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公益社団法人大気環境学会 正会員各位  

                         公益社団法人大気環境学会   

会 長  大原 利眞 

第 60回大気環境学会年会 

年会長  伊豆田 猛 
 

令和元年度大気環境学会総会のご案内 
 
拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。  

 さて、令和元年度大気環境学会総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席を賜りたくご

案内申し上げます。 

敬具 

記 

1. 日   時    令和元年 9月 19日（木）12時 30分から 14時 50分 

2. 場   所    東京農工大学府中キャンパス 「農学部本館講堂」 

（東京都府中市幸町 3-5-8） 

3. 年会総会 

   １）大気環境学会年会長挨拶 

         ２）令和元年度大気環境学会賞表彰 

         ３）学術賞受賞記念講演 

4. 定時総会 

         １）大気環境学会長挨拶 

         ２）来賓祝辞 

         ３）平成 30年度事業報告及び収支決算について 

         ４）令和元年度事業計画及び収支予算について 

         ５）第 61回及び第 62回大気環境学会年会開催地について 

         ６）名誉会員の推戴について 

         ７）その他 

以上 
 

 
 定時総会の成立のために、正会員は定数以上の出席或いは委任状が必要です。総会を欠席 

予定の正会員は、必ず委任状をご送付ください。なお、総会に出席が未定の方も、予め委任 

状を必ずお送り下さい。委任状は 8月中旬には電子メールまたは郵送にてお届けいたします

ので、必要事項をご記入の上、令和元年 9月 13日（金）必着でお願い申し上げます。 
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―あおぞら―

中国環境科学学会大気環境分会の紹介
Association of Atmospheric Environment of Chinese Society for Environmental Sciences

1. Organization
Association of Atmospheric Environment was founded in 1978, and it’s one of the branches of the Chinese 

Society for Environmental Sciences (CSES) (the 5A-level society of the state), which is affiliated with the 
Chinese Research Academy of Environmental Sciences (CRAES). It has become one of the most influential 
academic organizations in the field of atmospheric environment in China and the largest scientific and 
technological association of atmospheric environmental protection.
2. Aims

Association of Atmospheric Environment is committed to providing an important communication platform 
for atmospheric environmental scientists, engineers and technicians, environmental educators and 
environmental managers in China. It has played an important role in improving the overall academic level of 
China’s atmospheric environment discipline and the ability to solve major national atmospheric 
environmental problems.
3. Main Activities
・Annual conference and exhibition every year (Fig. 1, Fig. 2)
・Science propaganda of environmental protection
・Recommendation of excellent science and technology talents
4. Contact Info
Dayangfang 8, Chaoyang District, Beijing, China
Tel: ＋86 10 84915250
Email: daqifenhui@163.com
Website: http://www.dqhjfh.org

Fig. 1　2018 annual conference in Qingdao, China.

Fig. 2　2017 annual conference in Beijing, China.
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研究室紹介

東京電機大学工学部機械工学科
環境・燃焼工学（山田）研究室

研究室（第1期生）

●　研究室概要
山田研究室は2018年4月に発足し、現在2年目の新しい研究室で
す。この4月に第1期の卒業生を送り出し、現在山田裕之教授、
修士課程1年1名、学部4年生8名、学生職員1名の体制で研究を
行っています。
本研究室は、従来のエンジン・燃焼関係の研究室と大気観測の研
究室の中間を立ち位置とし、汚染物質の発生から大気中での挙動
まで幅広い領域をカバーすることを目標に設定しました。また新
たな研究室を立ち上げるのに際して、燃焼もしくは自動車に起因
する大気汚染に関する社会的ニーズを改めて評価することをス
タート地点に設定しました。そのため、現在の研究テーマは実態
把握、問題点の抽出が中心ですが、今後それらの問題の掘り下
げ、対策技術の確立を目指していきたいと思います。

●　給油時蒸発ガスの評価
自動車テールパイプからの有害排出物については対策が進み、そ
の結果テールパイプ以外からの排出割合が高くなってきていま
す。VOC排出に関してみていくと、ガソリン車からの給油時に排
出される給油時蒸発ガスが最も排出量としては高くなってきてい
ます。そのような状況の中環境省では給油時蒸発ガス排出防止機
能を有する計量（給油）機を普及させるために、“大気環境配慮型
SS推進制度”を開始しました。当研究室はこのような計量機を評
価する装置を開発し、当該制度における計量機の評価を行うとと
もに、給油時蒸発ガスの実態評価、更なる削減への対策技術の確
立を行っています。

●　野焼き評価装置の開発
野焼きのPM2.5への影響は指摘されていますが、一次粒子および二
次粒子原因物質の排出量評価は、屋外の特設サイトで都度燃焼装
置を作成し行われています。そのため、気象条件の影響を受ける
ばかりでなく、他の実験との比較は困難な状況です。そこで、屋
内型の常設野焼き評価装置を開発しています。この装置では気象
条件、燃焼条件の違いを気にせず、燃料種によるPM2.5排出への影
響を評価することが可能です。また、精度を高めるために、自動
車排出ガス評価装置を参考に、全量希釈を行っています。本装置
は、野焼きだけでなく、様々な燃料による燃焼起因有害物質の評
価が可能と考えております。

●　その他
・ 産業技術総合研究所と共同で、シャーシダイナモを用いた自動
車テールパイプエミッションの評価を行っています。
・ テールパイプ以外からのエミッションとして注目されているブ
レーキ排出粒子についても、その評価装置の開発を行っています。
・ 自排局等様々な環境での大気環境 (PM2.5)評価試験を行っていま
す。
●　最後に
山田研究室は自動車、大気、燃焼をキーワードに、様々な課題に
取り組んでいきたいと考えています。興味のある方はお気軽にお
声をかけてください。

計量機評価試験

野焼き評価装置製作風景

シャーシダイナモ試験
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◆◆◆◆◆◆◆大気環境学会ニュース◆◆◆◆◆◆◆

第60回大気環境学会年会のお知らせ（第5報）

第60回大気環境学会年会を下記のとおり開催します。多数の会員のご参加をお待ちしております。
会期： 2019年9月18日（水）～20日（金）
会場：東京農工大学府中キャンパス（〒183‒8509 東京都府中市幸町3‒5‒8）
年会ホームページ： https://conv.toptour.co.jp/2019/jsae60/

【注意点】
・ラグビーワールドカップが9月20日より開催され、東京でも試合が行われます。これに伴い周辺地域の宿泊場の予約が困難
となることが予想されますので、早期の確保をお願いします。
・例年通り、当日支払いの参加費は高額となりますので、事前払込（期限： 7月31日）をお勧めします（事前払込：正会員、賛
助会員、法人会員B 7,500円、学生会員3,500円、当日支払：正会員、賛助会員、法人会員B 10,000円、学生会員5,000円）。
・事前参加登録者には年会ホームページから講演要旨集のPDFファイルをダウンロードできるようにします。今回の年会では
講演要旨集（冊子体）は配布せず、プログラム集（冊子体）を配布します（事前送付は行いません）。なお、法人会員Bおよび
賛助会員へは、プログラム集に講演要旨集CDを添付して配布します。

・環境機器展で技術セミナーを開催する予定です。
・ポスター発表では希望する学生・若手研究者を対象に、優れた発表を表彰します。

1.　プログラム（予定）
日程 午前 午後 夕方

9月18日（水） 一般研究発表（口頭）、特別集会 一般研究発表（口頭）、ポスター発表、国際交流シンポジウム、
特別集会 分科会

9月19日（木） 一般研究発表（口頭）、特別集会 総会、受賞記念講演、60周年記念シンポジウム 懇親会

9月20日（金） 一般研究発表（口頭）、特別集会 一般研究発表（口頭）、特別集会

*期間中は全日、環境機器展を開催します。様々な最新機器が展示されますので情報収集などの機会としてご参加下さい。

2.　年会参加登録

2.1　年会参加登録方法

年会ホームページからの参加登録とします。登録後に確認
のメールが自動送信されますので内容をご確認下さい。

2.2　�年会参加費並びに懇親会費及び事前払込割引（期限7

月31日（水））

当日支払いの参加費は高額となりますので、できるだけ事
前払込（期限： 7月31日）をお願いします。また、参加費に
はプログラム集および講演要旨集代が含まれています。年会
ホームページの案内に従って、クレジットカード、または銀
行振込みでお支払い下さい。
懇親会会場は次報及び年会ホームページ上でお知らせしま
す。

参加費 懇親会費
事前払込 当日 事前払込 当日

正会員  ¥7,500 ¥10,000 ¥10,000 ¥12,000
賛助会員  ¥7,500／人 ¥10,000／人 ¥10,000 ¥12,000
法人会員B  ¥7,500／人 ¥10,000／人 ¥10,000 ¥12,000
学生会員  ¥3,500  ¥5,000  ¥5,000  ¥6,000
法人会員A ¥10,000 ¥12,000 ¥10,000 ¥12,000
名誉会員 招待 ¥10,000 ¥12,000
非会員 ¥10,000 ¥12,000 ¥10,000 ¥12,000

2.3　参加費払込み後の取り消し
参加費、懇親会費を払込み後の取り消しは、受け付けでき
ませんので、ご了承下さい。

2.4　講演要旨集（PDFファイル）について
参加登録者は、年会ホームページで講演要旨集のPDF
ファイルを閲覧、ダウンロードできるようにします。
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2.5　プログラム集の送付について
プログラム集（冊子体）は当日配布とし、事前送付はいた
しません。なお、今回の年会では講演要旨集（冊子体）は配
付いたしません。年会に参加せず、プログラム集および講演
要旨集のみの購入をご希望の場合は、2.6をご参照ください。

2.6　プログラム集および講演要旨集のみの販売
年会に参加せず、プログラム集（冊子体）および講演要旨
集（PDFファイル）の購入のみ希望の方は、年会ホームペー

ジの案内に従って申込み、代金を払い込んで下さい（1式
5,000円・送料込み）。発送は9月上旬頃の予定です。

2.7　個人情報の取り扱いについて
参加登録者から取得した個人情報は、年会の運営に係わる
適正な利用範囲（事務局からの問い合わせ、補助金申請のた
めの名簿作成等）に限り使用し、他にご本人の同意なく第三
者に提供することはありません。

3.　60周年記念シンポジウム「気候変動に伴う大気環境変化とその影響」
日時： 9月19日（木）15 : 00～18 : 00
講演者および演題：
基調講演：中島　映至（JAXA地球観測研究センター・チーフサイエンティスト）
  「温暖化と地球環境に関わる諸問題：大気科学からの視点」
 高澤　哲也（環境省大気環境課長）
  「大気汚染防止法施行50年（取組の現状と今後の課題）」
 向井　人史（国立環境研究所気候変動適応センター長）
  「気候変動適応法と大気環境」
 伊豆田　猛（東京農工大学教授）
  「大気環境変化とその植物影響」
 杉山　大志（キャノングローバル戦略研究所研究主幹）
  「エネルギー転換の方向性と環境への負荷」

4.　日中韓国際交流シンポジウム「For a better understanding of air pollution in East Asia」
日時： 9月18日（水）13 : 00～16 : 00
講演者および演題：

畠山　史郎（アジア大気汚染研究センター）
 「EANET and ACAP activity for a better understanding of East Asian atmospheric environment」
Taehyoung Lee (Hankuk University of Foreign Studies)
 「Observation of Secondary Aerosol Formation using Oxidation Flow Reactor in various Environments」
Hong Li (Chinese Research Academy of Environmental Sciences)
 「Progress of near-ground-ozone pollution control in China」
Xiaoyang Yang (Chinese Research Academy of Environmental Sciences)
 「The applications of air pollution monitoring platform of drone in air pollution profiling in southern Beijing」
板橋　秀一（電力中央研究所）
 「An approach from model simulation toward our better understanding on air pollutants behavior over East Asia」
Ken-Hui Chang (National Yunlin University of Science and Technology)
 「A modeling study on resolving the contribution of regional sources to atmospheric PM2.5 in Taiwan」
Seongjun Kim (Ulsan National Institute of Science and Technology)
 「Source identification, ozone formation potential, and secondary organic aerosol formation of VOCs in Seoul, 

South Korea」
Di Wang (Chinese Research Academy of Environmental Sciences)
 「Variation Characteristic of Volatile Organic Compounds Pollution in typical Solvent-using industry」
Kyung Il Cho (Pusan National University)
 「Morphology Effects of Magnesium Oxide Nanoparticles on Mineral Carbonation as Carbon Dioxide Adsorbents」
Sangjin Lee (Ulsan National Institute of Science and Technology)
 「Pollution characteristics of PM2.5 during high concentration periods in the multi-industrial city of Ulsan, 

South Korea」
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5.　特別集会・分科会
5.1　特別集会

タイトル 開催日時 担当者（所属）

1 大気エアロゾル研究における有機成分分析を活用した研
究展開

9月18日（水）
9 : 00～12 : 00

森野　悠（国立環境研究所）
佐藤　圭（国立環境研究所）
熊谷　貴美代（群馬県衛生環境研究所）

2 光化学オキシダント・PM2.5低減のための大気質モニタ
リング

9月19日（木）
9 : 00～11 : 40

齊藤　伸治（東京都環境科学研究所）
島田　敦之（香川県環境保健研究センター）

3 気候変動に伴う大気環境変化と自治体の対応について 9月20日（金）
9 : 00～11 : 00 高見　昭憲（国立環境研究所）

4 HOxラジカルとエアロゾルの相互作用とその生体影響の
可能性

9月20日（金）
9 : 00～11 : 30

高野　裕久（京都大学）
梶井　克純（京都大学・国立環境研究所）
村野　健太郎（京都大学）

5.2　分科会　開催日時　9月18日（水）16 : 10～19 : 00

分科会 テーマ 担当者（所属）

1 酸性雨分科会 酸性雨調査研究を振り返り、今後の展望を考える 藍川　昌秀（北九州市立大学）

2 植物分科会 大気環境の変化が水田生態系に与える影響に関
する最近の話題 青野　光子（国立環境研究所）

3 都市大気エアロゾル分
科会

PM2.5の10年を振り返る　―これからのエア
ロゾルと大気環境のために― 長谷川　就一（埼玉県環境科学国際センター）

4 都市大気環境モデリン
グ分科会 J-STREAMで分かったこと分からなかったこと 永島　達也（国立環境研究所）

5 室内環境分科会 室内環境の新しいみかた～特殊空間における空
気質とセンシング～ 青柳　玲児（（株）ガステック）

6 臭気環境分科会 最近の悪臭防止行政の動向と畜産農業・堆肥化
施設の悪臭対策～環境省の事例集を中心に～ 上野　広行（東京都環境科学研究所）

7 自動車環境分科会 移動発生源データにおけるMisreadの罠 柏倉　桐子（（一財）日本自動車研究所）

8 健康影響分科会 新紀元の健康影響問題：大気中浮遊粒子状物質
に着目して 定金　香里（大分県立看護科学大学）

9 放射性物質動態分科会 福島県内における大気中放射性物質濃度の現状 反町　篤行（福島県立医科大学）

6.　市民集会（公開）
日時： 9月20日（金）13 : 00～17 : 00（予定）
テーマ：大気環境データの国民への即時提供―観測と予測―
講演者および演題：

岡村　智明（一般財団法人日本気象協会）
 「民間気象会社によるリアルタイム情報提供の現状と課題」
上尾　一之（環境省）
 「大気汚染物質広域監視システムの現状と課題」
菅田　誠治（国立環境研究所）
 「大気汚染予測システムVENUSの現状と課題」
堀口　貴司（一般財団法人日本気象協会）
 「民間気象会社からみた大気汚染予測システムへの期待」
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7.　懇親会
日時： 9月19日（木）　19 : 00～21 : 00
会場：  大國魂神社結婚式場（〒183‒0023 東京都府中市宮町

3‒1）
http://www.ookunitamajinja-wedding.jp/wedding/
index.html

懇親会会場は学会会場から近距離にありますので、ぜひご
参加ください。
*学会会場から徒歩で約20分、路線バスを利用される場合
は、京王バス『府中駅行』にて晴見町（東京農工大学前）乗
車→府中駅（終点）にて下車後、徒歩約5分です。

8.　環境機器展・技術セミナー
大気環境関連の計測機器、分析機器、調査システム、自治
体による環境問題への取組等の展示と説明を行います。
〈環境機器展〉
日時： 9月18日（水）～20日（金）　9 : 00～17 : 00（最終日
は15 : 00終了予定）
〈技術セミナー〉
各日の昼の時間帯を中心に、環境機器展出展企業等による
技術セミナーを開催します。会場内にはセミナー参加者用に
数量限定で弁当・飲み物を用意します。

9.　問い合わせ先など
年会に関する情報や不明な点については下記までお問い合
わせ下さい。
【年会ホームページアドレス】
https://conv.toptour.co.jp/2019/jsae60/

【第60回大気環境学会年会に関するお問い合わせ先】
　東京農工大学 農学部環境資源科学科　
　　第60回大気環境学会年会事務局
　　〒183‒8509 東京都府中市幸町3‒5‒8
　　TEL/FAX: 042‒367‒5728（伊豆田研究室）
　　Email: jsae60@m2.tuat.ac.jp

【参加登録に関するお問い合わせ先】
　東武トップツアーズ（株）東京国際事業部
　　〒160‒0023 東京都新宿区西新宿7‒5‒25
　　西新宿プライムスクエア16階
　　TEL: 03‒5348‒3897
　　FAX: 03‒5348‒3799
　　Email: jsae60@tobutoptours.co.jp
　　営業時間：平日9 : 30～18 : 30　土日・祝日休業
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CFD Modeling and Validation of Tracer Gas Dispersion to Evaluate Self-pollution in School Buses
Guevara Luna, Fredy Alejandro*, Guevara Luna, Marco Andrés, Belalcázar Cerón, Luis Carlos    1

ABSTRACT
The exhaust gases expelled from the tailpipe during the 
transit of the buses are composed by different pollutants, 
each of them dangerous to the human health in different 
ways. Self-pollution has been detected as a phenomenon 
related with the passengers exposition to pollutants inside 
transport buses during their travels. The emissions from the 
tailpipe make their way to the cabin of the bus, exposing the 
passengers to toxic gases and particulate matter during the 
whole time of the trip they are making. The quantitative and 
detailed modeling of the pollutants in-cabin is important due 
to the sensitive nature of the children population to 
respiratory disease related to air pollution. This study 
assesses self-pollution in school buses using CFD modeling, 
this is achieved by simulating the dispersion of a tracer gas 
Sulfur Hexa-Fluoride (SF6) inside and outside the bus. Two 
previous studies datasets were used to validate the CFD 
model performance, and accuracy in its capacity to 

quantitatively describe the phenomenon. The CFD model 
developed and validated considered the turbulence through 
the k-epsilon realizable model. The system was considered 
as a multicomponent single-eulerianphase flow with the 
“species to transport” model. Transient formulation and 
energy were implemented. Mesh was optimized to 
polyhedral elements, reducing considerably the simulation 
time by 35％, and mesh size to 25％. The model was able to 
determine the behavior of the tailpipe emissions and the self-
pollution phenomenon into the bus, showing that the highest 
concentrations (and therefore the maximum exposure) are 
located in the rear part of the bus. Validation of the CFD 
results with previous experimental measures and modeling 
results, reported in two previous studies, determined an error 
of 12％ and 17％ for the concentrations outside and inside 
the bus respectively, correlation coefficient (R2) values 
between 0.5 and 0.9 were obtained between CFD results for 
SF6 concentrations and validation dataset.

Assessment of Spatial Ambient Concentration of NH3 and its Health Impact for Mumbai City
Awkash Kumar*, Rashmi S. Patil, Anil Kumar Dikshit, Rakesh Kumar   11

ABSTRACT
Generally, ambient Ammonia (NH3) concentration level is 
always under prescribed limit of government regulatory 
authorities but the concentration level tends to be higher in 
surrounding regions of a chemical fertilizer industry. There 
are many chemical fertilizer industries across the world and 
9 public and 18 private fertilizers industries in India. Mostly, 
air quality monitoring is carried out for many gaseous 
pollutants and dust such as SO2, NO2, SPM, PM10 and PM2.5 
but NH3 is monitored at only few selected locations. 
Maravali region of Mumbai city has a public sector fertilizer 
company and this region has maximum concentration of NH3 
in Mumbai city. In this study, the spatial average concentration 
of NH3 was estimated for Mumbai city including and 
excluding the air quality monitoring site of Maravali, where 
fertilizer industry is present. The spatial average concentration 
of Mumbai city is 85 μg/m3 and 56 μg/m3 including and 

excluding Maravali respectively. The maximum 
concentration of NH3 is at Maravali and annual average 
concentration here is 342 μg/m3. This is 6.1 times more of 
spatial average concentration of Mumbai excluding 
Maravali. The same was visualized and represented in spatial 
concentration mapping using Inverse Distance Weighting 
(IDW) interpolation technique of ArcGIS tool. Also, health 
impact assessment was carried out for Mumbai city due to 
the concentration level of NH3. Local Concentration‒
Response (C-R) coefficient for Mumbai was used to assess 
health impact for ammonia. 3.4 and 6.8 Million people were 
exposed by phlegm and other chest illness respectively in 
Mumbai city. The economic cost of the health was also 
estimated for the phlegm due to ammonia which was 57 
Million USD (3.9 Billion INR) for the year 2012 for 
Mumbai city.
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Air Pollutants Exposure with Respiratory Symptoms and Lung Function among Primary School Children 
nearby Heavy Traffic Area in Kajang
Azizul Ashraff Arifuddin, Juliana Jalaludin*, Nur Hazirah Hisamuddin   21

ABSTRACT
The high loading of air pollutants in heavy traffic area has 
urged researcher to pay greater attention as it frequently 
associated with significant health impact particularly among 
children. This study aims to determine the association 
between traffic-related air pollutants and respiratory health 
among Malay primary school children in heavy traffic area 
and low traffic area. A cross-sectional comparative study was 
carried out among Malay children in heavy traffic area (N＝
69, Kajang) and low traffic area (N＝69, Hulu Langat) areas. 
Air quality monitoring was conducted in 6 primary schools 
which include parameters of PM10, PM2.5, ultrafine particles 
(UFP), nitrogen dioxide (NO2), sulphur dioxide (SO2), 
carbon monoxide (CO) and carbon dioxide (CO2). A set of 
standardized questionnaire was distributed to obtain 
respondents’ background information, exposure history and 
respiratory health symptoms. Spirometry test was carried out 
to determine the lung function of the respondents. Traffic 
count survey was conducted at two time intervals per day 

(7.00‒7.30 a.m. and 1.00‒1.30 p.m.). The result showed that 
there is a significant difference between concentration of 
PM10 [t＝22.37; p≤0.001], PM2.5 [t＝9.73; p≤0.001], UFP [Z
＝－3.36; p＝0.001], NO2 [t＝5.73; p＝0.001], SO2 [t＝6.88; 
p≤0.001] and CO2 [t＝15.67; p≤0.001] in school in exposed 
and comparative area. Lung function abnormalities found in 
children in exposed area was 3 times higher than 
comparative area. All respiratory symptoms show significant 
difference between both exposed and comparative groups. 
All pollutants show a significant association with lung 
function abnormality among the respondents. The finding 
indicated that higher PM10 and PM2.5 will increase the FVC 
abnormality by 4 and 6 times of getting FVC abnormality 
and increase the FVC abnormality by 2 and 3 times of 
getting FEV1 abnormality. The finding concluded that 
exposures to traffic-related air pollutants, especially PM10, 
PM2.5 increase the risk of getting lung function abnormality 
and respiratory health symptoms among respondents.

Development of a Smart Air Quality Monitoring System and its Operation
Yaeseul Sung, Seungmin Lee, Yeonkyung Kim, Hanbai Park* 30

ABSTRACT
Indoor air quality control becomes a critical role in protecting 
human life due to a significant increase in indoor living time 
with industrial development. However, air purifier and 
ventilation systems are installed in many indoor places, and 
qualities of air are not guaranteed without effective monitoring 
systems. In this study, we developed a smart indoor air quality 
monitoring device, measuring components of PM10, PM2.5, 
PM1, CO, CO2, VOCs, temperature and humidity. The smart 
air quality monitoring system is commutated with a developed 
smartphone application using short and long distance 
communication modules. The smart application basically 

provides air quality information (daily, monthly, yearly), air 
management methods, and emerging environmental issues. For 
the system verification, we tested the developed air quality 
monitoring system with other reliable measuring devices. As 
results, the gaps between our developed system and other 
reliable measuring devices are PM10 (±4％), PM2.5 (±4％), CO 
(±1％), CO2 (±1％), VOCs (±2％), temperature (±1％) and 
humidity (±2％). We found that the developed smart air 
quality monitoring system is sufficiently reliable comparing to 
other measuring devices. Therefore, the smart air quality 
monitoring system would help improve indoor air quality in 
real time and can be used for future air quality prediction.

Satellite and Local Measurements Based Services for Air Quality Improvement
Johan de Vries*, Edo Loenen, Bas Mijling, Wencke van der Meulen, Arthur van der Meer  39

ABSTRACT
AIRBUS presents a global monitoring service on 
atmospheric composition and emission allocation. Air 
composition and meteorological data from satellites and 
local sensors are combined into a chemical transport model 
to build up or validate trace gas and particulate matter 
emission sources and their impact on air quality. The service 
is using the AIRBUS’ developed OMI and TROPOMI 
satellite sensors to be able to quickly disclose new regions 
around the globe at low cost, as has been done for eastern 
Asia and the Indian continent. This yields a database of up-
to-date emission sources at a spatial resolution of about 
3.5 km (and in the future 1 km) and provides daily 
observation data on regional and transboundary transport of 
pollutants. Target constituents are NO2, particulate matter, 

CH4, (tropospheric) ozone and SO2. The full blown service 
adds data from several measurement systems （on ground, 
aircraft, high-altitude solar powered drones or pseudo 
satelites (HAPS) and nanosatellites） and various data like 
land-use and traffic information to achieve street level spatial 
resolution while maintaining accuracy and validation status. 
The resulting database of emission sources has the same 
street level spatial resolution and is intended to serve local 
issues. It has presently been built for several EU cities. This 
advanced and cost-competitive Air Quality Monitoring 
service is used for awareness building, policy development 
and policy evaluation and enforcement. The intent is to 
realize a commercial global service, based on local 
cooperation. The paper will describe the service and status.
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Potential Diversified Transportation Energy Mix Solutions for the ASEAN Countries
Kazutaka Oka*, Wataru Mizutani, Shoichi Ichikawa   45

ABSTRACT
The objective of this study is to investigate potential 
diversified transportation energy source solutions and their 
effective use up to 2030 in order to establish sustainable 
energy use in road transportation. Five Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN) countries (Thailand, 
Indonesia, Malaysia, Philippines, and Vietnam) are 
examined by considering their economy, energy status, and 
automotive market scale. In this study, existing energy 
policies, fuel supply, demand status, petroleum and 
alternative fuel products, such as natural gas and biofuels, 
and oil refining/biofuels production capacity are investigated 
as components of energy mixing. If there are gaps between 
oil reduction targets and Business as Usual (BAU) 
consumption, or the required amount of biofuel use to 
achieve introduction target and possible supply, measures 

such as improved new vehicle fuel economy, adjustment of 
biofuel utilization, and natural gas utilization are considered 
to minimize gaps or to meet policy targets. An appropriate 
and cost-effective combination of measures is proposed as an 
alternative case for each country’s needs. Results show that 
biofuel utilization is one of the measures that is crucial in 
meeting policy targets. Even in the alternative case, however, 
estimated demand volume of biofuel exceeds domestic 
supply volume in some countries, while estimated demand 
volume of biofuel is lower than domestic supply volume in 
other countries. In order to solve these gaps and cultivate 
biofuel security within the ASEAN region, a concept of 
multi-national cooperation of biofuel is proposed. Creating 
policies to diminish barriers that prevent the trade of biofuels 
between neighboring countries is the key to success.

【和訳情報】

ASEAN諸国における多様化する道路交通分野のエネルギー構成ソリューションに関する研究
岡　和孝*，水谷　亘 1，市川彰一 2 （国立環境研究所，1みずほ情報総研，2トヨタ自動車）

本研究の目的は、ASEAN内の5ヵ国（タイ、インドネシア、
マレーシア、フィリピン、ベトナム）を対象に、道路交通分
野における持続可能なエネルギー利用のための、その構成を
検討することである。多様化するエネルギー構成の検討に際
しては、既存エネルギー政策や、燃料の需要及び供給状況、
石油精製能力、バイオ燃料生産能力等を考慮した。各国の石
油削減目標とBAUシナリオの石油消費量の間にギャップが
ある場合、またバイオ燃料の導入目標と供給可能量の間に
ギャップがある場合等においては、これらのギャップを軽減

するための方策の検討も行った。その結果、バイオ燃料の利
用が、石油削減目標を達成するうえで重要な手段の一つとな
ることを示した。なお、バイオ燃料の需要量が国内の供給量
を上回る国が存在する一方で、需要量が国内の供給量よりも
少なくなる国も存在するなど、需要と供給の間にアンバラン
スが生じる可能性があることが分かった。このアンバランス
を解消するためには、ASEAN内でのバイオ燃料の融通が有
効であり、バイオ燃料の貿易を妨げる障壁を軽減することが
必要であることを示した。

NOX‒VOC‒O3 Sensitivity in Urban Environments of Sri Lanka
Perera, G. B. S*., Manthilake, M. M. I. D., Sugathapala, A. G. T., Huy, L. N., Lee, S. C.   62

ABSTRACT
Physical phenomenon of the relation among the ground level 
O3, NOx and VOC governed by complex nonlinear 
photochemistry in urban environments is explained in detail 
using the ambient pollutant concentration data of eleven 
cities in Sri Lanka. The time‒series analysis was conducted 
using the 24-hour average ambient concentrations of PM10, 
NO2, CO, O3 and SO2 air pollutants obtained from fixed air 
pollution monitoring station located in Colombo since 2008. 
Further analysis was carried out from the mobile air 
pollution monitoring station for eleven cities. The hourly 
averaged ambient real time air quality data i.e. VOC, NO2, 
NO, O3 pollutants and the corresponding meteorological 
parameters were analyzed and presented in weekly results 
for the base year 2013, 2014 and 2015. It was identified that 
there exist two regimes of NOx‒VOC‒O3 sensitivity among 
these cities. Colombo, Kurunegala, Jaffna, Matara, Badulla, 

Pollonnaruwa, and Gampaha are the NOx-sensitive regime. 
While Rathnapura, Anuradhapura, Kandy and Nuwaraelliya 
are the VOC-sensitive regime. In the NOx-sensitive regime 
(with relatively low NOx and high VOC), O3 increases with 
the increasing NOx and slightly changes in response to the 
increasing VOC levels. In the NOx-saturated or VOC-
sensitive regime, O3 decreases with increasing NOx level and 
increases with increasing VOC levels. In the immediate 
vicinity of very large emissions of NO, O3 concentrations are 
depressed through the process of NOx titration. Mathematical 
relationships were developed to calculate the steady state 
ozone concentration (O3ss) that gives the values for both 
NOx-sensitive regime and the VOC-sensitive regime. 
Establishment of these relationships are essential for Sri 
Lanka to develop the appropriate interventions for 
controlling O3 pollution in each city.
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2019年6月6日　平成30年度第5回大気環境学会理事会決定

論文の作成と審査に関する諸課題に対する学会スタンス

大気環境学会は、今後も「大気環境学会誌」の科学的価値
を高く維持するため、ここに論文の不正および倫理に対する
スタンスを明確に示します。

(1)　論文の作成に関して
①　剽窃、捏造、偽造、盗用
投稿手引（1.はじめに(6)）に明記しており、禁止行為で
す。
②　二重投稿
投稿規定（2.原稿の種類(1)）、投稿手引（1.はじめに(3)）

を明記しており、禁止行為です。
なお、投稿予定の原稿が二重投稿と疑われる可能性がある
場合、著者は編集委員会に申告し、判断を仰ぐことができま
す。このとき、必要な情報や資料を提供してください。編集
委員会は二重投稿かどうか判断し、著者に結果を報告しま
す。
③　倫理的配慮が特に必要な研究（ヒト・動物を利用した研究）
投稿手引（1.はじめに(7)）に従ってください。

④　利益相反
大学や研究機関などに所属する研究者等が所属機関外の企
業・団体との産学官連携活動等（共同研究、受託研究、寄付
金等の受入）を行う上で、連携先との間に経済的な利益関係
（役員就任や株式保有、あるいは多額の報酬等）が発生する
ことは少なくありません。しかし、大気環境に関する研究活
動やその結果の公表などは、純粋に真理探究あるいは公共の
利益、科学的な根拠と判断に基づいて行われるべきです。真
理探究および公共の利益を目的とした研究を行う大学や研究
機関と、営利追求を目的とした活動を行う企業・団体とは、
その目的・役割を異にすることから、研究者等が企業・団体
との関係で有する利益と、研究者等の所属機関における責任
とが衝突する状況が生じえます。こうした状況を利益相反*

といいます。
投稿手引（1.はじめに(7)）の通り、利益相反がある場合
は、投稿カードに該当する著者名、企業名、内容について記
載してください。
⑤　原稿の取り下げや内容の変更
投稿規定（4.審査）の通り、正当な理由なく提出中の原稿
を取り下げできません。掲載可と判断された原稿について、
取り下げや内容の変更が必要な場合は、全著者の同意書を添

えて理由書を編集委員会に提出し、編集委員会の承諾を得な
ければなりません。

(2)　論文の審査に関して
公正な論文審査を阻害する、いかなる行為もしないこと、
並びに編集委員会の意見を尊重し、それに従うことが基本で
す。

*以下の3つの状況を総称して利益相反とします。
1） 個人としての利益相反（個人が得る利益⇔所属機関にお

ける責任（研究・教育））
2） 所属機関としての利益相反（所属機関が得る利益⇔所属

機関の社会的使命）
3） 責務相反（個人の対外的職務遂行責任⇔所属機関におけ
る職務遂行責任）

 （参考資料：文部科学省利益相反ワーキング・グループ。
報告書；早稲田大学研究倫理オフィス）

(3)　論文の作成・審査に係る諸問題に対する審議体制
論文の作成・審査に係る諸問題が発生した場合には、学会
内会議体において以下の手順で審議します。
・事務局など  違反情報など情報を受け入れ、倫理委員会

に報告する。
・倫理委員会  会長指名による複数の編集実務委員の参加

を得て、違反行為について精査し、違反の
認定・不認定を検討し、理事会に上申す
る。また、これらの検討の際、必要に応じ
て学会内会議体等から情報提供を受ける。

・編集委員会  倫理委員会における検討の際に情報を提供
する役割を担う。

・理事会  倫理委員会決定案を受け、承認・却下・再
検討の判断、及び、処分の要否を検討し、
最終決定とする。ただし、会員の除名処分
が必要な場合は、処分内容を総会に付議す
る。

・総会  理事会の除名処分の上申に対し、定款第
10条に基づき、議決を行う。

 以上
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会員の受賞のお知らせ

鳥羽陽会員（金沢大学）がこの度、公益財団法人鉄鋼環境基金から第10回（2019年度）環境助成研究成果表彰者（理事長賞）
を受賞されることが決定しました。
受賞内容は以下の通りです。別途、表彰式・受賞記念講演会が実施される予定です。

氏名 鳥羽　陽 所属 金沢大学医薬保健研究域薬学系・准教授

助成研究期間 2年間： 2014年11月～2016年10月

研究テーマ PM2.5に含有される有害多環芳香族炭化水素類に関する大気微小環境の評価

研究成果 氏は、人間の健康に有害性の高い多環芳香族炭化水素のキノン誘導体
(PAHQ)の高感度分析法を開発し、これを駆使して道路環境や家庭での
PAHQの測定を進めた。微小環境での発がんリスクを評価した研究は先駆
的であり、今後の環境計測を推進させた学術的にも政策的にも貢献の大き
い研究成果である。
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支部だより 各支部のホームページもご覧ください。
学会ホームページ(http://www.jsae-net.org/)にリンクがあります。

中部支部総会と公開講演会を開催しました

中部支部では、令和元年年5月26日（日）に長野県松本市
の信州大学医学部の旭総合研究棟で、平成30年度の支部総
会と公開講演会を開催しました。総会には委任状を含めて
61名の参加を得て、今後の支部活動についてご議論をいた
だくとともに、2020年に開催される予定の大気環境学会年
会の準備状況についてもご報告いただきました。
公開講演会では、基調講演として長野県環境保全研究所の
栗林正俊先生から「気候変動の適応策・緩和策に資する森林
の活用に向けた取組」と、名古屋市環境科学調査センターの
山神真紀子先生から「名古屋市南部におけるPM2.5成分の経
年変化」と題したご講演をいただきました。また一般講演と
して、新発田地域振興局健康福祉環境部の武直子先生から
「公園内外の大気中多環芳香族炭化水素類濃度(PAHs)の比
較」と、富山県立大学の渡辺幸一先生から「富山県における
地上と上空の過酸化水素およびホルムアルデヒド濃度の測
定」と題したご講演をいただきました。
当日は、大学や地方環境研究所など多くの方にご参加いた
だき、活発な意見交換が行われました。会場をご提供・ご準
備いただいた信州大学医学部の皆様を始め、ご講演いただき
ました講師の方々、参加者の皆様に心よりお礼申し上げます。

2018年度支部総会および 
三学会支部合同講演会の開催報告

中国・四国支部では、2019年5月17日（金）に米子コンベ
ンションセンター（米子市）にて2018年度支部総会および
大気環境学会・日本水環境学会・廃棄物資源循環学会中国・

四国支部合同講演会を開催しました。支部総会では、2018
年度事業・収支決算、2019年度事業計画・予算計画、支部
規約の改正などについて審議が行われ、承認されました。三
学会支部合同講演会では、「大気・水・廃棄物に関わる研究
の進歩と最前線」を全体テーマとして、以下の3題のご講演
がありました。
・島根県における微小粒子状物質(PM2.5)濃度の状況
藤原　誠氏（島根県保健環境科学研究所環境科学部）
・ 水生生物における医薬品類およびパーソナルケア製品由来
化学物質の残留実態と生物種間比較
田上瑠美氏（愛媛大学沿岸環境科学研究センター）
・ 次世代シーケンス解析による微生物叢の把握―肥料化過程
の微生物叢を調べ直してみる―
西村和之氏（県立広島大学生命環境学部環境科学科）
当日は環境に関わる各分野から36名の参加があり、活発
な意見交換が行われました。ご講演いただいた講師の先生方
および参加者の皆様に心よりお礼申し上げます。

講演会の様子

分科会・研究会だより 各支部のホームページもご覧ください。
学会ホームページ(http://www.jsae-net.org/)にリンクがあります。

見学会のお知らせ

臭気環境分科会では、下記の通り見学会を開催します。

日　時： 2019年9月17日（火）13 : 15～17 : 00（予定）
見学先：  埼玉県内の堆肥化施設（生ごみを市街地で液状化し、

郊外で発酵チップに混ぜて堆肥化し、生物脱臭して
いる施設：環境省　悪臭対応参考事例集～堆肥化施
設・バイオマス活用施設編～の堆肥化事例No. 2）

集　合：  JR武蔵野線北朝霞駅／東武東上線朝霞台駅（13 : 15
予定）

解　散：同上（17 : 00ごろ）
費　用： 1,000円（資料代・移動の交通費として）
定　員： 12名（申込み先着順）
申込〆切： 2019年8月20日（定員に達し次第締め切ります。）
その他：解散後有志にて情報交換会を行います（割勘上）。
申込・問合せ先： jsae.odor@gmail.com（臭気環境分科会）
世話人代表：  東京都環境科学研究所　上野広行  

03‒3699‒1341

中部

中国・四国

臭気環境
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特別集会 
「気候変動に伴う大気環境変化と自治体の対応について」 

のお知らせ

「気候変動研究会」では大気環境学会・年会3日目の午前中
に特別集会を開催する予定です（非会員の参加も可能）。国
研・大学・地方環境研の大気環境学会・会員のみならず、適
応策を策定し推進する自治体関係者の方の参加も歓迎しま
す。

主　催：気候変動研究会
日　時： 2019年9月20日（金）（年会3日目）10 : 00‒12 : 00
会　場：大気環境学会年会会場（詳細は未定）
開催趣旨：平成30年6月に気候変動適応法が成立し、国内
各自治体では主体的に気候変動に対する適応計画を策定す
ることが求められている。国内各自治体の研究機関は、行
政機関とともに気候変動の影響や適応計画を策定し、適応
策を推進することが期待されている。大気環境学会には多
数の地方環境研究所の会員が所属しているため、国研、大
学、地方自治体関係者など多様なステークホルダー間で、

気候変動緩和・適応に関する調査研究、及び、適応計画の
策定に関する情報交換を行う。
プログラム（講演内容については変更の可能性もあります。）
1. 気候変動研究会の紹介
 高見昭憲氏（国立環境研究所）
2. 気候変動に関する国立環境研究所の取り組み
 向井人史氏（国立環境研究所）
3. 気候変動が日本の大気汚染にもたらす影響とその健康・
植生へのインパクト評価

 永島達也氏（国立環境研究所）
4. 長野県の気候変動と森林生態系の応答を評価する試み
 栗林正俊氏（長野県環境保全研究所）
5. 気候変動に関する埼玉県の取り組み
 原　政之氏（埼玉県環境科学国際センター）
6. 気候変動およびエアロゾルが水稲生産に及ぼす影響の評価
 増冨祐司氏（茨城大学）
7. 総合討論

本件に関するご質問などは大気環境学会事務局、あるい
は、研究会代表者までお願いします。
代　表：高見昭憲（国環研）(takamia@nies.go.jp)

気候変動
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 関 連 学 協 会 だ よ り 

第8回環境放射能除染研究発表会・国際シンポジウム
日時： 2019年7月10日～11日
場所：けんしん郡山文化センター
主催：（一社）環境放射能とその除染・中間貯蔵および環境

再生のための学会
詳細： http://khjosen.org/event/conference/8th_Con/ken 

kyu08.html

第36回エアロゾル科学・技術研究討論会
日時： 2019年9月5日～6日
場所：広島大学東広島キャンパス
主催：日本エアロゾル学会
詳細： https://www.jaast.jp/n36/index.shtml

第37回レーザセンシングシンポジウム
日時： 2019年9月5日～6日
場所：千葉大学西千葉キャンパス
主催：レーザセンシング学会
詳細： https://laser-sensing.jp/lss37/

第63回生活と環境全国大会
日時： 2019年10月28日～30日
場所：熊本城ホール
主催：（一財）日本環境衛生センター
詳 細： https://www.jesc.or.jp/training/tabid/141/Default.

aspx

2020年酸性雨国際会議 (ACID RAIN 2020)

日時： 2020年10月19日～23日
場所：朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター
主催：科学運営委員会他
詳細： E-mail: ar2020jp@acap.asia
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大気環境の事典 

本書「まえがき」より 

 世界で様々な大気環境問題が発生している．中国やインドなどの経済成長国では，PM2.5

などによる深刻な大気汚染が大きな社会問題になっている．先進国でも，大都市域におけ

る PM2.5 や対流圏オゾンによる汚染は依然として重要な環境問題である．これらの大気汚

染は，都市，国，大陸を超えて，半球規模での大気汚染を引き起こしている．…（中略） 

 これらの大気環境問題は，汚染物質，発生機構，時空間スケール，影響などが異なると

ともに，複数の問題が相互に影響しあったり，同時に発生したり，あるいはトレードオフ

の関係を生じたりすることによって問題を複雑にすることが多い．気候変動と広域大気汚

染の問題はその典型的な例である．従って，大気環境問題に立ち向かうためには，その構

造，引き起こす原因や機構などを科学的に理解した上で，多くの分野にまたがる研究者や

実務者が協力して，効果的な解決策を見出し社会実装していくことが肝要である． 

 本書は，大気環境学会が中心となって，大気環境問題の実態を把握し，現象を理解し，

有効な対策を考える上で必要な科学知を，総合的に解説した事典である．全体は，①総論，

②手法，過程，影響，対策，地球環境，実態の 6 つの軸で整理した各論，③主要物質の特

性などをまとめた物質編，並びに，④タイムリーなキーワードを概説したコラムで構成さ

れている．このうち，総論・各論では，大気環境分野の重要な 170 項目を各 2 頁の構成で，

基礎からわかりやすく解説している．また，物質編では，大気環境における主要な化学物

質 96 種類について物理化学特性や大気環境情報をコンパクトに記載している． 

 大気環境学会は，2019 年に創立 60 周年を迎えるが，その記念事業の一環として，2016

年に「大気環境の事典」編集委員会を発足させて本書の企画を進めてきた．大気環境分野

で活躍する専門家 150 名余に多大な御協力を頂き，本書の趣旨・予定に沿って執筆して頂

いた．また，朝倉書店には，企画の段階から発刊に至るまで，長期間にわたり御助言・御

協力を頂いた．この場を借りて御礼申し上げる次第である． 
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川崎市環境局環境総合研究所

株式会社環境管理センター
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