーボンニュートラル」
筑波大学 岡島敬一
「炭素循環社会における炭素資源ガス化のあり方と役割」
九州大学 林潤一郎
●交流会：中止と致します。
●テクニカルツアー：中止と致します。
●プログラム：各講演の詳細，研究発表等のプログラムは確定次第，学会ホームページに掲載致します。
＜ https://www.jie.or.jp/publics/index/833/ ＞

◆参加申込要領◆
（1）参加費：
参加申込区分
【発表者】
申込期限：４月 27 日（水）
支払期限：７月８日（金）
【聴講者】
【早割】
申込期限：６月 13 日（月）
支払期限：７月８日（金）
【通常】
申込期限：７月 15 日（金）
支払期限：７月 20 日（水）

当会正会員
維持会員企業の社員
（不課税）

当会シニア・
学生会員
（不課税）

後援・協賛団体
会員
（消費税込）

非会員
（消費税込）

非会員学生
（消費税込）

14,000 円

6,000 円

16,000 円

25,000 円

16,000 円

14,000 円

6,000 円

16,000 円

25,000 円

16,000 円

15,000 円

7,000 円

17,000 円

26,000 円

17,000 円

※ 当会正会員・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（後援・協賛団体の会員も含む）は消
費税込みとなります。
※ 正会員（シニア・学生会員含む）の参加申込区分にて申込される方は参加申込時点で入会していること，かつ，今年度の年
会費を納入済みであることが必要です。
※ 参加申込区分としては，
【早割】
，
【通常】がございます。
【当日】の参加登録はございません。下記記載事項をご確認の上，
お申込みお願い致します。
【早割】
：６月 13 日（月）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，７月８日（金）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】
：７月 15 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。７月 20 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。
（2）申込方法：下記のホームページからオンラインでお申し込み下さい。
＜ https://www.jie.or.jp/publics/index/833/ ＞
（3）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７月８日（金）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】
：期日までに下記口座へのお振込をお願いします。お支払期限は７月 20 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］
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振込人名義 ②参加者氏名 ③請求書番号 ④金額 ⑤振込予定日
・送付先：E-mail：taikai31sanka(a)jie.or.jp
※ (a) を @ にしてご使用ください
（4）キャンセルポリシー：
・ ご入金いただいた方で，参加申込区分毎のお支払期日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いたします。
・ お支払期日以降は，欠席・解約の場合，参加費は 返金できませんので予めご了承下さい。

●講演要旨集について
講演要旨集は，冊子（紙媒体）を配布致しません。当会ホームページ（期間限定）
，および，J-STAGE よりダウンロード頂けます。
（1）発行日 2022 年７月 28 日（木）
（2）大会参加者（発表者，聴講者，招待者）に電子媒体で提供致します。
（3）ダウンロード期間
会議参加者専用サイト 2022 年７月 28 日（木）～ 2022 年９月３日（土）
J-STAGE
2022 年８月 16 日（火）～ 2023 年７月 27 日（木）
，以降無料公開
（4）ID，PW の送付
【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。
（5）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，会議専用サイトに ID，パスワー
ドを用いてログインし，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。
（6）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。
●問合せ先： 〒 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 ｢大会｣ 係
TEL：03-3834-6456，FAX：03-3834-6458
E-mail：taikai31sanka(a)jie.or.jp ※ (a) を @ にしてご使用ください。

