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平成30年室内環境学会学術大会大会長

鍵 直樹

平成30年室内環境学会学術大会は，2018年12月６日（木），７日（金）の両日，東京工業大学大岡山キャン

パスにおいて開催いたします。東京工業大学大岡山キャンパスは，東急目黒線及び大井町線の大岡山駅前にあ

り，比較的交通の良いところにあります。周囲は住宅地ではありますが，近くの自由が丘や二子玉川の街には

オシャレなお店が数多くあります，もちろん夜の飲み屋もそれなりにあります。東京工業大学については，理

科系の大学でスーパーコンピューターやロボコンでは耳にされたことがあろうかと思いますが，これら理工学

に加え，情報系，バイオ系，社会・経営系をカバーする理工系総合大学と言っております。室内環境の領域は，

言うまでもなく工学，理学，医学のほか多くの構成要素により成り立っており，室内環境を幅の広い分野に対

し横断的に議論するところが本学会の特徴であります。そこで，本大会のテーマを『室内環境の見える化』と

しました。1990年代後半のシックハウス問題では化学物質の濃度が，そしてカビやダニなどの室内微生物の存

在もあり，そのほかにも室内環境においては温熱，光環境，騒音・振動など，さらには室内の快適性や安全性，

健康などの尺度を目に見える形で表現し，議論することが重要と考えます。これらに対してさらに新しい検出

技術や評価技術も登場し，今後室内環境研究をどう取り組んでいくのか，学会員に求められていることは何な

のかを念頭に置きつつ，研究発表と議論を深めていただければ幸いです。皆様の多数の発表と参加をお待ちし

ております。

開催日程 2018年12月６日（木），７日（金）

会場 東京工業大学大岡山キャンパス

〒152-8550東京都目黒区大岡山2-12-1

https://www.titech.ac.jp/maps/

行事 総会，シンポジウム，一般研究発表（口頭，ポスター），学生懇談会，

分科会報告，懇親会，他

大会長 鍵 直樹（東京工業大学環境・社会理工学院）

※ 以下に示すスケジュールや演題申込方法などは2018年３月時点の情報です。最新情報はホームペー

ジ等にて確認してください。

室内環境学会ホームページ： http://www.siej.org/

平成30年室内環境学会学術大会ホームページ： http://www.siej.org/h30_taikai/
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概要

平成30年室内環境学会学術大会のご案内
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開催日程 2018年12月６日（木）15:00～17:30（予定）

会場 東京工業大学大岡山キャンパス西９号館デジタル多目的ホール

テーマ 室内環境の見える化（仮）

応募資格 登壇者は平成30年度および31年度の両年度において室内環境学会の会員（法人・学生

会員を含む）であること。ただし，学生会員は平成31年度に会員であればよい。共同

発表者の資格は問いません。非会員で発表を望まれる方（学生非会員も含め）は，発

表の申し込み後８月31日までに，学会事務局に入会手続き及び年会費のお振込みを行っ

てください。（室内環境学会の年度は，毎年10月１日から翌年９月31日までとなって

おりますので，10月に次年度の年会費の依頼が行くことにはご注意ください（新規入

会手続き及びお振込をされた学生会員は，平成31年度の会費として受領します。）。但

し，学会から依頼した場合はこの限りではありません。）

演題申込方法 Web投稿システムを利用してお申し込みいただきます。詳細については室内環境学

会のホームページをご覧ください。

演題申込締切 2018年８月31日（金） 17時まで
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タイムテーブル（予定）

シンポジウム

一般演題募集要項
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演題申込時の ①発表演題名（日本語）

登録内容 ②発表演題名（英語）

③キーワード（日本語･英語）※３～５個

④発表者の氏名・所属（日本語･英語）・会員番号

⑤連絡先住所，E-mailアドレス

⑥共同演者の氏名･所属（日本語･英語）

⑦口頭発表・ポスター発表のいずれかの希望

⑧発表希望分野 ※希望する発表分野の番号と見出し名をお選び下さい

⑨論文概要（日本語）※最大250字まで

※ 例年，演題名，発表者名･所属の英語表記に記載漏れが多数見られますので，ご

注意願います。申込み各事項はそのまま講演プログラムに記載されますので，変

更なきよう十分ご考慮のうえお申し込みください。

発表分野 １．環境調査・曝露評価 ６．健康調査・疫学

２．発生源 ７．生体影響・有害性・リスク評価

３．環境評価（予測・モデル） ８．快適性・知的生産性

４．汚染制御 ９．環境計画（光・音・熱等）

５．分析・計測・装置・評価方法 10．政策・指針・管理・情報

発表について 演題の採否，及び口頭･ポスターのいずれにするかは実行委員会が決定します。時間

およびスペースの制約で希望に添えない場合がありますので，あらかじめご了承くだ

さい。

原稿投稿方法 PDFファイルをWeb経由で投稿していただきます。詳細については室内環境学会の

ホームページをご覧ください。

原稿締切 2018年９月30日（日） 17時

原稿作成要領 ① 作成に当たっては，ホームページにある様式を参照してください。

② A4サイズ２枚

③ 原稿はワープロ（原則としてAdobeAcrobatのPDFファイル，ファイル名は発

表者名）を用いて和文または英文で作成。和文の場合は英文の表題，著者名（ロー

マ字ネーム），英文要旨（150words以内），キーワード（３～５個），全著者の

所属を１頁に付ける。

④ 書式は２段組，22字×42行／頁。余白は上端25mm，下端35mm，左端および

右端20mm。

⑤ タイトルの文字は12ポイント（和文はゴシック体，英文はTimesNew Roman）

でセンタリング。

⑥ 本文の文字は10.5ポイント程度の大きさの活字（和文は明朝体，英文はTimes

New Roman）。

⑦ 脚注は使用しない。ページ番号は入れない。

⑧ 発表者の氏名の前に○をつける。（例：○室内太郎，環境花子）

⑨ 発表者および共同発表者の所属とともに，会員･学生会員･非会員の別を記入する。
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講演要旨投稿方法および原稿作成要領
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口頭発表 ・ 講演１件につき講演時間10分，討論，入れ替えを合わせて計15分を予定していま

すが，講演申込件数により変更する可能性があります。

・ 発表者は，当日，発表に用いるPCを各自発表会場に持参してください。操作は

各自でお願いいたします。

・ 会場で使用する液晶プロジェクターのモニター入力端子

はD-sub15ピン（右図)です。外部モニター出力端子が

D-sub15ピンでないものは，別売りまたは同梱付属品の

アダプターが必要となりますので，必ずご持参ください。

・ コンセント用電源アダプターは必ずご持参ください。バッ

テリーのみではトラブルの原因となる可能性があります。

・ スクリーンセーバーは発表前に設定の確認をお願いします。発表中に省電力機能

で電源が切れてしまうことのないように設定をお願いします。

・ PCは，必ずウイルスチェックを済ませてから持ち込むようにしてください。

ポスター発表 ・ 12月６日（木）9:30よりデジタル多目的ホールで２分間の口頭発表を行っていた

だく予定ですのでご用意ください。

・ 討論時間はありません。

・ 講演はPDFファイルで行っていただきます（表紙を含めて３枚以内）。操作は各

自でお願いいたします。

・ 発表者は，11月30日（金）17時までに，発表用の電子ファイルを大会Web投稿

システムにアップロードしてください。

・ 電子ファイルは，必ずウイルスチェックを済ませてからアップロードするように

してください。

・ ポスター展示の準備（貼り付け作業）は，12月６日（木）9:00～9:30の間に行っ

てください。ポスター用のパネルの大きさは横115cm×縦175cm×１枚です

（予定）。

ポスター説明 ・ 12月６日（木）および12月７日（金）12:30～13:30（予定）はポスターの前に待

機し，ポスターをご覧になる参加者に対する説明をしていただきます。

・ なおスケジュールによっては，説明時間帯は変更になる可能性があります。最新

情報はホームページ等にて確認してください。

優秀ポスター賞 学生会員が筆頭著者・登壇したポスター発表・展示の内から，①新規性，②信頼性，

③技術的･社会的有用性，④学術的有用性，⑤表現力について評価し，優れた発表

について，優秀ポスター賞を授ける。

優秀ポスター賞の表彰式は，懇親会の席で行うとともに，ポスターにリボンを貼る

ことで結果を公表する。

口頭発表賞 正会員・学生会員が筆頭著者・登壇した口頭発表の内から，①独創性，②新規性，

③信頼性，③技術的・社会的有用性，⑤学術的有用性，⑥発表力について評価し，

優れた発表について，優秀口頭発表賞を授ける。
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発表方法

表彰について ～平成30年室内環境学会学術大会 大会長奨励賞～

D-sub15
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口頭発表賞については，来年８月発行の「室内環境」において結果を公表するとと

もに，来年の室内環境学会総会において表彰式を行う。

大会技術賞 正会員が筆頭著者・登壇したポスター及び口頭発表の中から，技術的・社会的有用

性について評価し，優れた発表について，技術賞を授ける。

大会技術賞については来年８月発行の「室内環境」において結果を公表するととも

に，来年の室内環境学会総会において表彰式を行う。

学術大会参加費 当日支払

正会員 6,000円 非会員 11,000円

学生会員 3,000円 学生非会員 5,000円

早期割引（11月16日（金）までのお振込み）

正会員 5,000円 非会員 10,000円

学生会員 2,000円 学生非会員 4,000円

※全て税込み，講演要旨集代（プログラム冊子・電子データ）を含む（講演要旨集

代のみ 3,000円）

※なお，昨年まで頂いておりました演題登録費については，廃止いたしました。

懇親会費 当日支払 一般 学生

6,000円 4,000円

早期割引（11月16日（金）までのお振込み）

5,000円 3,000円

［開催場所：東京工業大学大岡山キャンパス第１食堂］

振込み 学術大会参加費，懇親会費は，振込期日までに銀行振込で下記口座までお願いします。

銀行振込：

１．ゆうちょ銀行，郵便局以外の金融機関からのお振込の場合

【銀行名】ゆうちょ銀行

【店名】〇〇八（ゼロゼロハチ）

【店番】008

【種目】普通預金

【口座番号】7359258

【口座名義】シヤ）シツナイカンキョウガッカイガクジュツタイカイ

ジッコウイインカイ

（一般社団法人室内環境学会学術大会実行委員会）

２．ゆうちょ銀行口座間，郵便局からのお手続きの場合

【記号・番号】10080-73592581

【口座名義】シヤ）シツナイカンキョウガッカイガクジュツタイカイ

ジッコウイインカイ

（一般社団法人室内環境学会学術大会実行委員会）

※振込手数料は，恐れ入りますが振込人様のご負担でお願いいたします。

※また，お振込み後の返金は致しかねますので，ご注意ください。
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参加費・懇親会費の払い込みについて
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電子メールで 代金振込み後，電子メールで下記事項を大会事務局までご連絡下さい。

の連絡事項 E-mailアドレス：taikaih30@siej.org

① 発表演題名（日本語：演題を申し込んだ場合）

② 発表者の氏名・所属（日本語･英語）

③ 連絡先電話番号，E-mailアドレス

④ 会員番号（ご不明の場合は事務局までお問い合わせください。非会員の場合は

不要です）

⑤ 振り込み内容（合計金額，参加費・懇親会費等の内訳）

備考 学術大会・懇親会は，当日会場でも参加申込み可能ですが，事前がお安くなってお

りますので，できるだけ事前にお申込みください。

会員の方の講演要旨集は，当日電子データとして配布いたします。

大会期間中，機器展示への参加NPO・企業を募集します。あわせて，講演要旨集への広告を募集

します。多数のNPO・企業の参加をお待ちしております。

機器展示募集要綱

開催日 2018年12月６日（木），７日（金）

場所 東京工業大学大岡山キャンパス西９号館

スペース 一区画約150cm幅（予定，後日あらためてご連絡いたします）

費用 ・展示のみ 一区画 70,000円

・広告のみ １ページ（モノクロ） 30,000円

・展示／広告の両方 一区画１ページ（モノクロ） 80,000円

（広告追加１ページモノクロ 10,000円）

申込期限 広告：2018年10月12日（金）

展示：2018年11月２日（金）

申込方法 平成30年室内環境学会学術大会事務局まで直接申し込んで下さい。

E-mailアドレス：taikaih30@siej.org

受付時間 12月７日（木） 9:00～17:30

12月８日（金） 9:00～16:00

場所 東京工業大学大岡山キャンパス西９号館２Ｆエントランスホール

方法 参加票に所定の事項を記入のうえ受付にご提出ください。
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機器展示参加のNPO・企業および広告の募集

大会期間中の受付について
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最寄駅

○大岡山駅（東急大井町線・目黒線）徒歩１分

学会では宿泊施設の斡旋は行っておりません。宿泊先の予約は各種ホームページ・旅行代理店等をご

利用下さい。

宿泊・観光情報 楽天トラベル http://travel.rakuten.co.jp/

じゃらんnet http://www.jalan.net/

大会長・実行委員長 鍵 直樹 東京工業大学

実行副委員長 金 勲 国立保健医療科学院

実行委員 柳 宇 工学院大学

実行委員 篠原直秀 産業技術総合研究所

実行委員 水越厚史 近畿大学

実行委員 橋本一浩 エフシージー総合研究所

実行委員 佐伯寅彦 新菱冷熱工業

実行委員 萬羽郁子 東京学芸大学

実行委員 近藤恒佑 清水建設
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会場までの交通アクセス

宿泊・観光情報

平成30年室内環境学会学術大会 実行委員会
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