一般研究発表論文の募集
第４２回風力エネルギー利用シンポジウムは、オンライン開催による発表とさせていただきます。なお、これまで通り英
語でのご発表も受付いたします。表彰については、従前通り 35 歳以下の学生・個人の優秀な口頭発表者（原稿提出時に
登録必要）には優秀発表賞、優秀なポスターにはポスター賞を設け、次年度の総会時に表彰します。奮ってご応募下さ
いますよう、ご案内申し上げます。
研究発表を希望される方は、下記「電子投稿」で示すウエブサイトからお申し込み下さい。申込みの際にアブストラクト
を入力していただき、企画運営委員会でレビューし、より一層効果的な運営を図ることとしております。電子投稿の方法
がご不明の方は、「シンポジウムに関する問合せ先」へご連絡下さい。投稿要領および論文とポスターの体裁見本は次
ページ以後をご参照ください。なお、研究発表登壇者は必ず風力エネルギー学会会員であることが必要です。

【開催日】
令和２年１１月２６日（木）９時３０分～１７時：依頼講演など
令和２年１１月２７日（金）９時～１７時：一般研究発表
【会場】
オンラインでの発表の予定です。
（詳細は決定次第、本会ホームページやメールでお知らせします）

【発表形式】
口頭またはポスター、口頭発表時間は論文 1 件につき、発表 12 分、討論 3 分を予定
【電子投稿】
https://jweasympo.confit.atlas.jp/login からログインして、お申し込み下さい。
【投稿要領および体裁見本】
論文体裁見本のデータファイルは http://www.jwea.or.jp/menu3-4.html から入手して下さい。
【発表申込期間】
令和２年８月２４日（月） １０：００ ～ ９月２５日（金） １５：００
【発表採択通知】
令和２年１０月２日（金）

メールもしくはファクスにて

【論文原稿提出期間】
令和２年１０月５日（月） １２：００ ～ １０月２０日（火） １４：００
【登録費（登壇者費） （登壇者も参加費の納入が必要です。）】
正会員(個人会員/団体会員)２０，０００円、学生会員３，０００円 （予定価格）
【シンポジウムに関する問合せ先】
〒１０１－００２１ 東京都千代田区外神田２－１３－７ ダイニチ神田ビル４階
一般社団法人日本風力エネルギー学会 事務局内
第４2 回風力エネルギー利用シンポジウム事務局
TEL: 03-3526-3400

FAX:03-3526-3410

E-mail : sympo@jwea.or.jp ホームページ：http://www.jwea.or.jp

原稿作成要領
I. 論文原稿
１． 原稿の書き方
・ A4 原稿 4 ページ以内で作成してください。
・ A4 原稿 1 枚がシンポジウム論文集の 1 ページになります。
・ WORD（Windows）で作成してください。
・ 割付（レイアウト）
、図、写真
シンポジウムホームページ http://www.jwea.or.jp/menu3-4.html に掲載される予定の原稿体裁見本
（WORD 版）に従ってください。
・ 文献の書き方
本文中の文献番号は引用箇所の右肩につけてください。
文献は本文末尾にまとめて書いてください。
２． 原稿の送付
・ 原稿の電子データは WORD にて作成し、第 42 回風力エネルギー利用シンポジウムの登録ページ
https://jweasympo.confit.atlas.jp/login から投稿してください。なお、確認のため PDF も合わせて投
稿して下さい。
・ 投稿後に修正原稿を再投稿された場合には、その旨、メールで事務局にご連絡下さい。
・ WORD をご使用でない場合、または電子投稿ができない場合には、メール添付で sympo@jwea.or.jp
にお送りの上、別途プリントアウトを郵送してください。
３． その他
・ 文字が読めない等、原稿に不備がある場合には返却する場合があります。
II. ポスター
１．ポスターの書き方
・ シンポジウムホームページ http://www.jwea.or.jp/menu3-4.html に掲載される予定のポスター体裁見本
（PDF 版）に従ってください。

２．ポスターの提出
・ ポスターの電子ファイル(pdf)は、10 月 20 日 14 時までに事務局のメールアドレス(sympo@jwea.or.jp)
にお送り下さい。

42th Wind Energy Symposium (Submission Instructions)
42th Wind Energy Symposium is scheduled to be held online.
1. Date：November 26, 2020 Keynote lectures
November 27, 2020 Research presentations
2. Venue：It will be held online
(Details will be announced on the JWEA homepage and by email as soon as it is decided.)
3. Presentation format：Oral, Poster, or both
(Oral presentation time (plans): 12 minutes for presentation and 3 minutes for discussion)
4. Abstract submission period：August 24 ,10:00 - September 25, 15:00, 2020 (JST)
5. Submission address : Please login at https://jweasympo.confit.atlas.jp/login
6. Notification of acceptance : October 2, 2020(JST)
7. Manuscript submission period : October 5, 12:00 through October 20, 14:00, 2020 (JST)
8. Template：Please refer to the template at http://www.jwea.or.jp/menu3-4.html.
* Oral Manuscript: Submit paper both in MS Word and PDF(A4 size, within 4pages).
9. Poster
・How to write a poster
Although it is shown on the page at the end of this guide, please follow the poster format sample (PDF
version) that will be posted on the symposium homepage http://www.jwea.or.jp/menu3-4.html.
・Submission of poster
Please send the electronic file (pdf) of the poster to the secretariat's email address (sympo@jwea.or.jp)
by 14:00 on October 20.
10. Note
・The modification is not accepted outside of the submission period.
・Enter your date of birth at the time of registration, if you qualify for the Excellence Presentation Award
(less than 35 years old on the day of presentation). You will not be considered for the award if there is no
entry.
・Registration for the symposium is required for the presentation(see Registration Instructions).
11. Contact
Japan Wind Energy Association Secretariat
Executive director Toru Nakao
E-mail : sympo@jwea.or.jp
Website：http://www.jwea.or.jp

