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第 66 回

告

ポーラログラフィーおよび電気分析化学討論会
主催 日本ポーラログラフ学会
協賛 日本化学会，電気化学会，日本分析化学会

2020 年 11 月 26 日（木）・27 日（金）（オンライン開催）

会期
討論主題

「解析的な界面電荷移動研究のインパクト」
界面電荷移動の研究は，電荷移動がかかわるあらゆるデバイスへの応用から、
イオン・分子レベルの学理追究まで，例え実験的研究が制限を受ける状況で
あっても,研究者の知的活動に基づいて相互にインパクトを与えあうことが，
止まることのない発展の基本でしょう。本オンライン討論会では，対面ができ
なくても，討論の機会をできる限りの有効に活用していただきます。相当の制
限があるかもしれませんが，オンデマンド型一般講演（学生講演を含む）のみ
で構成し，リアルタイムでの遠隔討論も設定します。

総会

11 月 26 日（木） 13：30－14:00 会員はご参加をお願いします。

志方国際メダル・志方メダル授賞式

11 月 26 日（木）

志方国際メダル受賞者
Hubert H. Girault 氏（Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne）
「Development and application of electrochemistry at soft interfaces and nanoparticles」
志方メダル受賞者
堀田 弘樹 氏（神戸大学大学院海事科学研究科）
「電気化学的手法を駆使した天然抗酸化剤の作用機序へのアプローチ」
志方メダル受賞者
宮崎 晃平 氏（京都大学大学院地球環境学堂）
「水溶液を用いた蓄電デバイスの電極モデル化による反応解析」
受賞者の講演

期間中にリアルタイムまたはオンデマンドで実施するか，次年度第 67 回討
論会で実施するか，いずれかとします。詳細はプログラムでご確認ください。

一般講演
次のように，意欲的な発表を募集します。学生の発表を歓迎します。
(1) 発表資料（オンデマンド視聴）

視聴時間 15 分間相当の動画，または音声無しの pdf 等のいずれか一つをご提出いただきま
す。発表資料は学会ホームページの討論会サイトに掲載され，会期中は参加者がダウン
ロードして聴講することができます（ダウンロードにはパスワードが必要）。
(2) オンライン・リアルタイムディスカッション
・各講演者（登壇者）が予約設定した Zoom URL とパスワードを事前に提出していただき
ます（参加者に別途通知）。
・会期 2 日目（11 月 27 日）の指定時刻に登壇者の PC 端末等から Zoom を立ち上げ，オン
ライン・ディスカッションを実施。参加者は，指定時刻に各講演の Zoom URL にアクセ
スして討論に参加します。
・自らの端末で Zoom 設定が困難な発表者は，
「運営側ホストが立ち上げた Zoom から代理
ホストとして討論」その他の方法でお願いする予定です。詳細は後日，講演申込者に通
知します。疑問点は，ヘルプデスク（後記）にご相談ください。
学生表彰
懇親会

発表を行った学生の中から「優秀発表賞」を授与する予定です。
実施しません。

参加登録
要旨・発表資料の閲覧やダウンロード及び討論への参加には，必ず参加登録が必要です。
登録者には，事前にアクセス先とパスワードをお知らせします。
本討論会における秘密保守義務について
本討論会で知り得た他者の研究情報を，発表者の許諾なく自分のものとして利用したり，
討論会に不参加の第三者と共有したりすることを禁止します。そのため，ダウンロードし
た発表資料は，発表者の許諾が無い限り，討論会終了後には削除願います。ただし，要旨
は討論会後に公開されますので，その内容は討論会終了後にはこの限りではありません。
なお，参加者は参加登録の時点で，上記の秘密保守事項を遵守することに同意したもの
とします。同意できない方は参加登録できません。
参加登録費（参加申込締切までに口座振込（必着））
会員

無料（参加登録は必須）

非会員（一般） 4,000 円
非会員（学生） 2,000 円

[但し、会員の連名発表者の学生（登壇者に限らない）は無料]

振込先 みずほ銀行出町支店（店番号：587）

普通預金口座

1049521

口座名：日本ポーラログラフ学会（ニホンポーラログラフガッカイ）
重要日程
講演申込締切： 9 月 11 日（金）必着
講演要旨提出：10 月 9 日（金）必着
発表資料提出：11 月 13 日（金）必着
参加申込締切：11 月 13 日（金）必着

講演申込方法
講演者（登壇者）は日本ポーラログラフ学会の会員に限ります。講演者（登壇者）となれ
るのは，一人１件に限定いたします。ただし，非会員学生を講演者とする場合，共同発表
者に会員が一人以上含まれていればよいものとします。
(1) 講演題目，(2) 氏名（○印を付した講演者を含む発表者全員）
，(3) 所属（複数の場
合は，発表者ごとに番号を付して区別），(4) 連絡担当発表者氏名，住所，電話，E-mail，
(5) 概要（200 字程度）
，(6) 講演者（〇印）が学生か否か，(7) 講演者・共同発表者の
うち，会員である者（少なくとも一人）の氏名を，E-mail で申込先（後記）にお送り
ください。その際，件名に「ポーラロ討論会申込み」と記してください。なお， Zoom
での討論設定に困難が予想される場合は，その内容を付記して下さい。
講演要旨作成方法（詳細は学会ホームページにも記載）
講演申込された方は，下記の書式に従って講演要旨を作成の上，PDF ファイルとして，Email に添付して提出先（後記）にお送りください。その際，添付ファイル名は，66-2020●●●-△△.pdf としてください。●●●には講演番号，△△には講演者の姓（半角ローマ
字）が入ります。66-2020 は，2020 年の 66 回討論会を意味します。なお，講演番号は，要
旨にも記載する必要があります。学会ホームページでご確認ください。
講演要旨書式（フォーマットの見本は，学会ホームページからダウンロードできます）：
用紙設定

A4 用紙（縦）

余白

天地左右に 2.5 cm の余白（厳守，PDF を縮尺なしで印刷して確認）

講演番号

最上行･左寄せ，フォント：Times 系，20 pt，Bold

講演題目

講演番号の末尾文字から 1.5 cm 以上の間隔，フォント：ゴシック/Arial 系，
22 pt 程度，Bold（2 行以上の場合，講演番号の下部は空白）

所属・氏名

講演題目の下に，所属は略称で（

）内に入れ，その後に著者名を記入

（著者名にふりがなをつける）。著者が複数の場合，講演者氏名の前に○
印，フォント：明朝/Times 系，12 pt 程度，Plain
本文

図表を含め１枚以内，フォント：明朝/Times 系，12 pt 程度，Plain

＊講演要旨は，11 月上旬に学会ホームページ（http://www.polaro.jp）に PDF として掲載され
ます。討論会終了後まではパスワードをかけており，討論会参加者のみがダウンロードし
てご覧いただけます。討論会終了後はパスワードが外れ，オープンアクセスとなります。
発表資料提出方法（詳細は学会ホームページにも記載）
発表資料として動画ファイルを次の要領に従って作成してください。音声無しの資料
（PDF 等）でも構いません。いずれの場合も，閲覧所要時間 15 分程度を目安にしてくだ
さい。提出方法は，講演申込者宛に通知します。
ファイルサイズ 100 MB 以下厳守（ppt, pptx, mp4, pdf のいずれかに限る）
ファイル形式と作成例
PowerPoint ファイル（ppt，pptx）
標準機能「スライドショーの記録」から音声記録。
MP4

例 1: 上記 ppt または pptx ファイルを「エクスポート」から「ビデオの作成」

で変換。動画変換時の画質設定はファイルサイズ低減のため「HD（720 p）」
以下を推奨。
例 2: 二台の端末で同じ Zoom に入り，一方で「資料共有」を用いて Zoom プ
レゼンし，他方でレコーディング。生成した mp4 またはそのダウンサイズ
版（free ソフトでは，SmartFFmpeg 等が変換用に使いやすい）を作成（7201024p を推奨）
。
PDF

各種ソフトウェアから PDF 形式で保存可能。複数ページでも可。

※ファイル提出は，E-mail 添付ではなく共有フォルダへの転送などの方法とする予定
です。詳細は講演申込者に連絡します。
※発表資料の作成・提出方法や，討論の方法については，ヘルプデスク（後記）まで
お問い合わせください。
参加申込方法
(1) 氏名，(2) 所属と連絡先（住所，電話，E-mail）
，(3) 日本ポーラログラフ学会 会員・
非会員の別，(4) 一般・学生の別を明記し，E-mail にて，下記の申込先にお送りください。

講演・参加申込，講演要旨提出先
永谷 広久（ながたに ひろひさ）
〒920-1192

石川県金沢市角間町

金沢大学理工研究域物質化学系
電話：076-264-5694
FAX：076-264-6060
E-mail：nagatani@se.kanazawa-u.ac.jp
ヘルプデスク
巽 広輔（信州大学） tatsumi@shinshu-u.ac.jp
山本雅博（甲南大学） masahiro@konan-u.ac.jp
入会を希望される方へ
学会ホームページあるいは巻末にある申込用紙に必要事項を記載の上，学会事務局宛にお
送りください。年会費：4,000 円
学会事務局
〒606-8502

京都市左京区北白川追分町

京都大学大学院農学研究科応用生命科学専攻内
電話：075-753-6393
FAX：075-753-6456
E-mail：kitazumi.yuki.7u@kyoto-u.ac.jp

