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第 11 回アジア農業経済学会（ASAE）国際大会 

（日本農業経済学会との共催） 

個別報告申込要領 

 

1. 注意事項 

(1) 今大会は，アジア農業経済学会と日本農業経済学会の共催で開催します．詳細は，大会

ホームページ（以下，大会 HP，https://www.asae2023.tokyo/）をご覧ください． 

(2) 今年度の個別報告は「口頭報告」のみで，「ポスター報告」はありません． 

(3) 例年，日本農業経済学会で「特別セッション」と呼称していた同じテーマで数人が集ま

って報告する形式を，アジア農業経済学会に合わせて「シンポジウム」と呼びます． 

(4) 日本語で行う個別報告の筆頭著者（名前の順番が最初で報告者本人）・コレスポンディン

グ・オーサーは，報告時に日本農業経済学会の会員である必要があります．英語で行う

個別報告に関しては，申し込み時の会員資格を問いませんが，第 11 回 ASAE 大会に参加

登録することでアジア農業経済学会の会員とみなされるため，報告時までに必ず参加登

録する必要があります． 

(5) 報告の言語は日本語もしくは英語のどちらかとします．どちらの場合でも，アジア農業

経済学会で報告したものとみなしますが，日本語で報告した場合は，業績一覧等へ日本

語での報告とわかるようにして記載してください．また，日本農業経済学会の会員に限

り，『農業経済研究』の報告論文として投稿できます． 

(6) 今大会がアジア農業経済学会との共催であることを鑑み，『Japanese Journal of 

Agricultural Economics(以下，JJAE)』の Research Letters は今回に限り，日本農業経済

学会の会員外の報告論文の投稿を認めます．こちらは，JJAE 投稿規程第 3条「原稿の筆

頭著者とコレスポンディング・オーサーは，本会の会員に限る．ただし，英文誌編集委

員会が特に認めた場合は，この限りではない．」の規定から，会員外の投稿を英文誌編集

委員会が承認したとみなすことによる措置となります． 

(7) 筆頭著者としての報告は，異なる表題や内容の報告であっても，個別報告とシンポジウ

ムそれぞれ 1報告までに限られます．ただし，『農業経済研究』の報告論文及び JJAEの

Research Letters への投稿は，個別報告とシンポジウムをあわせて 1報告に限られます．  

(8) 提出物として，①個別報告要旨（以下，報告要旨），②個別報告原稿（以下，報告原稿）

の 2点の作成が必要です．ただし，①報告要旨の提出締切は 2022 年 12月 2 日，②報告

原稿の提出締切は 2023 年 2月 3 日であり，例年と締切日が異なりますのでご注意くださ

い． 

(9) ①報告要旨と②報告原稿のテンプレートは，使用する言語によって(a)日本語版と(b)英語

版があります．特に(b)英語版は，アジア農業経済学会との共催の関係で例年と書式が大

きく異なりますので，ご注意ください．また，英語版の報告原稿は Agricultural 

Economics (The Journal of the International Association of Agricultural Economists)スタ

イルのガイドラインに沿って作成するため，テンプレートはありません． 
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(10) ①報告要旨と②報告原稿は次の 2点を満たす必要があります． 

1) 完成原稿であること．分析途上の不完全な原稿や，完成原稿を装うために発表済みの

ものを転載した原稿などは受け付けません．また(a)日本語版の報告原稿は 4～6 頁で

作成してください． 

2) 「個別報告要旨と原稿・シンポジウム原稿テンプレート」とおりに整序した要旨と原

稿であること．テンプレートやガイドラインは，大会 HPの以下の URLからダウン

ロードしてください． 

（日本語版） https://www.asae2023.tokyo/cfp  

（英語版）  https://www.asae2023.tokyo/en/cfp  

 

2. 提出物 

個別報告に申し込むには，まず報告要旨の作成が必要です．採択決定後には，報告原稿の提出

が必要になります．これらの作成に必要なテンプレートやガイドラインのファイルを，上記の日

本語版または英語版の URL からダウンロードしてください（各 URLで公開されている最新の

ファイルやテンプレートを必ず用いてください）． 

その後，各自の情報に書き換えてください．なお，本文書末尾に報告要旨の作成要領及び見本

が示されています． 

 

3. 報告要旨の作成 

日本語の場合は，日本語版のテンプレートを使用し， 2 頁の要旨を作成してください．英語

の場合は，英語版の URLにある Guidelines for Selected Presentations に従って準備してくださ

い．作成した原稿は PDFファイルに変換して提出してください．またファイル容量は２Mバイ

トを超えないようにしてください． 

 

4. 報告原稿の作成 

(1) 日本語の場合は，上記 ULR から日本語版の要旨と同じテンプレートを使用して，4～6

頁の論文形式の報告原稿を作成してください．作成後，日本農業経済学会HP の「論文

投稿規程など」からダウンロードできる作成要領（投稿細則）に従って作成されている

か確認してください．英語の場合は，英語版の URL にある Guidelines for Selected 

Presentations に従って準備してください． 

(2) 作成した報告原稿は，Word ファイルから PDF に変換してください．またファイル容量

は４Mバイトを超えないようにしてください． 

(3) 今大会では，報告原稿を大会前にプロシーディングペーパーとして大会 HP へ掲載しま

す．掲載を希望しない方は，報告原稿を提出する際に，大会 HP への掲載を「希望しな

い」をチェックしてください． 

 

5. 個別報告申込とファイル提出 

個別報告の申込は，2022 年９月６日(火)～12月 2日(金)の期間に行ってください（この期間
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以外は受付しません）． 

報告の申し込みは以下 URL の大会 HP から行ってください． 

 

大まかな手順は以下のとおりとなりますので，必要な情報とファイルを準備して作業を開始し

てください． 

1. 報告者の登録 

2. 報告のタイトル，共著者，キーワードの登録 

3. 報告要旨ファイル（PDF）のアップロード 

また，個別報告原稿投稿の際はアップロードするファイルの名前を以下のルールに従って付けて

ください． 

要旨: i_first name(alphabet)_last name(alphabet)_s.pdf     ２MB 以内 

報告論文: i_first name(alphabet)_last name(alphabet)_p.pdf   ４MB 以内 

ファイル名の first name と last name を報告者の first nameと last nameに変えてください. 

 

6. 個別報告の採否について 

個別報告の採否については，2022 年 12月下旬に登録したメールアドレスへ通知します． 

 

7. 大会日程等 

・本大会は，2023年 3月 17 日～20日の 4 日間を会期とし，対面形式で開催する予定です．スケ

ジュールの詳細については，大会 HPをご覧ください． 

・個別報告やシンポジウムを行うセッションは，18 日の 11:00～12:30 及び 14:40～16:10，19

日の 11:10～12:40 及び 14:50～16:20の 4 回に分けて設定されます．20日はエクスカーショ

ンになります．エントリーに際して日時を指定することはできませんのでご注意ください． 

・参加登録費は，日本からの参加の場合，登録費，ウェルカムドリンク，カンファレンスディナ

ー込みで一般 30,000 円，学生 10,000 円です．また，それらにエクスカーションを追加した場

合は，一般 40,000 円，学生 20,000 円です．領収書には，登録費，懇親会費などの内訳を記載

します．また，参加登録の受付開始は 12月 23日(金)です．個別報告やシンポジウムへ申し込

んでいる場合でも，別途参加登録は必要ですので，必ずご対応ください． 

 

8. 報告方法の概要等 

(1) 口頭報告の報告時間は 22分（17分の報告と 5 分の質疑応答）を予定しています．例年より

も短い時間となっているのでご注意ください．また，報告数によって変更する場合があり

ます．詳しくは以下のとおりです． 

 報告時間＝1 人 22 分 

 ・予鈴 15分 

 ・本鈴 17分（報告終了） 

 ・質疑 5 分間 

 ・終鈴 22分（終了） 
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(2) 口頭報告の時間を厳守してください．座長は報告時間を正確に管理し，場合によっては報

告の中断を指示します．座長の指示に従わない場合や，報告が適切に行われなかったと座

長が判断した場合は．『農業経済研究』や JJAE へ投稿する権利を失うことがあります． 

(3) 個別報告は大会会場にて対面形式で行う予定です．ノートパソコンは，個別報告・シンポ

ジウムの報告者ご自身で準備してください．会場のプロジェクターの接続方式は，ミニ D-

Sub15Pin アナログ RGB(VGA)及び HDMI のみです．接続ケーブルは会場に備えてありま

す．また， PC の動作確認を行うため，報告者はセッションの開始 10分前までに必ず会場

にお越しください． 

(4) 念のため，PDF に変換したプレゼンテーション用ファイルを保存した USB フラッシュメモ

リを持参されることをお勧めします．事前にプレゼンテーション用ファイルを提出してい

ただく必要はありません． 

 

9. 報告論文または Research Letters への投稿 

(1) 日本農業経済学会へ個別報告後またはシンポジウム後に投稿された原稿のうち，掲載可と

判定された原稿は，和文原稿の場合「報告論文」として『農業経済研究』に，英文原稿の

場合「Research Letters」として『Japanese Journal of Agricultural Economics(JJAE)』に，

それぞれ掲載されます． 

(2) 個別報告を『農業経済研究』の「報告論文」または JJAE の「Research Letters」として投稿

する場合は，報告時の筆頭著者を投稿時点で変更することは認められません．なお，提出

期限については，大会終了後学会 HPで公表される報告論文投稿要領をご参照ください． 

(3) 投稿原稿の様式は，『農業経済研究』及び JJAE の「投稿規程」，「投稿細則」に従い，ペー

ジ数は原則 4ページ，上限 6頁です．3 ページ以下の原稿は受け付けません．また，英文サ

マリー（100words まで），キーワード（3words），メールアドレスの記載，及びコレスポン

ディング・オーサーの明示が必要です（筆頭著者がコレスポンディング・オーサーを兼ね

る場合を含む）．『農業経済研究』の報告論文は，筆頭著者及びコレスポンディング・オー

サーは，報告時（2022 年度）に本学会員であることが必要です．ただし，JJAE の Research 

Letter は今年に限り，筆頭著者及びコレスポンディング・オーサーとも日本農業経済学会の

会員外の報告論文の投稿を認めます．こちらは，JJAE 投稿規程第 3条「原稿の筆頭著者と

コレスポンディング・オーサーは，本会の会員に限る．ただし，英文誌編集委員会が特に

認めた場合は，この限りではない．」の規定から，会員外の投稿を英文誌編集委員会が承認

したとみなすことによる措置となります． 

(4) JJAE へ投稿する場合は，(b)英語版の報告原稿テンプレートの書式でなく，必ず JJAEの

「Research Letters」の書式に修正してください． 

(5) 『農業経済研究』や JJAEの投稿時に，審査料として 5,000 円を頂きます．掲載が受理され

た場合は，掲載料と英文サマリーの校閲料を納入する必要があります．掲載料は 4ページ

で 2万円，5ページで 3 万円，6ページで 5 万円となります．英文サマリーの校閲料は著者

の実費負担とし，1,500 円程度を予定しています． 

以上 


