
資源・素材 2020（仙台） 大会概要 
－2020年度資源・素材関係学協会合同秋季大会－ 

 

大会 WEB サイトアクセス ： 資源・素材学会 WEB サイト⇒ 春季・秋季大会 ⇒資源・素材 2020（仙台） 

または URL https://confit.atlas.jp/guide/event/mmij2020b/top?lang=ja にアクセス 

 

会   期：2020年 9月 8日（火）～ 9月 10日（木） 

 

会   場：今秋季大会は通常の現地開催に代え、『Webex』を用いたオンライン開催となります。  
 
主 催 ：  (一社)資源・素材学会 

 

共催（予定）：  骨材資源工学会，(一財)石炭エネルギーセンター， 

(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構，石灰石鉱業協会，日本鉱業協会， 

日本鉱業史研究会，一般社団法人日本砕石協会， 

 (一社)資源・素材学会資源・素材教育センター 

 

協賛（予定）：  (一社)エネルギー・資源学会，(公社)化学工学会，(一社)環境資源工学会， 

石油技術協会，(公社)土木学会，西日本岩盤工学研究会，(一社)日本機械学会， 

(公社)日本金属学会，（公社)日本材料学会，日本地熱学会，(一社)日本鉄鋼協会， 

(一社)日本リモートセンシング学会，(一社)廃棄物資源循環学会，(公社)物理探査学会 

  

後援（予定）： (株)産業新聞社，(株)セメント新聞社，(株)鉄鋼新聞社，(株)日本砕石新聞社 
 

■大会日程（予定）  

 

大会スケジュールは7月下旬，大会プログラムは8月中旬頃を目途に大会WEBサイトに掲載いたします。 

 

今秋季大会は、東北大学 青葉山新キャンパスでの開催を予定しておりましたが、新型コロナ 

ウイルス感染拡大の影響を鑑み、通常の現地開催に代え、『Webex』(米国シスコシステムズ社 

のオンラインビデオ会議システム)を用いたオンライン開催として実施する事と致しました。 

オンラインでの実施内容として、一般講演・企画講演に加え、大会式および 2019年度資源・素

材学会表彰式・受賞記念講演（予定）ならびに各種委員会を実施予定です。 

オンライン開催の実施方法詳細については、大会 WEBサイトにてご案内申し上げます。 

なお、今秋季大会にて講演発表をご検討の方におかれましては、本ご案内の「オンライン講演 

についての注意事項」を必ずご一読・同意の上、講演登録をご予定ください。 

 

月 日 時 間 行 事 会 場 

 9月 8日（火） 

終 日 企画講演，一般講演 

『Webex』(米国シスコシステム

ズ社のオンラインビデオ会議

システムの名称)を用いたオン

ライン開催となります。 

 

オンライン会場の詳細は、大会

WEB サイトおよび参加申込者へ

E-Mail にてご案内申し上げま

す。 

12:00～13:00 各種委員会 

 9月 9日（水）  

午 前 企画講演，一般講演 

12:00～13:00 各種委員会 

午 後 2019年度資源・素材学会各賞受賞記念講演会＜予定＞ 

 9月 10日（木） 

終 日 企画講演，一般講演 

12:00～13:00 各種委員会 

会 期 中 
大会式ならびに 2019年度資源・素材学会各賞表彰式をオンデマンド配信にて 

実施予定です。 

https://confit.atlas.jp/guide/event/mmij2020b/top?lang=ja


■参加項目および参加費（税込）   

項  目 
申込価格 

(8/25迄) 

大  会 

（9月 8～10日） 

本会正会員／本会賛助会員・共催団体にご所属の方 11,000 円 

実講演者（除・学生） 11,000 円 

 非会員（一般）※1 13,000 円 

 本会学生会員  ※2 4,000円 

 非会員学生 5,000円 
※1・2：社会人学生の参加区分について 
    企業にご所属の社会人学生の方：「本会正会員／非会員の実講演者(除・学生)／非会員(一般)」 

         区分にてお申込ください。  
    企業にご所属でない社会人学生の方：「本会学生会員／非会員学生」区分にてお申込ください。 
 

■参加申込方法・期間 

※今大会はオンライン開催のみとなったことから、オンラインでの参加申込のみ受付いたします。 
 参加申込ご希望の方は本号「大会参加申込要綱」参照の上、参加申込期間中にお手続き・支払いを完

了してください。 
 

項 目 参加申込（振込） 当日申込 

大 会 

大会 WEBサイト
【Peatixサイト】
上にてお手続きい
ただきます 
支払方法により締
切日が異なります
ので、右記締切を
ご確認の上、大会
WEBサイトよりお
申込ください 

クレジットカード決済  8月 25日(火)23:59送金手続 

完了分まで ①オンライン 
開催のみとな 
ったことから 
、当日申込は 
受付いたしま 
せん。 
 
②左記申込締 
切以降の申込 
はメールのみ 
で受付し、 
申 込 価 格 ＋
2,000 円の参
加費を頂戴い
たします。 

コンビニ/ATM支払い     8月 24日(月)23:59送金手続 

完了分まで 

請求書払い（銀行振込）  8月 11日(火)申込締切， 

8月 17日(月)23:59送金手続 

完了分まで 

※請求書払い(銀行振込)にてお申込いただいた場合、 
2～3営業日ほどでご指定いただいた請求書受取方法 

（メールまたは郵送）にて請求書をお送りします。なお、 
締切日翌日またはお申し込み日より 35日後までにご入金 
の確認が取れなかった場合、ご注文は無効となります。 

※現金および郵便振替支払いは取扱いしておりません。 
※各申込締切日以降のキャンセル・返金は致しかねます 
事、ご了承ください。 

 

申 込 取 消 ： 参加申込取消をご希望の場合、8月 25日(火) 迄に E-mailにて資源・素材学会事務局 

（info@mmij.or.jp）宛ご連絡ください。所定の手数料を差し引き、参加費の返金手続 

きをいたします。 

なお、8月 26日(水)以降のキャンセル・返金はいたしかねます事、ご了承ください。 

 

 

 

 

『Webex』(米国シスコシステムズ社のオンラインビデオ会議システム)を使用し、一般講演および 

企画講演の各セッションを進行いたします。 

オンライン聴講ができるのは、今大会に参加申込をいただいた方です。参加者はご自身のパソコン 

およびインターネット回線を用いて、自由に各セッション会場への入退室が可能です。 

参加マニュアルや詳細は確定次第、大会 WEBサイトにて皆様へご案内いたします。 

  ＜ご注意＞ 

一般講演，企画講演全てにおいて、パソコン画面に表示された発表資料の撮影・録音・保存・印刷 

等の行為は禁止いたします。 

 

 

オンラインでの講演聴講について 



 

 
 

以下要領にて本大会の講演登録ならびに WEB講演集原稿投稿を受付けます。皆様からの多数の 

ご応募をお待ちしております。 

 
1) 講演発表(要旨)登録 
2020 年 6 月 10 日(水) 正午 ～ 7月 8 日(水) 正午  ※締切厳守 
登録項目：タイトル(日英)・全著者情報(日英)・アブストラクト(日 or英)・キーワード(日英) 
講演者または共著者は大会 WEBサイトにて【講演登録用アカウント(注)】作成後，講演情報を登録してください。 

作成したアカウント情報を用いてシステムにログインいただくことにより，講演登録期間中に限り情報を修正 

いただけます。但し，講演登録期間後の修正・差替は一切お受け出来ません。 

(注)：各大会毎にアカウント登録が必要です。システムの仕様上，アカウント作成者氏名および所属情報は， 

登録した講演の［講演者］または［共著者］の一人として登録・プログラムに掲載されますので，【講演登録】 

は必ず［講演者］または［共著者］の方がアカウントを作成し，講演登録を行ってください。 

 

2) 講演集原稿(本文)投稿  
2020 年 7 月 9 日(木)正午 ～ 8 月 19 日(水) 正午  ※締切厳守 
弊会指定のフォーマット（大会 WEBサイトより入手可能）を用いて原稿を作成・PDF化した後，講演登録システム 

に講演情報登録時に作成したアカウントにて講演登録システムにログインし，をご投稿ください。 

提出締切後の差替・追加登録は一切お受け出来ません。 

 

 

 

 

 【企画講演セッション】 

・亜鉛・鉛製錬の現状と今後の展望【招待講演】 

・海底・海底下の資源開発と空間利用のブレークスルー【招待講演】 

・資源探査に関する研究の動向と大規模データプロセッシング 

・JOGMEC金属資源の生産技術に関する基礎研究の成果 

・ゼロエミッション社会構築にむけた CCS/CCUS技術開発 

・ポストコロナ新時代の非鉄金属製錬研究への期待と展望【招待講演】 

・未来の天然鉱山・都市鉱山 3 

・未来のひかり ～次世代放射光～【招待講演】      ※企画講演は五十音順 

 

【一般講演分野】 

・開発機械／・岩盤工学／・資源経済と社会システム／・資源開発技術／・鉱物処理／・環境 

・リサイクル／・湿式素材プロセッシング／・高温素材プロセッシング／・新材料 

 

 

 

■大会最新情報 

資源・素材 2020（仙台）大会 WEBサイトに最新情報を随時掲載しております。 

大会 WEBサイトへのアクセス：資源・素材学会 WEBサイトトップページ右側の「資源・素材 2020 

（仙台）」バナーをクリックしてください。 

 
または URL https://confit.atlas.jp/guide/event/mmij2020b/top?lang=jaにアクセスしてください。 

 

Twitter（ツイッター）：春季・秋季大会の連絡事項を主とした様々な情報を不定期に“つぶやき”で

発信しています。アカウント名は「@MMIJ_JIMUKYOKU」。また、今大会のハッシュタグは「♯MMIJ2020b」

です。 

大会概要および講演・参加申込に関する質問事項等は、資源・素材学会事務局宛お気軽にお問い合わ

せください。 

E-mail: info@mmij.or.jp  TEL：03-3402-0541 FAX：03-3403-1776 

講演登録期間のお知らせ 

本大会の企画講演セッション／一般講演分野 

https://confit.atlas.jp/guide/event/mmij2020b/top?lang=ja

