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―あおぞら―
第 62 回年会（2021 年 9 月 15〜17 日オンライン開催）に奮ってご参加ください
第 62 回大気環境学会年会長
埼玉県環境科学国際センター研究所長

大原

利眞

第 62 回大気環境学会年会は、2021 年 9 月 15〜17 日に茨城県土浦市で開催する予定で準備を進めてまいりましたが、新型
コロナウィルス感染症の影響が継続していることから、やむなくオンライン形式に変更して開催することになりました。オン
ラインでの年会開催は大気環境学会にとって初めての試みであり、昨年の第 61 回年会の誌上開催に続いて現地での開催がで
きないことになりました。会員の皆様のご理解とご協力・ご支援を切にお願いするものです。
オンラインでの開催は、これまでの年会が提供してきた、多くの会員が集まって対面で会話・交流することによる会員相互
の情報共有や意見交換、親睦を深める絶好の機会が大きく変化することを意味します。一方、大気環境保全に係る調査研究の
推進をミッションとしている大気環境学会にとっては、オンライン開催を経験することにより、環境負荷低減の観点から持続
可能な年会の開催方法について今後検討する契機になろうかと思います。また、オンライン開催によって、年会への参加がし
やすくなるという全国各地の会員の皆さんも少なくないかもしれません。本年会では可能な限り、従前の年会に近い形で、か
つ、参加者が空間的に離れていても多くの対話や交流ができるようなオンライン開催を目指しています。また、機器展につい
ても、企業と会員の皆さんが多様な形で交流できるような場の創出に努める所存です。さらに、大気環境の視点から新型コロ
ナウィルス感染症問題を市民とともに考える場として、「COVID-19 と大気環境」をテーマとした公開シンポジウムを企画し
ております。
会員皆様のご協力により、これまでに約 300 名のご参加（7 月末日時点）と 243 件の一般研究発表の申込み、ならびに 10 の
分科会全てから分科会企画開催のご連絡をいただきました。第 60 回年会までの集会形式での年会よりも一般研究発表は少な
いものの、多くのご参加をいただき、ありがとうございました。また、実際の機器展示が無いにもかかわらず、公開シンポジ
ウムへの協賛をはじめ、オンライン展示や技術セミナー、広告などに 22 社より 41 件の協賛のお申込みをいただきました。財
政面で支障なく年会を開催できるかどうか懸念していたところでありますが、おかげさまで問題なく開催できそうです。協賛
にご協力をいただきました企業の皆様に厚く御礼申し上げます。

3 日間の年会期間中には、午前中に一般口頭発表セッションを 3 つの会場にてパラレルで開催します。また、1 日目（9/15）
午後にはポスター発表のライブ質疑、2 日目（9/16）午後には年会総会（学会賞授賞式、昨年度と本年度の学術賞記念講演を含
む）・公開シンポジウム・オンライン懇親会、そして 3 日目（9/17）午後には 2 つの特別集会を予定しております。学生・若手
の方々を対象とした口頭発表賞とポスター賞も用意しております。
多くの会員の皆さんが年会にご参加下さることを希望・期待して、年会長としてのご挨拶に代えさせていただきます。な
お、参加申込みは年会 3 日目の 9 月 17 日まで可能ですので引き続き、申込みをお待ちしております。
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研究室紹介

長野県環境保全研究所 自然環境部
●

沿
1996 年

革

旧長野県自然保護研究所設置

2004 年 旧長野県衛生公害研究所と旧長野県
自然保護研究所を統合して長野県環

長野県環境保全研究所について
長野県環境保全研究所は、2004 年に旧長野県衛生公害研究所と旧長野県自然保護研

究所が統合して発足した。このため、安茂里庁舎と飯綱庁舎の 2 つの建物があり、企画
総務部、水・土壌環境部、大気環境部、循環型社会部、感染症部、食品・生活衛生部が
安茂里庁舎、自然環境部が飯綱庁舎で、それぞれ検査・研究・事務などの各業務を行っ

境保全研究所が発足
2019 年 長野県環境保全研究所自然環境部と
長野県環境部環境政策課が共同で
信州気候変動適応センターに指定

ている。1994 年に松本サリン事件が発生した際、原因物質をサリンと最初に特定した
のは、旧長野県衛生公害研究所である。大気環境部では、大気汚染物質濃度の測定や、
環境省の委託を受けて国設八方尾根酸性雨測定所における降水試料の収集・分析なども
行っている。
●

自然環境部の業務内容
自然環境部は、生物多様性班、自然資源班、温暖化対策班の 3 つの班で構成されてお

り、現在、15 名（うち正職員 12 名）で業務にあたっている。主な業務内容は、調査研
究、行政支援、学習交流、情報管理、標本管理の 5 つである。1998 年に長野冬季五輪
が開催された際、屋外競技会場や関連施設の整備において実施された各種自然保護対策
の効果の検証を行ったのは、前身の旧長野県自然保護研究所である。現在も五輪が自然
環境に及ぼした影響について、一部の追跡調査を継続しているが、時代の変遷とともに
研究や行政支援の内容は、生物多様性と気候変動の 2 つが主要なテーマに移り変わって
きた。近年は、県が策定した生物多様性ながの県戦略や長野県ゼロカーボン戦略の作成
を支援し、各戦略に基づく自然環境の研究とその成果の普及啓発に力を入れている。特
に、気候変動については気候変動適応法や 2050 カーボンニュートラルなど、国の方針
と足並みを揃えて対応していくことが重要であり、環境省や文部科学省などの外部資
金を獲得しつつ、外部の研究機関と連携して分野横断的な研究を推進している。また、
2019 年には信州気候変動適応センターに指定され、市町村や県民への気候変動に関する
分かりやすい情報発信の重要性が増しており、ホームページや SNS の充実、サイエンス
カフェや体験学習などのイベントの開催、出前講座などにも積極的に取り組んでいる。
●

信州気候変動適応センターの業務内容
信州気候変動適応センターの業務は、気候変動に関する基盤情報の整備・発信、お

よび、適応策の創出支援・進捗管理である。前者は長野県環境保全研究所が運営する
「信州・気候変動モニタリングネットワーク」、後者は長野県環境部環境政策課が運営す
る「信州・気候変動適応プラットフォーム」の各業務がそれぞれ母体となっている。研
究としては、県内の気象観測値の収集・解析、山岳域の気象観測、高解像度化された気
候予測値の解析、および、それに基づく各分野への影響評価・予測などを行っている。
一方、適応策を社会実装していくためには超学際的研究が必要であり、前述の外部機関
との連携や情報発信などに加えて、教育機関や他部局の試験研究機関との連携なども始
めている。
・ホームページ：https://lccac-shinshu.org/

長野県環境保全研究所（飯綱庁舎）の空撮写真

（文責：栗林正俊）

自然環境部温暖化対策班の集合写真

大気環境学会誌

第 56 巻

第 5 号 （2021）

N49

◆◆◆◆◆◆◆大気環境学会ニュース◆◆◆◆◆◆◆

Asian Journal of Atmospheric Environment
Vol. 15 No. 2 June 2021
CONTENTS & ABSTRACT
Advantages of Continuous Monitoring of Hourly PM2.5 Component Concentrations in Japan for Model
Validation and Source Sensitivity Analyses
Satoru Chatani*, Syuichi Itahashi, Kazuyo Yamaji 

ABSTRACT
Continuous monitoring of hourly PM2.5 component
concentrations has been performed in Japan. The objective
of this study was to evaluate the advantages of continuous
monitoring to obtain data that can be useful for regional air
quality simulations. Inclusion of transboundary transport in
the simulations improved the correlation between the
observed and simulated hourly concentrations of SO42−,
NO3−, secondary organic aerosols (SOA), and metals in
PM2.5. Black carbon was an exception, suggesting the
overestimation of emissions in upwind countries. Including
volcanic and dust emissions also improved the correlations
between the observed and simulated hourly concentrations of
SO42− and metals, respectively. However, despite the good
correlation achieved by including transboundary transport, it
also resulted in overestimated NO3− and SOA concentrations
in western Japan during the winter. Further improvements
are necessary, such as balancing with SO42− and the dry

https://doi.org/10.5572/ajae.2021.008

deposition of gaseous HNO3 for NO3−, and new treatment of
the partitioning and aging of semivolatile organic aerosols,
which have been incorporated into recent models for SOA.
The diﬀerences in model performance with regard to
simulating metal concentrations suggest imbalances in the
speciation proﬁles used for countries other than Japan.
Further, comparing the observed and simulated hourly
concentrations helped identify the key processes driving air
quality. This revealed evening peaks in black carbon
concentrations, owing to the relatively stable atmosphere;
and early morning peaks in NO3− concentration, owing to the
low temperature and high humidity through thermodynamic
equilibrium. This study demonstrated that continuous
monitoring of hourly variations in PM2.5 composition is
valuable for understanding the roles of the emission sources
and for improving future models, both of which contribute to
deriving eﬀective PM2.5 suppression strategies.

【和訳情報】

モデルの検証と発生源感度解析に対する日本の PM2.5 成分濃度時間値の連続モニタリングの有用性
茶谷

聡 1，板橋秀一 2，山地一代 3（1 国立環境研究所，2 電力中央研究所，3 神戸大学）

日本では、PM2.5 成分濃度時間値の連続モニタリングが行わ
れている。本研究では、領域大気質シミュレーションに対す
る連続モニタリングデータの有用性を評価することを目的と
した。シミュレーションで越境輸送を考慮すると、PM2.5 中
の SO42−、NO3−、有機二次粒子 (SOA)、金属成分濃度時間値
の観測値と計算値の相関性が高くなった。ただし、ブラック
カーボンは例外であり、風上の国々における排出量の過大評
価が示唆された。火山とダストの排出量を考慮すると、それ
ぞれ SO42−と金属成分濃度時間値の観測値と計算値の相関性
が高くなった。NO3−と SOA については、越境輸送の考慮に
よって相関は良くなるものの、冬季の西日本においては計算
値が過大評価となった。NO3−については SO42−とのバランス
や HNO3 ガスの乾性沈着速度、SOA については最近のモデ

ルに導入されている半揮発性有機粒子のガス粒子分配やエー
ジングの扱いの更なる改良が必要であると考えられた。金属
成分によって濃度再現性に違いがあり、国外の排出粒子成分
組成の問題が示唆された。濃度観測値と計算値を時間値で比
較することにより、大気質変化の主要因がより明確に見出さ
れた。夕方のブラックカーボン濃度のピークについては比較
的安定な大気の影響、早朝の NO3− 濃度のピークについては
低温高湿条件における熱力学的平衡の影響が見出された。本
研究により、PM2.5 成分濃度時間値の連続モニタリングが、
発生源の影響解明と今後のモデルの改良に対して有用であ
り、効果的な PM2.5 削減策の導出に貢献しうることが示され
た。

Spatial Mapping of Atmospheric Precipitation Isotopes in Syria
Zuhair Kattan*

ABSTRACT
Stable isotope ratios (δ2H and δ18O), tritium (3H). and
deuterium excess （d-excess） values of atmospheric
precipitation (P) at 16 stations were determined for mapping

https://doi.org/10.5572/ajae.2021.009

the spatial variation of oxygen and hydrogen P isotopes in
Syria. The major geographical parameters (longitude east,
LE; latitude north, LN; altitude, H; and inland distance from
the coast, DFC) were used to ﬁnd out the best ﬁtting models
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for the spatial mapping of atmospheric P isotopes in Syria.
The highest correlation coeﬃcients (r＞0.73) were found for
the relationships δ18O-H and δ2H-H. The impacts of LE and
LN factors were rather moderate (0.3＜r＜0.6). However, a
high correlation coeﬃcient (r＞0.7) was found for the
relationship d-excess-LN. The increase of d-excess value
from 23‰ to 24‰ in southern Syria is due to the
Mediterranean Sea (MS) moisture, likely as a high
percentage (＞65％) of prevailed winds usually comes over
the MS. The concentrations of 3H in P samples (4‒14 TU)

during the period 1989‒1993 were higher than those (3‒
10 TU) for the period 2004‒2006, indicating thus a return
back toward the levels of typical 3H production in nature.
The high correlation coeﬃcients (r＞0.59) that were found
for the relationships 3H-DFC and 3H-LE, suggest a
continuous exchange between the low tritium moisture from
the MS and the higher tritium moisture from the inland
areas. Produced gridded isotopic values are quite satisfactory
for covering certain areas in Syria and the neighboring Arab
countries.

Adsorption and Desorption of Decane Using Non-Carbon Adsorbents
Jeongmin Park, Sang-Sup Lee*

ABSTRACT
A high concentration of volatile organic compounds (VOCs)
is emitted during dry cleaning processes. Although
carbonaceous materials have been widely tested for the
control of VOC emission, there is a risk of ﬁre when a large
amount of VOCs is contained. Non-carbon adsorbents such
as KIT-6, SBA-15, MCM-41, X-type zeolites, Y-type
zeolites, aluminum silicate, and activated alumina are
therefore tested in this study for the adsorption and
desorption of decane which is a main constituent of VOCs
emitted during dry cleaning. The adsorbents were evaluated
under two conditions with and without the injection of water

https://doi.org/10.5572/ajae.2021.023

vapor (20％ rh) using a ﬁxed-bed reactor system. Without
the injection of water vapor, KIT-6 showed the highest
decane adsorption capacity, and activated alumina showed
the highest decane desorption eﬃciency. It was also found
that the mesopore volume of the adsorbent was related to its
decane adsorption capacity, whereas its peak pore diameter
was closely related to its decane desorption eﬃciency. KIT-6
showed very similar decane adsorption and desorption
performance in both cases with and without the injection of
water vapor. However, the decane desorption eﬃciency of
activated alumina signiﬁcantly decreased with the injection
of water vapor.

Statistical Analysis of Total Column Ozone over Uttarakhand: Environment of Himalaya
Namrata Deyal, Vipin Tiwari, Nandan S. Bisht*

ABSTRACT
Total Column Ozone (TCO) is a critical factor aﬀecting the
earth s atmosphere, especially in the Himalayan region. A
comprehensive study of TCO trend analysis and
corresponding consequences in the Himalayan atmosphere
needs to be analyzed. We statistically examine TCO
variability by analyzing the daily TCO dataset of the last 15
years (2005‒2019) over the crucial region of the Himalayan
environment i.e. Uttarakhand, India. Obtained results
indicate that TCO values are at peak during the spring season
whereas it shows the least value during the winter season.
The highest and lowest value of Coeﬃcient of Relative
Variance (CRV) is estimated as 3.14 and 1.09 during winter
and monsoon season, respectively. Air mass trajectories have
been estimated using Hybrid Single-Particle Lagrangian
Integrated Trajectory (HYSPLIT), which shows the
existence of strong seasonal variability of Ozone

https://doi.org/10.5572/ajae.2021.038

corresponding to continental and maritime transportation
towards Uttarakhand. Moreover, Least Square Method
(LSM) and the Mann-Kendall test estimate a high correlation
(86％) for the seasonal and annual trend of TCO with a
negative rate. The obtained decreasing rate is very low which
indicates recovery of TCO during the study period. Further
results imply that the inter-annual oscillation pattern of TCO
is similar to Quasi-Biennial Oscillation (QBO) signiﬁcantly.
In addition, a comparative study has been performed for the
data measured by two TCO measuring instruments i.e.
Ozone Monitoring Instrument (OMI) and Ozone Mapping
Proﬁler Suite (OMPS). TCO values measured from both
instruments are highly correlated (96％) with an average
relative diﬀerence of around 3％. The outcomes of this study
are expected to be beneﬁcial for future study of TCO over
other crucial regions of Himalayan territory.

Study the Impact of Engineering Ventilation on Indoor Air Quality in Hospitals during COVID-19
Abderrahim Lakhouit*, Hanaa Hachimi, Chakib El Mokhi, Adnane Addaim, Mohamed Kaicer

ABSTRACT
This study investigates the importance of using engineering
ventilation in healthcare settings, especially during
widespread disease outbreaks such as COVID-19.

https://doi.org/10.5572/ajae.2021.043

Ventilation can be used to improve indoor air quality in care
homes, hospitals, and quarantine locations. In the research,
two scenarios of engineering ventilation are simulated using
a Fire Dynamic Simulator (FDS), with sulfur hexaﬂuoride

大気環境学会誌

第 56 巻

employed as the contaminant emitted by the patient in the
hospital room. The volume of the room selected for the
present study is 60 m3, and the ventilation mode is designed
according to the American Society of Heating, Refrigerating
and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), with 12 air
changes per hour and negative pressure. The mean
concentration of the pollutants is estimated for both
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scenarios, giving concentrations in the range of 920 397 to
1260 580 ppm. The estimated indoor air quality (IAQ)
values varied from 2.06 to 2.90. According to the obtained
results, ventilation plays a critical role in eliminating
pollutants, indicating that suitably engineered ventilation
strategies can reduce the impact of COVID-19 spread in
closed buildings.

First Measurements of Carbonaceous Aerosol across Urban, Rural and Residential Areas in Jeddah City,
Saudi Arabia
Iqbal M. Ismail, Ahmad S. Summan, Jalal M. Basahi, Essam Hammam, Mohamed F. Yassin, Ibrahim A. Hassan*
https://doi.org/10.5572/ajae.2021.021

ABSTRACT
Concentrations of black carbon (BC), organic carbon (OC),
and total suspended particulate matter (TSP) were
simultaneously assessed in urban, rural and residential areas
in Jeddah city for one year from January to December 2017.
It was aimed in the present study to provide information
about the spatial and seasonal variability of these aerosol
species in Jeddah, and insight into sources, processes and
eﬀects of meteorological conditions. To the best of our
knowledge, this is the ﬁrst study investigating the variability
of carbonaceous aerosols (OC and BC) in Saudi Arabia. The
average concentrations of OC, BC, and TSP varied spatially
and temporally. The annual average concentrations of OC,
BC, and TSP were 134.05, 7.16, and 569.41 μg m−3 and
34.32, 5.14, and 240.64 μg m−3 and 10.67, 4.39 and
101.31 μg m−3 in the urban, residential and rural areas,
respectively. Moreover, there was a clear seasonal variation
in the concentration of carbonaceous aerosols; the highest
concentrations were recorded in February and September,

while the lowest concentrations of OC were recorded during
April, May and August in the urban, residential and rural
sites, respectively. Nevertheless, the lowest concentrations of
BC were recorded during March in the urban and residential
sites and during November in the rural site. The relative
concentrations of OC and BC to the TSP were relatively
high, and they have a signiﬁcant correlation with prevalent
wind speed (−0.636, and −0.581 in the urban area),
(−0.539 and −0.511 in the residential area), and (−0.508
and −0.501 in the rural area), respectively. The marked
diﬀerences in the concentrations of BC and OC were
reﬂected on OC/BC ratio, which is a good representative of
diﬀerent source types. This preliminary study showed that
the potential local sources were emissions from traﬃc (fossil
fuel), biomass burning, anthropogenic activities (e.g. car
drifting and outdoor cooking), and industrial activities. The
present study suggest the presence of highly ineﬃcient
combustion sources and highlight the need for the regulation
of such emissions.

Status of Ambient PM2.5 Pollution in the Seoul Megacity (2020)
Jung-Hoon Uhm*, Eun-Han Kwon, Young-Jun Kim, Ji-Hye Seong, Hyeji Ju, Jun-Hyuk Ahn, Il-Sang Bae, Yong-Suk Choi, Seog-Ju Cho, YongSeung Shin

ABSTRACT
The Center for Air Quality & Control at the Seoul Research
Institute of Public Health and the Environment (SIHE) has
monitored changes in the concentration of ﬁne dust in Seoul
over the past 10 years and investigated meteorological
factors as well as ﬁne particulate matter (PM2.5), sulfur
dioxide (SO2), and nitrogen dioxide (NO2) concentrations in
northeastern China and its contribution to the PM2.5
concentration in Seoul. The concentration of ﬁne dust in
Seoul in 2020 was 21 μg/m3, which is down 16％ from 2019
and the lowest since 2010. In 2020, China s emissions of
pollutants such as NO2 have decreased signiﬁcantly due to
regional blockades, social distancing, and factory shutdowns
caused by COVID-19. As a results, the concentration of
precursors such as SO2 and NO2, and PM2.5 in northeastern
China are also decreased, which contributed to the reduction
in PM2.5 concentration in Seoul caused by westerly winds
blowing. In addition, the ratio of east and south winds that
usually contain low concentrations of pollutants was more

https://doi.org/10.5572/ajae.2021.022

than 30％ of the total air currents into Seoul, which is the
highest in the last three years. Moreover, the mean wind
velocity and the amount of precipitation were also the
highest recorded values of 2.4 m/s and 1651.0 mm,
respectively. Calculations using Comprehensive Air quality
Model with eXtensions (CAMx)-Particulate Source
Apportionment Technology (PSAT) show that the
contribution of external inﬂows to the PM2.5 concentration in
Seoul was 65％. We believe that the reasons for the low
PM2.5 concentration in 2020 are due to meteorological
factors and a decrease in air pollution in northeastern China.
Meanwhile, the major contribution of emissions in Seoul
（resuspended road dust and non-exhaust dust） was high.
When the concentration of PM2.5 was high, the contribution
of resuspended road dust was reduced due to an increase of
secondary generating materials. Currently, data on emission
reduction due to the COVID-19 cannot be assessed, which
we believe will enable more accurate contribution
calculations in the future.
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「木 本植物」とは樹木のことである。脱炭素社会の実現に

産とその分配や、個体群の形成過程が述べられている。4 章

向けて、樹木の集団（個体群）である森林による二酸化炭素

では、光を獲得するための葉の形状や枝葉の時空間的な変化

（CO2）の吸収、貯蔵が期待されている。この作用は樹木の

の生存戦略上の重要性、個葉の光合成能力を発揮するための

成長を意味し、物質生産とも呼ばれる。このような森林によ

光や水、栄養塩の利用、そして CO2 放出反応である幹におけ

る物質生産は、生態系から私たちが受け取る様々な恩恵であ

る呼吸について述べられている。5 章では、生物的、非生物

る生態系サービスの中でも基盤サービスと呼ばれ、CO2 の

的要因への応答という観点から見た光合成産物の分配、個体

吸収や貯蔵だけでなく、多くの生態系サービスの基礎となっ

群の生産構造図の解釈から生まれた森林の構造を形成する理

ている。そしてこのサービスが保証されるためには、森林樹

論、土地面積あたりで考えた物質生産において重要となる個

木がその生活史を完結することが重要となる。しかしながら

体群の競争密度効果に関する理論が詳細に解説されている。

その完結は、気象災害などの自然撹乱や大気汚染などの人為

6 章では、樹木の肥大成長の季節変化に関する最新の知見

撹乱によって阻害されている。そのような中で「木本植物の

が樹木の生存戦略と合わせて解説されている。また、形態学

生理生態」を理解することは、樹木の生活史の完結を阻害す

的、物理学的視点から、樹木体内における水の移動が解説さ

る撹乱要因を解明し、それに対する樹木の応答を知ることに

れており、4 章記載の葉における水利用や乾燥耐性のメカニ

つながる。このような知見は、森林樹木の生活史の完結の補

ズムへの理解が深まる内容となっている。

助、つまり「保全」に生かされ、そのことによってはじめて
私たちは基盤サービスを持続的に享受することができる。

7 章では、樹木による窒素の吸収、同化および利用につい
て、樹木の成長戦略を交えながら述べられている。8 章で

このような木本植物の生理生態学の意義が「はじめに」と

は、安定同位体の利用について、その理論から樹木の環境応

1 章に記述されてはじまる本書の構成は以下の通りである。
森林の保全生態
第1 章
地域変異と生活環の制御
第2 章
樹冠と林冠の構造とその発達・維持
第3 章
光合成作用
第4 章
光合成産物の分配
第5 章
木部の構造と機能
第6 章
木本植物の窒素利用
第7 章
安定同位体から見た森林樹木
第8 章
繁殖
第9 章
第 10 章 生態系修復
第 11 章 変動環境への応答
2 章と 3 章では、水平方向と鉛直方向の森林の不均質性が
述べられている。2 章では、異なる環境への適応のみならず

答研究への応用まで述べられている。これらの章は、大気環
境問題と密接に関連する反応性窒素に代表されるような物質
循環の滞りを理解する上で必要な基礎的内容を含んでいる。

9 章では、次世代への光合成産物投資である繁殖について、
有性生殖とクローン成長、林床の代表植物であるササの特徴
を取り上げて記述されている。10 章では、荒廃地の修復や海
岸林の再生において重要となる樹種の選定や管理、根圏環境
（土壌動物、菌根菌、根の発達等）の解説がなされている。11
章では、人為撹乱である高濃度 CO2 や大気汚染の影響、自然
撹乱である乾燥や低温への応答が述べられている。これらの
知見は、地球規模の環境変動に対する樹木の応答や、変動環
境下での森林の保全や再生を考える上で非常に重要である。
各章には、関連する話題がコラムとして記述され、本書の
最後には参考図書が、編著者の一言が添えられて紹介されて

地理的障壁などによる遺伝的交流の制限が、同一樹種内の地

おり、より多くのことを学ぶことができる構成となっている。

域集団間の地理的変異をもたらすということが、実例を交え

本書は基礎的な内容が多く、樹木や森林を研究対象とする

て記述されている。3 章では、森林上部の葉群である樹冠や

方向けの一冊ではあるが、森林をフィールドとした大気中で

林冠の成り立ちを、光獲得競争という観点から述べることに

の変質、沈着過程の解明や物質循環研究、均質ではない森林

より、個葉の光合成などの生理機能だけでは説明できない植

をモデル上で取り扱う研究にも有用な知見が含まれており、

物群落の形成過程や森林の遷移が解説されている。

関連分野の大気環境学会員の方々に是非お勧めしたい。

4 章と 5 章では、個体群の成長の基礎となる個体の物質生

大気環境学会誌

第 56 巻

支部だより
北海道・東北
大気環境学会北海道東北支部総会のお知らせ
大気環境学会北海道東北支部では、研究発表会を含む以下
の総会を Web 同時開催で予定しています。なお、Covid-19
の感染状況によっては、Web での開催のみへの変更も考え
られますので、ご了承ください。申し込みの案内は 9 月末を

分科会・研究会だより

第 5 号 （2021）

各支部会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。
予定しています。詳しくは HP にてご確認ください。
日

時： 2021 年 10 月 29 日（金） 10 時〜17 時

会

場： 東北工業大学一番町ロビー 2 階ホール

開催案内： https://sites.google.com/site/jsaehokkaidotohoku/

各支部会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。

健康影響分科会
第62回大気環境学会年会
健康影響分科会集会のお知らせ
健康影響分科会では、第 62 回大気環境学会年会に合わせ
て、以下の分科会を開催します。是非ご参加ください。
テーマ： 大気粒子状物質の健康影響を反映する指標の探索と
発生源の推定
日

時： 2021 年 9 月 17 日（金）13:00〜15:00

会

場： Zoom ウェビナーによるオンライン開催
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Human Health
蛭子慶太（カリフォルニア州環境保護庁環境保健有害物評
価局）
④総合討論
世話人：
一般財団法人日本自動車研究所環境研究部
京都大学大学院工学研究科

伊藤

剛

上田佳代

都市大気エアロゾル分科会
第62回大気環境学会年会
都市大気エアロゾル分科会集会のお知らせ

下 記 URL か ら 必 要 事 項 を 記 入 し、Zoom ウ ェ ビ

第 62 回年会における都市大気エアロゾル分科会を、下記

ナーへの事前登録をお願いいたします。

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_

の要領でオンライン開催いたしますので、ぜひご参加いただ

dQjZh0rrSiOnYXSI6NLHOw

きますようご案内申し上げます。

ご登録後、確認メールが届きます。
趣旨・内容：

テーマ： 成分データによる PM2.5 の実態解明と疫学やモデル

大気粒子状物質 (PM) は大気環境基準により、質量濃度の

研究への展開

低減が図られてきた。一方で、その発生源と成分による健康

日

時： 令和 3 年 9 月 21 日（火）13:30〜16:00

影響には不確実性も多い。また、近年、生体への影響メカニ

会

場： Zoom にてオンライン開催

ズムを考慮した指標の開発も進められている。合理的・効果

講

演：

的な PM の環境施策を講じるためにも、PM の健康影響を反

1.

全国での微小粒子状物質 (PM2.5) 連続成分測定の概要と

映する指標の探索、発生源の推定は重要な課題である。

解析事例

本企画では、大気化学と疫学の専門家に、PM の健康影響を

岩本真二、村嶋暁子、日下部正和（日本環境衛生セン

反映する優れた指標として期待される酸化ストレスに関する
研究、PM の発生源寄与濃度推計による疫学研究について、

ター西日本支局）

2.

全国 PM2.5 成分測定結果から見た化学組成の季節・地域

ご講演いただく。

特性と経年変化

プログラム：

熊谷貴美代（群馬県衛生環境研究所）

① Environmentally Persistent Free Radicals, Reactive

3.

Highway PM2.5
白岩

4.

学（カリフォルニア大学アーバイン校）

モデルの検証と発生源感度解析に対する日本の PM2.5 成
分濃度時間値の連続モニタリングの有用性

②大気環境由来の酸化ストレスの 3 次元モデル予測に向けて

茶谷

梶野瑞王（気象研究所）
③ Identifying PM2.5 Emission Sources and Their Eﬀects on

成分データを活用した疫学研究： 国内知見と今後の展開
上田佳代（京都大学）

Oxygen Species Generation, and Oxidative Potential of

聡（国立環境研究所）、板橋秀一（電力中央研究

所）、山地一代（神戸大学）

5.

総合討論
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【参加申込】
下記 URL から必要事項を記入して 9 月 6 日（月）までにお

【問い合わせ先】
名古屋市環境科学調査センター

池盛文数

申し込みください。1 週間前を目途に、申込者宛に zoom の

TEL: 052‒692‒8481

接続情報をお知らせします。

E-mail: fumikazu.ikemori@gmail.com

申し込みフォーム： https://forms.gle/TmetfjmJFs9XAnLN7

賛助会員一覧（五十音順）
株式会社秋田県分析化学センター
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
紀本電子工業株式会社
柴田科学株式会社
株式会社数理計画
一般財団法人大気環境総合センター
千葉県環境生活部大気保全課
東亜ディケーケー株式会社
東京ダイレック株式会社
東京都環境局環境改善部
トヨタ自動車株式会社

法規認証部法規渉外室

日本カノマックス株式会社
一般財団法人日本環境衛生センター
東日本高速道路株式会社
富士電機株式会社
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複 写 さ れ る 方 に
本誌（書）に掲載された著作物を複写したい方は、著作権者から複
写権の委託をうけている次の団体から許諾を受けて下さい。
学術著作権協会
〒107‒0052 東京都港区赤坂 9‒6‒41 乃木坂ビル
TEL: 03‒3475‒5618 FAX: 03‒3475‒5619

第 62 回

大気環境学会年会
プログラム集

令和 3 年（2021 年）
9 月 15 日（水）～9 月 17 日（金）
オンライン開催

(公社)大気環境学会
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第 62 回大気環境学会年会

主

催

公益社団法人

大気環境学会

後

援

環境省、全国知事会、全国市長会、茨城県、茨城県霞ケ浦環境科学センター

協

賛

（公財）日本環境協会、
（一社）産業環境管理協会

会

期

2021 年 9 月 15 日（水）～17 日（金）

会

場

オンライン開催

年会事務局

国立環境研究所

学

会 長

伊豆田 猛 （東京農工大学）

年

会 長

大原 利眞 （埼玉県環境科学国際センター）

第 62 回大気環境学会年会事務局

実行委員長

青野 光子 （国立環境研究所）

事務局長

永島 達也 （国立環境研究所）

プログラム概要
日程

午前

午後

9 月 15 日（水） 一般口頭発表（3 会場）

ポスター発表

9 月 16 日（木） 一般口頭発表（3 会場）

年会総会・受賞記念講演、

9 月 17 日（金） 一般口頭発表（3 会場）

特別集会

公開シンポジウム

夕方

オンライン
懇親会

＊年会ポータルサイトでは、協賛いただいた企業によるオンライン環境機器展が開催されます。製
品のご案内や質疑応答ができますので情報収集などの機会として是非ご参加下さい。また、会期中
の昼休みにはオンライン技術セミナーを毎日開催し、休憩時間中には協賛企業の動画 CM を上映
いたします。

—
1－
—
－2

年会参加者へのご案内
1．年会当日の参加の流れ
 年会ホームページ（http://conference.wdc-jp.com/jsae/2021/index.html）にある以下のバナー
をクリックして、年会ポータルサイトにログインします。

 ポータルサイトへのログインには、参加登録システムと同じID（以下）とパスワードの入力が
必要です。
◇ 正会員、学生会員、名誉会員

： 会員番号

◇ 賛助会員、法人会員（A、B）、非会員

： 参加登録の際に取得したログインID

 ポータルサイトのトップページから、年会の「タイムテーブル（プログラム）」※に進み、一般
口頭発表、ポスター発表、特別集会などの各セッション、あるいは公開シンポジウム、技術セミ
ナー、授賞式・受賞記念講演などの各イベントへのリンクをクリックして、それぞれのページ
に移動することができます。
 Zoomウェビナーを利用する一般口頭発表などに参加するには、各セッション、イベントのペー
ジに表示された参加者用のURLをクリックして、Zoomウェビナーの会場に参加者として入室し
ます。その際、名前の表記は以下の例のように、氏名（所属）としてください。
例） 大気 花子（環境大学）、Hanako Taiki（Kankyo Univ.）
【注意】 名字だけにしないこと
所属名に規定は設けないが、座長が認識できるように配慮すること
 ポスター発表のページでは、ポスターのリストから、各ポスターPDFファイルへのリンクをク
リックして閲覧し、チャット機能を用いて発表者との質疑応答を行うことができます。
 ポータルサイトのトップページには、「オンライン環境機器展」※へのリンクが用意されており
ます（展示への参加企業は56ページ参照）。画像や動画による製品の案内や、チャット機能を
用いて企業担当者との質疑応答ができますので、情報収集などの機会として是非ご活用下さい。
 年会事務局からの最新情報は、トップページの「Topics」※欄に随時掲載されます。何らかのト
ラブル等が発生した際には、こちらの情報をご確認いただくほか、トップページの「サポート・
お問い合わせ」※リンクより事務局にご連絡いただくことができます。
※）実際のポータルサイト・トップページの構成や文言はここに記載のものと異なる可能性
があります。

—
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2．プログラム集・講演要旨集
 参加登録者には、プログラム集（本冊子）の冊子体を郵送いたします。8月20日（金）までに参
加登録を済まされた方には、年会の開催に間に合うよう事前送付いたします（それ以降に参加
登録いただいた場合には事後の送付となります）。

 講演要旨集は冊子体としては作成せずPDFファイルとして作成します。参加登録者は、年会ポ
ータルサイトから講演要旨集のPDFファイルおよびプログラム集のPDFファイルをダウンロー
ドすることができます。

 要旨集のみご希望の方はPDFファイルを収録したDVD等を5,000円で販売いたします。詳細は
第62回大気環境学会年会事務局（jsae62@nies.go.jp）までお問い合わせください。

3．Zoomウェビナーでの講演について
 本年会では、一般口頭発表、特別集会、公開シンポジウム、技術セミナー、授賞式・受賞記念講
演においてZoomウェビナーを使用します。
 講演者、座長、セミナー講師、授賞式司会等は、Zoomウェビナーにおける“パネリスト”として、
一般参加者が用いる参加者用のURLとは異なるパネリスト用のURLからZoomウェビナーの会
場に入室します。


パネリスト用のURLは、事前に年会事務局からメールで連絡されます。講演当日は、指示された時
間（発表の30分前など）までに、通知されたパネリスト用のURLからZoomウェビナーの会場に入室
してください。なお、入室の際には、セッションの進行状況によりしばらく待機を要求される場合
があります。

 Zoomウェビナーの各セッションは、質疑応答を含むセッションの進行管理を行う「座長」
・
「司会」、
画面構成やカメラ・マイクの切り替えなど技術的なサポートを行う「ホスト」、発表時間の管理を行
う「タイムキーパー」により管理されます。講演者は、これらの指示にしたがい、円滑な年会の進行
にご協力ください。

4．一般口頭発表
 一般口頭発表は、年会期間中各日の午前中に、3つのZoomウェビナー会場（Zoom A、Zoom B、
Zoom C会場）で実施します。
 一般口頭発表の発表時間は、講演11分・質疑応答3分の合計14分です（入れ替えの時間を含めて
一人分の持ち時間を15分としています）。
 一般口頭発表の講演者は、講演時間の30分前までに事前に連絡されたパネリスト用のURLから、
各自のZoomウェビナー会場に入室してください。
 座長は、受け持ちの研究発表の開始30分前までに事前に連絡されたパネリスト用のURLから、
該当するZoomウェビナー会場に入室してください。
 一般口頭発表の進行に関する一切は座長にお任せいたします。ただし、発表の取り消しがあっ
ても次の講演を繰り上げず、プログラムどおりの講演発表時刻での進行をお願いします。
 一般口頭発表は、各発表者がZoomウェビナーで発表資料（パワーポイントなど）を自ら共有し
て操作を行っていただきます。
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5．ポスター発表
【 ポスターの作成要領 】
① ポスターは複数枚のスライドからなるPDFファイルとして作成する
② 1スライドのサイズはA4サイズで、1枚につき1スライドを原則とする
③ 音声データや動画データは付けない
④ スライドはパワーポイントの標準（4：3）を推奨
⑤ スライドの枚数に上限は設けないが、従来のポスター発表における表示領域（最大でA0サイ
ズ）を念頭に、あまり冗長にならないよう注意すること
・ 作成したファイルは、予稿集原稿の提出時と同様、参加登録システムにログインし、「発表申
込」欄にある「発表資料」のリンクより提出してください。提出締め切りは9月5日（日）です。
【 ポスターの掲示 】
・ 年会ポータルサイト内のポスター発表のページに、ポスターのリストが掲示されます。
・ 参加者はリスト内の各ポスターPDFファイルへのリンクをクリックして閲覧することができ、
「質疑応答」ボタンからは、各ポスターの質疑応答画面に飛んで、チャット機能を使ったやり
取りをすることができます。
・ ポスターセッションは、年会1日目（9月15日（水））の13：00～17：15に行います※。ポスタ
ー番号が奇数の方は13:00～15:00、偶数の方は15:15～17:15に各自のポスターの質疑応答画面
にスタンバイいただき、チャット機能を用いたライブ質疑応答に対応するようお願いします。
※）ポスターPDFファイルは、年会期間を含む9月13日（月）から10月1日（金）まで閲覧が可
能です。

6．特別集会・分科会
 特別集会は、年会3日目（9月17日（金））の午後に二件が行われます。
 本年会では、分科会企画は各分科会の自主企画となります。実施日時等の概要は本冊子にも掲
載されておりますが、企画の詳細に関しては年会ホームページの「分科会企画について」タグ
（http://conference.wdc-jp.com/jsae/2021/subcommittee.html）をご参照ください。

7．講演番号
講演番号は以下のような書式で構成されます。
【 一般口頭発表 】
「1A1030」等の番号で表し、
・ 最初の数字が講演日（1：9月15日（水）、2：9月16日（木）、3：9月17日（金））
・ 次のアルファベットが会場名（A：Zoom A会場、B：Zoom B会場、C：Zoom C会場）
・ 最後の4桁の数字は講演開始時間をそれぞれ表します。例えば「1A1030」は、1日目（9月15
日（水））、Zoom A会場で10:30からの講演です。
【 ポスター発表 】
「P-23」等の番号で表されます。ポスター番号によりライブ質疑の時間が異なります。詳細は
「4．ポスター発表」をご覧ください。
—
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8．若手研究者と学生の優れた発表に対する表彰
・ 本年会では、一般口頭発表とポスター発表のそれぞれにおいて、若手研究者と学生を対象に優
れた発表を表彰します。選考は選考委員が行い、研究の理解度、表現のわかり易さ、発表姿勢、
質疑応答、今後の発展可能性などの観点から審査を行います。
・ 年会1日目（9月15日（水））午前中の一般口頭発表は、審査対象となる発表を含んだ「若手・
学生セッション」としています。
・ 年会総会において受賞者を発表します。受賞者にはオンライン懇親会にて受賞の挨拶をしてい
ただくことを予定しています。賞状は後日の発送を持って授与に代えさせていただきます。

9．オンライン環境機器展・技術セミナー・企業動画CM
【 オンライン環境機器展 】
・ 年会期間中はもちろん、その前後を含む9月13日（月）から10月1日（金）までポータルサイト
上で機器展をご覧いただくことが可能です
・ オンライン環境機器展へは、ポータルサイト・トップページの「オンライン環境機器展」リン
クから参加企業のバナーを選択してお進みください。
・ テキストや画像、動画による製品の案内、製品のカタログPDFなどを閲覧することが可能です。
・ 年会期間中は、展示企業の担当者とポータルサイトのチャット機能を使って直接のやり取りが可能
です。
【 技術セミナー 】

・ 年会期間中の昼休み※に、Zoom A会場にてオンライン技術セミナーを開催します。毎日、2件
から3件のセミナー（15分／件）を行います。昼食を召し上がりながら是非ご参加ください。
※）日によって開催時間には違いがあります（詳細は日程表を参照）
・ 技術セミナーは録画して、セミナー当日以降も（10月1日（金）まで）年会ポータルサイトか
らの閲覧を可能とする予定です。
【 企業動画CM 】
・ 年会期間中、セッションやイベントの合間の休憩時間中には、Zoomウェビナーの会場におい
て協賛企業の動画CMを上映いたします。

10．オンライン懇親会
以下の要領でオンライン懇親会を開催します。奮ってご参加ください。
・ 日時

：年会2日目（9月16日（木））18：15～20：15

・ 会場

：オンライン会場（オンラインミーティングツールの”Spatial Chat”※を利用予定）

・ 会費

：不要（参加者自身で適宜、食事・飲み物等をご用意下さい。追って、茨城県の名産
品を紹介予定です。）

・ 内容

：フリートークを中心に、「若手研究者・学生の優秀発表賞」の受賞者からの一言、
次期年会の紹介等を予定。

・ 参加方法：Spatial Chatへの参加URLは、年会ポータルサイト・トップページのTopics欄、メ
ール等で後日ご案内いたします。
—
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※）Spatial ChatはWeb版のみなので、PCへの事前インストールは不要です。

11．その他
万一、年会運営側の事情（例えば、救済不能なネットワークトラブル等で Zoom のセッションを
立ち上げられなかった等）により、一般口頭発表などを行うことができなかった場合に備えて、
年会 3 日目の午後、Zoom B 会場に予備の講演時間帯（14：00～16：00）を設けています。

—
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第 62 回大気環境学会年会

日程表

9 月 14 日（火）午後
会場
14:00-16:00
大気環境モデリング分科会
「今後の光化学オキシダント対策に
向けた現状整理、課題、方向性につ
いて」
14:00-16:30
臭気環境分科会
「畜産農業における悪臭対策～最新の技術
開発動向と現場での優良対策事例～」
13:30-16:00
都市大気エアロゾル分科会
「成分データによる PM2.5 の実態解明と
疫学やモデル研究への展開」

分科
会 HP
参照
分科
会 HP
参照
分科
会 HP
参照

9 月 15 日（水）午前（若手・学生セッション）
会場
時間

Zoom
A

発表部門

座長
講演者
時間

Zoom
B

発表部門

座長
講演者
時間

Zoom
C

発表部門

座長
講演者

8：45-

9：009:159:309:50光化学オキシダント
早崎 将光
森脇
田中
原田
江上
佐伯
健太郎
哲人
亮志
晃司
孝一
8：45- 9：009:159:309:45都市・地域汚染/有害化学物質
速水 洋
TRAN
伊賀
平井
竹内
張
THI MINH
悠太
賢治
里紗
露露
NGOC
8：45- 9：009:159:30動物影響・毒性評価/疫学・リスク評価
堺 温哉
小野寺
章

西川
太規

張 璇

Yang
Zhesi

10:05- 10:20- 10:35- 10:55- 11:10- 11:25- 11:40VOC/粒子状物質
粒子状物質/酸性雨
菅田 誠治
佐藤 圭
米戸
能村
浅川
宗
王
Zhang
BAI
PENGCHU
鈴美香
Hao
弦太
大地
秦平
エン
10:05- 10:20- 10:35- 10:50- 11:10- 11:25- 11:40都市・地域汚染/東アジア
植物影響
反町 篤行
三輪 誠
玉置
吉田
茅場
北川
村田
張
八木田
美聡
昇永
聡子
侑樹
浩太郎
雅卓
彩乃

9:5010:05- 10:20輸送・反応・沈着
佐瀬 裕之
徐 懋

梅原
実玖

王
一澤

10:40- 10:55- 11:10- 11:25- 11:40手法開発/分野横断的・危機的課題
板橋 秀一
松尾
智仁

Ou
Langyin
g

迫
宏気

大西
淳矢

栗林
正俊

9 月 15 日（水）午後
会場
Zoom
A
ポスタ
ー発表
会場ペ
ージ

12:10-12:55
技術セミナー

ポスター発表（前半：奇数番号）

ポスター発表（後半：偶数番号）
17:15-19:30

分科
会 HP
参照

放射性物質動態分科会
「東京電力福島第一原子力
発電所事故による放射性
ヨウ素の実態」

分科
会 HP
参照

17:15-19:30
植物分科会
「大気汚染物質に対する植物
の応答に関する最近の話題」

15:00-18:00
モビリティ環境分科会
「脱炭素社会を目指す政策と
モビリティ環境の変化」
16:00-18:00
環境大気モニタリング分科会
「大気汚染物質の新規連続自
動モニタリングの重要性」

分科
会 HP
参照
分科
会 HP
参照
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9 月 16 日（木）午前（一般講演）
会場
時間

Zoom
A

発表部門

座長
講演者

時間

Zoom
B

Zoom
C

8：45-

8：45-

発表部門

座長
講演者

山口
真弘

時間

8：45-

発表部門

座長
講演者

9：00-

9:15-

9:30-

粒子状物質２（現象解明・事例解析）
豊永 悟史
佐藤
飯島
森野
高橋
圭
明宏
悠
克行
9：00-

9:15-

9:30-

植物影響
武田 麻由子
黄瀬
米倉
佐治
佳之
哲志
光
9：00-

9:15-

輸送・反応・沈着
今村 直広
佐瀬
反町
北田
裕之
篤行
敏廣

9:50-

10:05-

10:20-

10:35-

粒子状物質２（現象解明・事例解析）
飯島 明宏
黒土
石割
中川
長谷川
就一
優太
隼人
修平
9:45-

10:05-

10:20-

10:35-

植物影響
米倉 哲志
玉置
三輪
誠
雅紀

呂
雨晴

武田
麻由子

9:30-

9:50-

10:05-

弓本
桂也

数値解析・モデリング
弓本 桂也
十河
菅田
箕浦
孝夫
誠治
宏明

10:20-

10:35-

久恒
邦裕

10:55-

南齋
勉
10:50-

11:10-

11:25-

11:40-

11:55-

大気汚染物質（酸性雨）
大泉 毅
渡辺 幸一
田中
渡辺
四柳
原 宏
幸一
茂
宏基
11:10-

中嶋
信美

荒木
真

10:55-

11:10-

11:25-

11:40-

疫学・リスク評価
新田 裕史
上田
森川
多津子
佳代
11:25-

11:55-

堺
温哉

11:40-

沈着/測定技術/その他
箕浦 宏明
今村
高橋
重田
天谷
直広
知広
祥範
和夫

9 月 16 日（木）午後
会場
Zoom
A

12:25-12:55
技術セミナー

13:30-14:50
年会総会・受賞記念講演
15:00-18:00
株式会社ＲＯＫＩ 公開シンポジウム
COVID-19 と大気環境

Zoom
B

18:15-20:15

Spatial
Chat

オンライン
懇親会
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9 月 17 日（金）午前（一般講演）
会場
時間

Zoom
A

発表部門

座長
講演者
時間

Zoom
B

発表部門

座長
講演者
時間
発表部門

Zoom
C

8：45- 9：00排出インベントリ
桐山 悠祐
原
黒川
政之
純一
8：45- 9：00臭気
田中 伸幸
小松
樋口
宏昭
隆哉
8：45- 9：00-

9:209:359:5010:05- 10:25光化学オキシダント/VOC
米持 真一
伊藤
河野
蓮沼
福永
橳島
晃佳
なつ美
英樹
顕規
智恵子
9:209:359:5010:05- 10:20動物影響・毒性評価
本田 晶子
萩野
細谷
村木
田中
古山
浩之
純一
直美
昭代
昭子
9:159:309:5010:05- 10:20環境動態
環境動態（室内環境/酸性雨）
（都市・地域汚染）

座長
講演者

高橋 知広
八木
繁樹

長宗
寧

横山
新紀

10:40- 10:55- 11:10- 11:25光化学オキシダント/VOC
伊藤 晃佳
楳原
高倉
吉村
米持
真一
正敬
尚枝
有史
10:40- 10:55- 11:10- 11:25移動発生源
星 純也
柏倉
陸田
岡田
秦
桐子
雅彦
めぐみ
寛夫
10:35- 10:55- 11:10- 11:25環境動態（東アジア）/
分野横断的・危機的課題

伊藤 彰記
田中
伸幸

板橋
秀一

鍾
賜惜

嶋寺
光

川島
洋人

山下
研

会場

Zoom
B
Zoom
C

12:10-12:55

15:40-17:40

技術セミナー

特別集会 2
「大気環境中エアロゾルと感染症」
14:00-16:00（15 分毎）

口頭発表 予備時間
最大で 8 演題

13:00-15:30
特別集会１
「オゾン生成機構解明におけるエア
ロゾルの役割と数値モデルに基づく
オゾン削減効率の推定」
15:00-16:30
酸性雨分科会
「反応性窒素と
その生態系影響」

分科
会 HP
参照
分科
会 HP
参照

13:00-15:00
健康影響分科会
「大気粒子状物質の健康影
響を反映する指標の探索と
発生源の推定」
16:00-18:00

分科
会 HP
参照

室内環境分科会
「芳香と生活環境」
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板野
泰之
11:40-

原 宏
張
代洲

9 月 17 日（金）午後
Zoom
A

11:40-

野口
泉

佐久川
弘

年会総会・受賞記念講演
第 62 回大気環境学会年会総会
日 時 ： 令和 3 年 9 月 16 日（木）13：30～14：50
会 場 ： Zoom A 会場（Zoom ウェビナー）
（1）第 62 回大気環境学会年会長挨拶
（2）学生・若手研究者口頭発表およびポスター賞の発表
（3）大気環境学会長挨拶
（4）大気環境学会賞及び論文賞の表彰
（5）学術賞（斉藤潔賞）受賞記念講演 令和 2 年度及び令和 3 年度
座長：近藤 明（大阪大学）
1．令和 2 年度学術賞受賞記念講演
「OH 反応性計測によるオゾン生成機構の解明」
梶井 克純（京都大学）
（参考資料）大気環境学会誌 56 巻 1 号掲載の総説
https://www.jstage.jst.go.jp/article/taiki/56/1/56_560109/_pdf/-char/ja
2．令和 3 年度学術賞受賞記念講演
「硫黄同位体比観測による大気汚染物質の越境輸送に関する研究」
大泉 毅
（一般財団法人日本環境衛生センターアジア大気汚染研究センター）

—
10 －
—
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大気環境学会 学術賞（斎藤潔賞）受賞者
硫黄同位体比観測による大気汚染物質の越境輸送に関する研究
大泉 毅（一般財団法人日本環境衛生センターアジア大気汚染研究センター）

大気環境学会 進歩賞受賞者
炭素質エアロゾルの発生起源解明を目指したトレーサー解析手法の開発に関する研究
池盛 文数（名古屋市環境科学調査センター）

論 文 賞
（最優秀論文賞）
森林における大気汚染物質の輸送におよぼす遮蔽による流体力学的効果の解析［55 巻 2 号］
市川 陽一, 露木 敬允, 薦田 直人, 宮元 健太, 廣畑 智也, 中園 真衣, 関 光一
毛利 英明, 守永 武史
（技術・調査部門）
大気質モデルによる PM2.5 硝酸塩の再現性向上を目的としたアンモニア排出量の更新
［55 巻 4 号］
伊藤 美羽, 櫻井 達也, 森川 多津子, 茶谷 聡
（ノート・速報部門）
COVID-19 に対する中国のロックダウン期間における PM2.5 越境輸送の変容［55 巻 6 号］
板橋 秀一, 王 哲, 弓本 桂也, 鵜野 伊津志
（学生・若手部門）
都市型豪雨生成に及ぼす大気汚染物質の影響評価−新規開発した分割型豪雨採取システムと
地理情報システムの活用−［55 巻 3 号］
須合 俊貴, 藤原 博伸, 大河内 博, 内山 竜之介, 中野 孝教, 鴨川 仁, 荒井 豊明
（AJAE 部門）
Size Distribution of Atmospheric Particles: 40-Year Trends and 20-Year Comparisons of
Chemical Constituents between Residential and Roadside Areas in Osaka City, Japan
Asian Journal of Atmospheric Environment ［AJAE Vol. 14, No. 4］
Kunihiro Funasaka, Keiko Masumoto, Daichi Asakawa, Satoshi Kaneco
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株式会社ＲＯＫＩ
公開シンポジウム COVID-19 と大気環境
日 時 ： 令和 3 年 9 月 16 日（木） 15：00～18：00
会 場 ： Zoom B 会場（Zoom ウェビナー）
協 賛 ： 株式会社ＲＯＫＩ
共 催 ： 大気環境学会 健康影響分科会、室内環境分科会
座 長 ： 伊藤 剛（日本自動車研究所）、藍川 昌秀（北九州市立大学）
講 演 ：
15:00 – 15:05 開会挨拶 大気環境学会 会長 伊豆田 猛
15:05 – 15:35 基調講演「大気環境リスクの広がり ―COVID-19 と大気環境―」
森本 英香（早稲田大学）
15:35 – 15:55 空気を介した SARS-CoV-2 への感染と換気・粒子拡散の実態
篠原 直秀（産業技術総合研究所）
15:55 – 16:15 大気汚染暴露と COVID-19 の関係に関する疫学研究
東 賢一（近畿大学）
16:15 – 16:35 PM2.5 は新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の細胞侵入口を拡大する
高野 裕久（京都大学）
16:35 – 16:45
（休憩）
16:45 – 17:05 COVID-19 の感染拡大・対策に伴う大気質変化
板橋 秀一（電力中央研究所）
17:05 – 17:25 人新世における「二重の危機」としての気候変動と新型コロナ感染症
朝山 慎一郎（国立環境研究所）
17:25 – 17:45 COVID-19 と地方環境研究所の対応
濱村 研吾（福岡県保健環境研究所）
17:45 – 18:00 総合討論
閉会挨拶 第 62 回大気環境学会年会 年会長 大原 利眞

—
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特別集会
特別集会 1 オゾン生成機構解明におけるエアロゾルの役割と数値モデルに基づく
オゾン削減効率の推定
日 時 ： 令和 3 年 9 月 17 日（金） 13：00～15：30
会 場 ： Zoom C（Zoom ウェビナー）
世話人 ： 梶井 克純（京都大学、国立環境研究所）
坂本 陽介（京都大学、国立環境研究所）
村野 健太郎（京都大学）
座 長 ： 坂本 陽介（京都大学、国立環境研究所）
講 演 ：
1．大気中過酸化ラジカル(HO2 及び RO2)の化学ダイナミクス研究
ーオゾン生成機構の完全理解とエアロゾル変質過程の解明に向けてー
梶井 克純 1, 2、坂本 陽介 1, 2、河野 七瀬 1、佐藤 圭 2、森野 悠 2、
吉野 彩子 2、高見 昭憲 2、定永 靖宗 3（1. 京都大学、2. 国立環境研究所、
3. 大阪府立大学）
2．実大気観測によるオゾン生成レジームの直接評価
定永 靖宗 1、井上 和也 2、河野 七瀬 3、坂本 陽介 3, 4、佐藤 圭 4、森野 悠 4、
高見 昭憲 4、吉野 彩子 4、梶井 克純 3, 4（1. 大阪府立大学、
2. 産業技術総合研究所、3. 京都大学、4. 国立環境研究所）
3．室内実験とモデル計算による HOx 反応性に関する研究：
オゾン生成ポテンシャルにエアロゾルが及ぼす効果の解明に向けて
佐藤 圭 1、森野 悠 1、坂本 陽介 1, 2、定永 靖宗 3、今村 隆史 1、梶井 克純 1, 2
（1. 国立環境研究所、2. 京都大学、3. 大阪府立大学）
4． 精緻化された領域モデルに基づくオゾン削減効率の推定
井上 和也（産業技術総合研究所）
5． PM2.5 の測定法と動態
山神 真紀子 1、池盛 文数 1、久恒 邦裕 1、中島 寛則 1、上田 佳代 2、
若松 伸司 3、長田 和雄 4（1. 名古屋市環境科学調査センター、2. 京都大学、
3. 大気環境総合センター、4. 名古屋大学）

—
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特別集会 2 大気環境中エアロゾルと感染症
日 時 ： 令和 3 年 9 月 17 日（金） 15：40～17：40
会 場 ： Zoom A 会場（Zoom ウェビナー）
世話人 ： 能田 淳（酪農学園大学）
座 長 ： 能田 淳（酪農学園大学）
、牧 輝弥（近畿大学）
講 演 ：
1．結核とバイオエアロゾル感染
御手洗 聡 1、能田 淳 2（1. 結核研究所、2. 酪農学園大学）
2．増加するバイオエアロゾル由来肺疾患 -肺 MAC 症と加湿器肺を中心に森本 耕三（複十字病院）
3．吸入性微粒子による肺免疫の変調とアレルギー性炎症
黒田 悦史（兵庫医科大学）
4．成分分析と曝露実験によるエアロゾル粒子の有害性評価
奥田 知明（慶応義塾大学）
5．大気バイオエアロゾルの粒径別特性と健康影響の可能性
田中 大祐（富山大学）
6．総合討論

—
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分科会
分科会 1 酸性雨分科会
テーマ
日 時
会 場
世話人

：
：
：
：

反応性窒素とその生態系影響
令和 3 年 9 月 17 日（金）15:00～16:30
Zoom にてオンライン開催
藍川 昌秀（北九州市立大学）、井上 智博（千葉県環境研究センター）、
岩崎 綾（沖縄県衛生環境研究所）、
大原 真由美（元・広島県立総合技術研究所保健環境センター）、
木戸 瑞佳（富山県環境科学センター）、
佐藤 啓市（(一財)日本環境衛生センターアジア大気汚染研究センター）、
武 直子（新潟県保健環境科学研究所）、堀江 洋佑（兵庫県・淡路県民局）、
松本 利恵（埼玉県環境科学国際センター）、皆巳 幸也（石川県立大学）、
山口 高志（(地独)北海道立総合研究機構環境）
座 長 ： 山口 高志（(地独)北海道立総合研究機構環境）
講 演 ：
1．大気の反応性窒素をめぐる従来の問題そして新しい問題
林 健太郎（農業・食品産業技術総合研究機構）
2．反応性窒素による森林生態系への影響
福島 慶太郎（京都大学）

—
15 －
—
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分科会 2 大気環境モデリング分科会
テーマ ： 今後の光化学オキシダント対策に向けた現状整理、課題、方向性について
日 時 ： 令和 3 年 9 月 14 日（火）14:00～16:00
会 場 ： Zoom にてオンライン開催
世話人 ： 櫻井 達也（明星大学）
、太田 聡（石川県保健環境センター）
座 長 ： 櫻井 達也（明星大学）
講 演 ：
1．光化学オキシダントに関する環境省の取組について
馬島 貴教（環境省）
2．光化学オキシダント生成に関わる反応性窒素酸化物の動態と化学過程の総合的解明
猪俣 敏 1、谷本 浩志 1、松本 淳 2、定永 靖宗 3、加藤 俊吾 4
（1. 国立環境研究所、2. 早稲田大学、3. 大阪府立大学、4. 東京都立大学）
3．大気化学輸送モデルが適切な Ox 対策策定へ貢献するために
~排出削減感度分布推定とその妥当性評価~
井上 和也（産業技術総合研究所）
4．対策によるオゾン濃度低減効果の裏付けと標準的な将来予測手法の開発
茶谷 聡 1，嶋寺 光 2，入江 仁士 3，板橋 秀一 4
（1. 国立環境研究所、2. 大阪大学、3. 千葉大学、4. 電力中央研究所）

—
16 －
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分科会 3 臭気環境分科会
テーマ
日 時
会 場
世話人

：
：
：
：

畜産農業における悪臭対策～最新の技術開発動向と現場での優良対策事例～
令和 3 年 9 月 14 日（火）14:00～16:30
Zoom にてオンライン開催
樋口 隆哉（山口大学）
、上野 広行（東京都環境科学研究所）
、
佐藤 博（長崎国際大学）
、
重岡 久美子（公益社団法人におい・かおり環境協会）
、
祐川 英基（祐川臭気コンサルタント事務所）
、樋口 能士（立命館大学）
、
増田 淳二（大阪市立環境科学研究センター）
座 長 ： 樋口 隆哉（山口大学）
講 演 ：
1．畜産農業における最新の悪臭対策技術開発動向について
福本 泰之（農業・食品産業技術総合研究機構畜産研究部門）
2．日本型悪臭防止最適管理手法（BMP）を用いた畜産悪臭苦情対策と現場での
優良事例について
小堤 悠平（畜産環境整備機構畜産環境技術研究所）
3．風の吹く仕組み、身近な風の特徴などについて
日下 博幸（筑波大学計算科学研究センター）

—
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—
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分科会 4 放射性物質動態分科会
テーマ ： 東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性ヨウ素の実態
日 時 ： 令和 3 年 9 月 15 日（水）17:15～19:30
会 場 ： Zoom にてオンライン開催
世話人 ： 渡邊 明（気候変動研究所）
，大原 利眞（埼玉県環境科学国際センター）
座 長 ： 梶野 瑞王（気象研究所）
講 演 ：
1．事故初期の放射性ヨウ素の大気放出・拡散・沈着
堅田 元喜（キヤノングローバル戦略研究所）
2．放射性ヨウ素の動態解析
鶴田 治雄（リモート・センシング技術センター）
3．分子状ヨウ素の乾性沈着速度のラボ実験
兼保 直樹、忽那 周三（産業技術総合研究所）
4．フィールド観測に基づく放射性ヨウ素の乾性沈着研究
反町 篤行（福島県立医科大学）
5．総合討論

—
18 －
—
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分科会 5 植物分科会
テーマ ： 大気汚染物質に対する植物の応答に関する最近の話題
日 時 ： 令和 3 年 9 月 15 日（水）17:15～19:30
会 場 ： Zoom にてオンライン開催
世話人 ： 玉置 雅紀（国立環境研究所）
、黄瀬 佳之（山梨大学）
座 長 ： 渡辺 誠（東京農工大学）
講 演 ：
開放系オゾン付加施設を利用した樹林地生態系の応答
小池 孝良 1、増井 昇 2, 渡部 敏裕 1, 佐藤 冬樹 3
（1. 北海道大学農学研究院、2. 北海道大学農学院、3. 北海道大学北方生物圏フィールド
科学センター）

—
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分科会 6 健康影響分科会
テーマ ： 大気粒子状物質の健康影響を反映する指標の探索と発生源の推定
日 時 ： 令和 3 年 9 月 17 日（金）13:00～15:00
会 場 ： Zoom ウェビナーにてオンライン開催
世話人 ： 伊藤 剛（日本自動車研究所）
、上田 佳代（京都大学大学院 ）
座 長 ： 伊藤 剛（日本自動車研究所）
、上田 佳代（京都大学大学院 ）
講 演 ：
1．Environmentally Persistent Free Radicals, Reactive Oxygen Species
Generation, and Oxidative Potential of Highway PM2.5
白岩 学（カリフォルニア大学アーバイン校）
2．大気環境由来の酸化ストレスの 3 次元モデル予測に向けて
梶野 瑞王（気象研究所）
3．Identifying PM2.5 Emission Sources and Their Effects on Human Health
蛭子 慶太（カリフォルニア州環境保護庁）
4．総合討論

—
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分科会 7 都市大気エアロゾル分科会
テーマ ： 成分データによる PM2.5 の実態解明と疫学やモデル研究への展開
日 時 ： 令和 3 年 9 月 21 日（火）13:30～16:00
会 場 ： Zoom にてオンライン開催
世話人 ： 池盛 文数（名古屋市環境科学調査センター）
座 長 ： 池盛 文数（名古屋市環境科学調査センター）
講 演 ：
1．全国での微小粒子状物質（PM2.5）連続成分測定の概要と解析事例
岩本 真二、村嶋 暁子、日下部 正和 （日本環境衛生センター西日本支局）
2．全国 PM2.5 成分測定結果から見た化学組成の季節・地域特性と経年変化
熊谷 貴美代 （群馬県衛生環境研究所）
3．成分データを活用した疫学研究：国内知見と今後の展開
上田 佳代 （京都大学）
4．モデルの検証と発生源感度解析に対する日本の PM2.5 成分濃度時間値の
連続モニタリングの有用性
茶谷 聡 1, 板橋 秀一 2, 山地 一代 3
（1. 国立環境研究所、2. 電力中央研究所、3. 神戸大学）
5．総合討論

—
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分科会 8 モビリティ環境分科会
テーマ ： 脱炭素社会を目指す政策とモビリティ環境の変化
日 時 ： 令和 3 年 9 月 15 日（水）15:00～18:00
会 場 ： Zoom にてオンライン開催
世話人 ： 柏倉 桐子（日本自動車研究所）
座 長 ： 山田 裕之（東京電機大学）
講 演 ：
1．開会あいさつ
柏倉 桐子（日本自動車研究所）
2．脱炭素社会に向けた世界の動向と日本の取り組み
亀山 康子（国立環境研究所）
3．カーボンニュートラル燃料を巡る国内外の動向
鈴木 徹也（日本自動車研究所）
4．自動車及びジェット燃料の事業開発
尾立 維博（株式会社ユーグレナ）
5．バイオ燃料開発に対するサポート取り組みについて
小林 寛（いすゞ自動車株式会社）
6．閉会あいさつ
戸野倉 賢一（東京大学大学院）

—
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分科会 9 環境大気モニタリング分科会
テーマ
日 時
会 場
世話人

：
：
：
：

大気汚染物質の新規連続自動モニタリングの重要性
令和 3 年 9 月 15 日（水）16:00～18:00
Zoom にてオンライン開催
中嶋 吉弘（東京農工大学）
、小松 宏昭（神奈川県環境科学センター）
、
賢持 省吾（東亜 DKK）
、齊藤 勝美（イサラ研究所）
、
齊藤 伸治（東京都環境科学研究所）
、戸矢崎 保雄（紀本電子工業）
、
内藤 季和（元 千葉県環境研究センター）
、
長谷川 就一（埼玉県環境科学国際センター）
、
平野 耕一郎（日本環境技術協会）
、
福﨑 有希子（横浜市環境創造局環境科学研究所）
、
星 純也（東京都環境科学研究所）
、三笠 元（日本環境技術協会）
、
水野 裕介（堀場製作所）
、森 育子（大阪府立環境農林水産総合研究所）
、
米持 真一（埼玉県環境科学国際センター）
座 長 ： 中嶋 吉弘（東京農工大学）
講 演 ：
1．大気アンモニア濃度の高時間分解能連続モニタリング
長田 和雄 1、鶴丸 央 2、齊藤 伸治 2
（1. 名古屋大学、2. 東京都環境科学研究所）
2．大気モデルによる火山由来 PM2.5 の生成・移流過程の解析
山村 由貴（福岡県保健環境研究所）
3．火山噴火粒子の PX-375 による元素観測データについて
松本 絵里佳、比嘉 一志（堀場製作所）
4．自然災害と大気環境連続モニタリング
紀本 岳志（紀本電子工業）

—
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分科会 10 室内環境分科会
テーマ
日 時
会 場
世話人

：
：
：
：

芳香と生活環境
令和 3 年 9 月 17 日（金）16:00～18:00
Zoom にてオンライン開催
篠原 直秀（産業技術総合研究所）、青柳 玲児（ガステック）、
池田 四郎（ガステック）、石坂 閣啓（愛媛大学）、
光崎 純（製品評価技術基盤機構）、中井 里史（横浜国立大学）、
野口 美由貴（成蹊大学）、水越 厚史（近畿大学）
座 長 ： 青柳 玲児（ガステック）
講 演 ：
芳香と生活環境
篠原 直秀 1、青柳 玲児 2、池田 四郎 2、石坂 閣啓 3、光崎 純 4、中井 里史 5、
野口 美由貴 6、水越 厚史 7（1. 産業技術総合研究所、2. ガステック、3. 愛媛大学、
4. 製品評価技術基盤機構、5. 横浜国立大学、6. 成蹊大学、7. 近畿大学）

—
24 －
—
－ 25

一般口頭発表プログラム
講演番号の 1 桁目は講演日、次の桁が会場名、最後の 4 桁は開始時間を示す。
演者の氏名の前に〇を付す。
なお、若手・学生セッションの発表は全て若手・学生口頭発表賞の審査対象となる。
＜第 1 日目 9 月 15 日（水）午前＞
Zoom A 会場 若手・学生セッション 1（光化学オキシダント）
座⻑ 早崎 将光（日本自動車研究所）
1A0845
⻄部北太平洋域における暖候期の対流圏オゾン濃度の年々変動
○森脇 哲⼈（神⼾⼤学⼤学院）
1A0900
校正された熱消散法を用いた樹液流の計測に基づくコナラ林のオゾン吸収量の推定
○田中 亮志 1, 伊豆田 猛 2, 渡辺 誠 2, 松田 和秀 2（1 東京農工⼤学⼤学院農学府, 2 東京農工⼤学⼤学院農学研究院）
1A0915
アンサンブル気候予測データを用いた気温上昇が O3 濃度に与える影響の評価
○原田 晃司 1, 弓本 桂也 2, 梶野 瑞王 3（1 九州⼤・総理工, 2 九州⼤・応力研, 3 気象研）
1A0930
PERCA-CAPS 法による過酸化ラジカルの測定およびオゾン生成速度測定への応用
○江上 孝一 1, 坂本 陽介 1, 2, 定永 靖宗 3, 梶井 克純 1, 2（1 京都⼤学⼤学院, 2 国立環境研究所, 3 ⼤阪府立⼤学⼤学院）
Zoom A 会場 若手・学生セッション 1（V
VOC/粒子状物質）
座⻑ 菅田 誠治（国立環境研究所）
1A0950
植物起源ジアミン類とそのアミド化合物：森林⼤気における存在の提唱とその粒子形成寄与に関する研究
○佐伯 健太郎 1, 碇 和也 1, 横井 裕之 2, ⼤平 慎一 3, ⼾田 敬 3（1 熊本⼤院自然, 2 熊本⼤産業マテリアル研, 3 熊本⼤院
先端）
1A1005
熱力学モデルによる自動車由来の燃料蒸発ガス発生量及びオゾン生成能の推計
○能村 弦太 1, 秦 寛夫 2, 山田 裕之 3, ⼾野倉 賢一 1（1 東京⼤学, 2 産業技術総合研究所, 3 東京電機⼤学）
1A1020
新規オゾンデニューダーを使用した PM2.5 中有機化合物の実態把握
○浅川 ⼤地（⼤阪市立環境科学研究センター）
1A1035
エアロゾル粒子の酸性度の直接測定法の開発
○宋 秦平, ⻑田 和雄（名古屋⼤学⼤学院環境学研究科）

—
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Zoom A 会場 若手・学生セッション 1（粒子状物質//酸性雨）
座⻑ 佐藤 圭（国立環境研究所）
1A1055
2021 年の⻩砂イベント時に輪島で観測された多環芳⾹族炭化⽔素類濃度と組成の変化
○BAI PENGCHU1, 王 琰 1, 楊 露 1, 張 昊 1, 張 セン 1, 邢 万里 1, 張 露露 2, 早川 和一 2, ⻑尾 誠也 2, 唐 寧 2, 3（1
金沢⼤学⼤学院医薬保健学総合研究科, 2 金沢⼤学環日本海環境研究センター, 3 金沢⼤学医薬保健研究域）
1A1110
ロシアウラジオストクにおける⼤気中多環芳⾹族炭化⽔素及びニトロ多環芳⾹族炭化⽔素の汚染特徴
○王 エン 1, Yang Lu1, Zhang Hao 1, Zhang Xuan1, Xing Wanli1, Bai Pengchu 1, Neroda Andrey 2, Mishukov Vassily
F. 2, Zhang Lulu 1, Hayakawa Kazuichi 1, Nagao Seiya 1, Tang Ning 1（1Kanazawa University, 2Russian Academy of
Sciences）
1A1125
新規環境政策前後における中国新郷市の⼤気中多環芳⾹族炭化⽔素類の変遷
○Zhang Hao1, 楊 露 1, 張 セン 1, 邢 万里 1, 王 琰 1, 白 芃楚 1, 張 露露 2, 早川 和一 2, 鳥羽 陽 3, 唐 寧 2, 4（1 金沢⼤
院医薬保, 2 金沢⼤環日セ, 3 ⻑崎⼤院医⻭薬, 4 金沢⼤医薬保研）
1A1140
化学・安定同位体分析を用いた山間部豪雨の実態と生成機構の解明（2）
○⽶⼾ 鈴美⾹ 1, ⼤河内 博 1, 藤原 博伸 1, 梶川 友貴 2, 鴨川 仁 3, 山田 佳裕 4, 加藤 俊吾 5, 三浦 和彦 6, 7, 中野 孝教
8,

井川 学 9, 岩崎 貴也 10, ⼾田 敬 11, 髙橋 善幸 12, 清⽔ 英幸 12, 佐瀨 裕之 13, 村田 浩太郎 14, 藍川 昌秀 15, 家合 浩

明 16, 栗林 正俊 17（1 早稲田⼤学, 2 筑波⼤学, 3 静岡県立⼤学グローバル地域センター, 4 ⾹川⼤学, 5 東京都立⼤学, 6 東京
理科⼤学, 7 富士山環境研究センター, 8 総合地球環境学研究所, 9 神奈川⼤学, 10 お茶の⽔女子⼤学, 11 熊本⼤学, 12 国立環
境研究所, 13 アジア⼤気汚染研究センター, 14 静岡県立⼤学, 15 北九州市立⼤学, 16 新潟県保健環境科学研究所, 17 ⻑野県環
境保全研究所）
Zoom B 会場 若手・学生セッション 2（都市・地域汚染//有害化学物質）
座⻑ 速水 洋（早稲田大学）
1B0845
里山に⼤気沈着した放射性セシウムの動態解明と環境調和型除染技術の開発 (6)
○竹内 里紗 1, ⼤河内 博 1, 反町 篤行 2, 床次 眞司 3, 赤田 尚史 3, 勝見 尚也 4（1 早稲田⼤学, 2 福島県立医科⼤学, 3 弘
前⼤学, 4 石川県立⼤学）
1B0900
中国北⻄部地域における⼤気中多環芳⾹族炭化⽔素の主要発生源解析
○張 露露 1, 楊 露 2, 閉 建栄 3, 魏 永杰 4, 鳥羽 陽 5, 早川 和一 1, ⻑尾 誠也 1, 唐 寧 1, 6（1 金沢⼤学 環日本海域環境
研究センター, 2 金沢⼤学 ⼤学院医薬保健学総合研究科, 3 蘭州⼤学 ⼤気科学院, 4 中国環境科学研究院 環境基準とリス
ク評価重点研究室, 5⻑崎⼤学 ⼤学院医⻭薬学総合研究科, 6 金沢⼤学 医薬保健研究域）
1B0915
COVID-19 のアウトブレイク期間を含むベトナムのホーチミンにおける PM2.5 化学組成の変化
○TRAN THI MINH NGOC1, 藤井 佑介 1, TO THI HIEN2, 松永 優介 1, 竹中 規訓 1, ⼤河内 博 3（1OSAKA
PREFECTURE UNIVERSITY, 2UNIVERSITY OF SCIENCE HCMC, 3WASEDA UNIVERSITY）
1B0930
関門海峡沿岸における船舶燃料硫⻩分規制の⼤気環境改善効果
○伊賀 悠太 1, 速⽔ 洋 2, 板橋 秀一 3, 櫻井 達也 4（1 理科⼤, 2 早⼤, 3 電中研, 4 明星⼤）

—
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1B0945
⼤気質モデルを用いた船舶燃料油硫⻩分規制強化による瀬⼾内地域の PM2.5 濃度低減効果の評価
○平井 賢治 1, 嶋寺 光 1, 荒木 真 1, 櫻井 達也 2, 茶谷 聡 3, 速⽔ 洋 4, 板橋 秀一 5, 松尾 智仁 1, 近藤 明 1（1 ⼤阪⼤
学, 2 明星⼤学, 3 国立環境研究所, 4 早稲田⼤学, 5 電力中央研究所）
Zoom B 会場 若手・学生セッション 2（都市・地域汚染//東アジア）
座⻑ 反町 篤行（福島県立医科大学）
1B1005
⼤気中マイクロプラスチックの分析法確立と動態解明（3）：雲⽔および雨⽔を中心に
○吉田 昇永 1, ⼤河内 博 1, 速⽔ 洋 1, 新居田 恭弘 2, 小林 華栄 3, 浦山 憲雄 3, 緒方 裕子 4, 勝見 尚也 5, 皆⺒ 幸也 5,
宮崎 あかね 6, 竹内 政樹 7, ⼾田 敬 8, 三浦 和彦 9, 10, 加藤 俊吾 11, 小林 拓 12, 和田 龍一 13, 高田 秀重 14（1 早稲田
⼤, 2 パーキンエルマージャパン, 3 日本サーマルコンサルティング, 4 柴田科学, 5 石川県立⼤, 6 日本女子⼤, 7 徳島⼤, 8 熊
本⼤, 9 東京理科⼤, 10 富士山環境研究センター, 11 東京都立⼤, 12 山梨⼤, 13 帝京科学⼤, 14 東京農工⼤）
1B1020
日本における電気自動車普及が複数⼤気汚染物質濃度に与える影響
○茅場 聡子 1, 梶野 瑞王 2, 3, 森川 多津子 4, 萩野 浩之 4（1 筑波⼤・理工情報生命学術院, 2 気象庁気象研究所, 3 筑波
⼤・連携⼤学院, 4 日本自動車研究所）
1B1035
⼤気質モデルを用いた南アジアにおける地域・越境 PM2.5 汚染の季節変動の解析
○北川 侑樹, 嶋寺 光, 松尾 智仁, 近藤 明（⼤阪⼤学）
1B1050
第一回緊急事態宣言時から解除後にかけての都市⼤気バイオエアロゾルの動態
○村田 浩太郎 1, ⻄⾙ 茂辰 2, ⼤河内 博 3, 鴨川 仁 4（1 埼玉県環境科学国際センター, 2 京都⼤学・生態学研究センター,
3 早稲田⼤学・理工学術院, 4 静岡県立⼤学・グローバル地域センター）

Zoom B 会場 若手・学生セッション 2（植物影響）
座⻑ 三輪 誠（埼玉県環境科学国際センター）
1B1110
チンゲンサイの成⻑、収量、葉のガス交換速度に対するオゾン、施肥量および高濃度 CO2 の単独および複合影響
○張 雅卓 1, 布施 剛 1, 遠藤 ゆりの 2, 渡辺 誠 3, 伊豆田 猛 3（1 東京農工⼤学⼤学院 農学専攻, 2 東京農工⼤学 農学部
環境資源科学科, 3 東京農工⼤学 ⼤学院農学研究院）
1B1125
都市緑化樹 10 種の葉のオゾン吸収能力の樹種間差異に関する実験的研究
○八木田 彩乃 1, ⼤井 菜ノ⾹ 3, 藁谷 知輝 3, 伊豆田 猛 2, 渡辺 誠 2（1 農工⼤・院, 2 農工⼤・農学研究院, 3 農工⼤・
農）
1B1140
コナラの細根から滲出する有機炭素が土壌窒素の無機化に与える影響
○玉置 美聡 1, 伊豆田 猛 2, 渡辺 誠 2（1 東京農工⼤学⼤学院農学専攻, 2 東京農工⼤学⼤学院農学研究院）
Zoom C 会場 若手・学生セッション 3（動物影響・毒性評価//疫学・リスク評価）
座⻑ 堺 温哉（日本自動車研究所）
1C0845
Traffic related air pollution による細胞傷害性に対する気道上皮細胞の細胞内分解系としてのリソソームの役割
○小野寺 章（神⼾学院⼤学）

—
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1C0900
日本の主要 10 都市における⼤気汚染の短期暴露と死亡率の関連の経時的変化について(1977-2015)
○⻄川 太規 1, Seposo Xerxes1, Madaniyazi Lina1, 2, 山神 真紀子 3, 上田 佳代 4, 橋爪 真弘 5, Kim Yoonhee6, 本田 靖
7,

Kim Satbyul7, 菅田 誠治 8, 高見 昭憲 8, Ng Chris1（1 ⻑崎⼤・熱帯医学グローバルヘルス研究科, 2 ⻑崎⼤・熱帯医

学研究所・小児感染症学分野, 3 名古屋市環境科学調査センター・環境科学室, 4 京都⼤・地球環境学堂地球環境学舎三才
学林・環境健康科学論, 5 東京⼤・医学系研究科・国際保健学専攻・国際保健政策学, 6 東京⼤・医学系研究科・公共健康
医学専攻・国際環境保健学, 7 筑波⼤・体育系, 8 国環研・地域環境保全領域）
1C0915
中国⼤都市における事務職員の⼤気汚染物質曝露レベルと肺機能への影響調査
○張 璇 1, 楊 露 1, 張 昊 1, 邢 万里 1, 王 琰 1, 白 芃楚 1, 張 露露 1, 早川 和一 1, 魏 永杰 2, 唐 寧 1（1 金沢⼤学, 2 中国
環境科学研究院）
1C0930
稲わら焼きからの⼤気汚染とのその健康影響に関する認識−インド・パンジャブでの横断調査
○Yang Zhesi（京都⼤学⼤学院 地球環境学堂）
Zoom C 会場 若手・学生セッション 3（輸送・反応・沈着）
座⻑ 佐瀬 裕之（アジア大気汚染研究センター）
1C0950
ダイズ畑における⼤気−地表⾯間の NH3 交換(1) デニューダ・緩和渦集積法によるフラックス測定
○徐 懋 1, 梅原 実玖 2, 佐瀨 裕之 3, 松田 和秀 1, 2（1 東京農工⼤学⼤学院連合農学研究科, 2 東京農工⼤学⼤学院農学府,
3 アジア⼤気汚染研究センター）

1C1005
ダイズ畑における⼤気-地表⾯間の NH3 交換(2) 交換モデルの適用および評価
○梅原 実玖 1, 徐 懋 2, 佐瀬 裕之 3, 松田 和秀 1, 2（1 東京農工⼤学⼤学院農学府, 2 東京農工⼤学⼤学院連合農学研究科,
3 アジア⼤気汚染研究センター）

1C1020
日本の山間部森林域における雲⽔沈着量の推計 (2)
○王 一澤 1, ⼤河内 博 1, 井川 学 2, 高橋 善幸 3, 藍川 昌秀 4, 家合 浩明 5, 栗林 正俊 6（1 早稲田⼤学, 2 神奈川⼤学, 3
国立環境研究所, 4 北九州市立⼤学, 5 新潟県保健環境科学研究所, 6 ⻑野県環境保全研究所）
Zoom C 会場 若手・学生セッション 3（手法開発//分野横断的・危機的課題）
座⻑ 板橋 秀一（電力中央研究所）
1C1040
CNN を用いた顕微鏡画像中のアスベスト繊維の自動検出
○松尾 智仁 1, 瀧本 充輝 2, 前川 鈴世 2, 二村 綾美 2, 嶋寺 光 1, 近藤 明 1（1 ⼤阪⼤学, 2 兵庫県環境研究センター）
1C1055
レーザー誘起蛍光法を用いた⼤気圧条件下におけるプロペン OH 酸化由来の RO2 と NO2 の反応速度測定
○Ou Langying（京都⼤学）
1C1110
将来の排出量変動に伴う地域汚染および⻑距離輸送の変化が東南アジアの⼤気質へ与える影響の数値解析
○迫 宏気, 嶋寺 光, 松尾 智仁, 近藤 明（⼤阪⼤学）
1C1125
⼤気質モデルを用いた中国東北部の野焼き時期が地域・越境汚染に及ぼす影響の評価
○⼤⻄ 淳矢, 浦⻄ 克維, 嶋寺 光, 松尾 智仁, 近藤 明（⼤阪⼤学）

—
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1C1140
⻑野県の 2050 ゼロカーボンに向けたカラマツ⼈工林の森林管理
○栗林 正俊 1, 伊藤 昭彦 2（1 ⻑野県環境保全研究所, 2 国立環境研究所）

—
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＜第 2 日目 9 月 16 日（木）午前＞
Zoom A 会場 粒子状物質２（現象解明・事例解析）
座⻑ 豊永 悟史 (熊本県保健環境科学研究所))
2A0845
チャンバー実験に基づく新たな⼈為起源二次生成有機エアロゾルマーカーの評価
○佐藤 圭 1, Ramasamy Sathiyamurthi1, 池盛 文数 2, 伏見 暁洋 1, 熊谷 貴美代 3, 飯島 明宏 4, 森野 悠 1（1 国立研究
開発法⼈ 国立環境研究所, 2 名古屋市環境科学調査センター, 3 群馬県衛生環境研究所, 4 高崎経済⼤学）
2A0900
レセプターモデルによる有機エアロゾルの起源推計と手法間相互比較に基づく信頼性評価
○飯島 明宏 1, 渡邊 雅子 1, 佐藤 圭 2, 森野 悠 2, 熊谷 貴美代 3, 齊藤 由倫 3, 田子 博 3, 池盛 文数 4, 星 純也 5, 齊藤
伸治 5（1 高崎経済⼤学, 2 国立環境研究所, 3 群馬県衛生環境研究所, 4 名古屋市環境科学調査センター, 5 東京都環境科学研
究所）
2A0915
モデル相互検証に基づく有機エアロゾルの発生源寄与解析
○森野 悠 1, 佐藤 圭 1, 熊谷 貴美代 2, 飯島 明宏 3, 茶谷 聡 1, 菅田 誠治 1, 藤谷 雄二 1, 近藤 美則 1, 田子 博 2, 齊藤
由倫 2, 木村 知里 1, 田邉 潔 1, 高見 昭憲 1, ⼤原 利眞 1, 池盛 文数 4, 星 純也 5, 齊藤 伸治 5（1 国立研究開発法⼈ 国
立環境研究所, 2 群馬県衛生環境研究所, 3 高崎経済⼤学, 4 名古屋市環境科学調査センター, 5 東京都環境科学研究所）
2A0930
有機マーカーを利用した幹線道路周辺における PM2.5 の発生源寄与割合の推計
○高橋 克行, 柴崎 みはる, 吉村 有史（一般財団法⼈ 日本環境衛生センター）
座⻑ 飯島 明宏 (高崎経済大学))
2A0950
ベトナムハノイにおける粒子中化学成分の昼夜別挙動
○⿊土 優太 1, 関口 和彦 1, 熊谷 貴美代 2, 藤谷 雄二 3, Dung Ngniem4, Thuy Ly4（1 埼玉⼤・院・理工, 2 群馬県・衛生
環境研, 3 国立環境研, 4 ハノイ工科⼤）
2A1005
神奈川県における PM2.5 に含まれるタンパク質濃度の季節変動
○石割 隼⼈, 武田 麻由子（神奈川県環境科学センター）
2A1020
2020 年夏季における瀬⼾内海周辺の PM2.5 高濃度事例の解析
○中川 修平 1, 山村 由貴 1, 浅川 ⼤地 2, 徳永 友貴 3, 森兼 祥太 4, 竹本 光義 5, 二村 綾美 6, 藍川 昌秀 7, 菅田 誠治 8
（1 福岡県保健環境研究所, 2 ⼤阪市立環境科学研究センター, 3 愛媛県立衛生環境研究所, 4 徳島県立保健製薬環境センタ
ー, 5 広島総研保健環境センター, 6 兵庫県環境研究センター, 7 北九⼤・国際環境工, 8 国環研）
2A1035
埼玉県における船舶燃料規制前後の夏季 PM2.5 硫酸塩の比較
○⻑谷川 就一（埼玉県環境科学国際センター）
Zoom A 会場 大気汚染物質（酸性雨）
座⻑ 大泉 毅 (アジア大気汚染研究センター))
2A1055
単滴中の硫酸塩定量法による雨雲への沈着過程の検討
白倉 将貴, ○南齋 勉（静岡理工科⼤学）

—
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2A1110
立山における霧⽔・降⽔の化学成分の特徴：火山噴煙由来の影響について
○渡辺 幸一 1, 森 絢三朗 1, 荒木 幸洋 1, 加藤 咲 2（1 富山県立⼤学, 2 富山市科学博物館）
2A1125
ネットワーク観測（1990〜2020 年）による⾸都圏の酸性雨の⻑期的動向
○田中 茂, 原 朋子（ST Partners）
座⻑ 渡辺 幸一 (富山県立大学))
2A1140
日本海側の小集⽔域における降雨イベント時の硫⻩や窒素の河川流出特性
○四柳 宏基 1, 諸橋 将雪 1, 高橋 雅昭 2, ⼤泉 毅 1, 藪崎 志穂 3, 陀安 一郎 3, ⼤河内 博 4, 佐瀨 裕之 1（1 アジア⼤気
汚染研究センター, 2 新潟県, 3 総合地球環境学研究所, 4 早稲田⼤学理工学術院）
2A1155
EANET 降⽔化学の時間的変動：1999-2019
○原 宏（東京農工⼤学）
Zoom B 会場 植物影響
座⻑ 武田 麻由子（神奈川県環境科学センター）
2B0845
⻑崎県で栽培されている主要イネ品種 (ヒノヒカリ・にこまる) の成⻑、収量および収量構成要素に対する気温上昇と
高濃度 CO2 の単独および複合影響
○山口 真弘 1, 田添 信行 2, 中山 智喜 1, ⽶倉 哲志 3, 伊豆田 猛 4, 河野 吉久 5（1 ⻑崎⼤学 総合生産科学域, 2 ⻑崎⼤学
環境科学部, 3 埼玉県環境科学国際センター, 4 東京農工⼤学 ⼤学院農学研究院, 5 電力中央研究所）
2B0900
植物成⻑モデルを用いたコマツナの収量に対するオゾンの影響評価法の開発
○⻩瀬 佳之, 山中 くるみ, 渡壁 佳子, 茂手木 悠樹（山梨⼤）
2B0915
出穂時のオゾン暴露がイネの結実や収量に及ぼす影響
○⽶倉 哲志（埼玉県環境科学国際センター）
2B0930
植物にオゾン耐性を付与する新規遺伝子の解析（3）
佐治 章子 1, ○佐治 光 1, 小野 公代 2, 小野 道之 2, 中嶋 信美 1, ⻘野 光子 1（1 国立環境研, 2 筑波⼤）
2B0945
ブナ苗の葉における気孔コンダクタンスと純光合成速度の関係に対するオゾンと高濃度 CO2 の影響
○呂 雨晴 1, 有浦 涼 1, 黎 婧 1, 松本 美佐子 1, ⻘木 拓朗 1, ⻩瀬 佳之 2, 山口 真弘 3, 伊豆田 猛 1, 渡辺 誠 1（1 農工
⼤・農, 2 山梨⼤・総, 3 ⻑崎⼤・⽔環）
座⻑ 米倉 哲志（埼玉県環境科学国際センター）
2B1005
丹沢山地におけるパッシブサンプラーを用いたオゾンリスク評価
○武田 麻由子 1, 十河 孝夫 2, 谷脇 徹 3（1 神奈川県環境科学センター, 2 神奈川県環境農政局⼤気⽔質課, 3 神奈川県自然
環境保全センター）
2B1020
埼玉県における県⺠参加を主体としたオゾンによるアサガオ被害調査―オゾン濃度と葉被害度の⻑期的傾向―
○三輪 誠（埼玉県環境科学国際センター）

—
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2B1035
DNA 損傷モニタリング植物を用いた低線量放射線による DNA 変異蓄積量の評価
○玉置 雅紀 1, 高橋 真哉 2（1 国立研究開発法⼈ 国立環境研究所, 2 筑波⼤学）
2B1050
福島第一原発事故由来の放射線によるサクラの花粉形成への影響
○中嶋 信美, ⻘野 光子, 玉置 雅紀（国立研究開発法⼈ 国立環境研究所）
Zoom B 会場 疫学・リスク評価
座⻑ 新田 裕史（国立環境研究所）
2B1110
PM2.5 成分濃度推計モデルにおける機械学習アルゴリズムの評価
○荒木 真 1, 嶋寺 光 1, 島 正之 2, 蓮沼 英樹 2, 余田 佳子 2（1 ⼤阪⼤学⼤学院, 2 兵庫医科⼤学）
2B1125
超微小粒子の健康影響に関する文献レビュー
○上田 佳代 1, 2, 池田 和男 1, Paoin Kanawat2, 梁 雨文 2, 竹川 暢之 3, 伏見 暁洋 4, 藤谷 雄二 4, 桜井 博 5（1 京⼤・地
球環境学堂, 2 京⼤・工, 3 東京都立⼤・理, 4 国環研, 5 産総研）
2B1140
発生源ごとの PM2.5 ⻑期間曝露と虚⾎性心疾患有病率との関連（Ⅱ）：⼤気モデル CMAQ による曝露濃度と発生源寄
与の推計
○森川 多津子 1, 早崎 将光 1, 堺 温哉 1, 伊藤 晃佳 1, 伊藤 剛 1, 中井 里史 2（1 日本自動車研究所, 2 横国⼤）
2B1155
発生源ごとの PM2.5 ⻑期間曝露と虚⾎性心疾患有病率との関連（Ⅲ）：曝露と虚⾎性心疾患
○堺 温哉 1, 森川 多津子 1, 早崎 将光 1, 伊藤 剛 1, 伊藤 晃佳 1, 中井 里史 2（1 日本自動車研究所 環境研究部, 2 横国
⼤・⼤学院 環境情報研究院）
Zoom C 会場 輸送・反応・沈着
座⻑ 今村 直広（森林総合研究所）
2C0845
アンモニアの沈着・吸収・放出に関する樹木葉特性
○佐瀬 裕之 1, 庭野 元気 2, 諸橋 将雪 1, 四柳 宏基 1, 松田 和秀 3, 中田 誠 2, ⼤泉 毅 1（1 アジア⼤気汚染研, 2 新潟
⼤・院, 3 東京農工⼤）
2C0900
ラドンを用いた都市郊外の森林における⼤気−植生−土壌間のガス交換測定
○反町 篤行 1, 2, 松本 涼太 2, 松田 和秀 2（1 福島医⼤, 2 東京農工⼤）
2C0915
ジャカルタでの ACF フェンスによる沿道 NOx 汚染軽減の総合評価
○北田 敏廣 1, 吉川 正晃 2, 関下 信正 1（1 豊橋技術科学⼤学, 2 ⼤阪ガス株式会社）
Zoom C 会場 数値解析・モデリング
座⻑ 今村 直広（森林総合研究所）
2C0930
機械学習による⼤気汚染予測精度向上に関する研究
○弓本 桂也 1, 板橋 秀一 2, 早崎 将光 3（1 九州⼤・応力研, 2 電中研, 3 日本自動車研）

—
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座⻑ 弓本 桂也（九州大）
2C0950
機械学習による火山ガス濃度基準超過予測
○十河 孝夫 1, 松井 孝典 2, 森⻑ 誠 3, 細見 幸太朗 2, 小松 宏昭 4（1 神奈川県, 2 ⼤阪⼤・工, 3 神奈川⼤・工, 4 神奈川
県・環境科学センター）
2C1005
⼤気汚染対策効果評価のためのシミュレーション支援システムの開発
○菅田 誠治, 茶谷 聡（国立研究開発法⼈ 国立環境研究所）
2C1020
北京および周辺の⼤気汚染物質輸送構造
○箕浦 宏明 1, 2（1 名古屋商科⼤学, 2 アジア⼤気汚染研究センター）
2C1035
降⽔組成を用いたクラスター分析の非類似度の比較
○久恒 邦裕（名古屋市環境科学調査センター）
Zoom C 会場 沈着//測定技術//その他
座⻑ 箕浦 宏明（名古屋商科大学）
2C1055
フェノロジー変化から明らかにする落葉広葉樹と常緑針葉樹の林内雨沈着量の違い
○今村 直広 1, ⼤手 信⼈ 2, 田中 延亮 3, 鈴木 雅一 3（1 森林総合研究所, 2 京都⼤学, 3 東京⼤学）
2C1110
定電位電解式センサを用いた地熱発電所の環境アセスメント向け硫化⽔素測定器の開発
○高橋 知広 1, ⼤井 悦史 1, 高木 幸二郎 1, 富田 尚樹 2, 土屋 郷 2, 岡田 真秀 2, 有本 雄美 1（1 株式会社ガステック, 2
東北緑化環境保全株式会社）
2C1125
鹿児島県薩摩川内市沿岸で発生する蒸気霧"川内川あらし"の発生頻度
○重田 祥範（公立鳥取環境⼤学）
2C1140
”いわゆる光化学スモッグ”の重症被害事件の真相
○天谷 和夫（なし）

—
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＜第 3 日目 9 月 17 日（金）午前＞
Zoom A 会場 排出インベントリ
座⻑ 桐山 悠祐（アジア大気汚染研究センター）
3A0845
数理統計的手法に基づいた⼈工排熱・二酸化炭素排出量インベントリ簡易推計ツールの開発
○原 政之 1, 井原 智彦 2, 杜 皎幔 2, 本城 慶多 1, 平野 勇二郎 3（1 埼玉県環境科学国際センター, 2 東京⼤学, 3 国立環境
研究所）
3A0900
アジア域排出インベントリ REAS の更新と課題点
○⿊川 純一, 桐山 悠祐（一般財団法⼈日本環境衛生センター アジア⼤気汚染研究センター）
Zoom A 会場 光化学オキシダント//VOC
座⻑ 米持 真一 (埼玉県環境科学国際センター))
3A0920
光化学オキシダントに対する発生源寄与を推定する手法の相互比較
○伊藤 晃佳, 森川 多津子（日本自動車研究所）
3A0935
気候変動と⼤気汚染物質の排出量変化が将来の日本域⼤気質に及ぼす影響とその定量解析
○河野 なつ美 1, 永島 達也 1, 原 政之 2, 茶谷 聡 1, 板橋 秀一 3（1 国立環境研究所, 2 埼玉県環境科学国際センター, 3 電
力中央研究所）
3A0950
諸外国の光化学オキシダント対策に関するレビュー(第 3 報)
○蓮沼 英樹 1, 2, Martinez Rivera Liliana1, 3, 小林 弘里 1, 会津 賢治 1, ⼤島 一憲 1, 渋谷 潤 1, 板野 泰之 4, 茶谷 聡 5,
⻑谷川 就一 6, 山神 真紀子 7, 星 純也 8（1 環境情報科学センター, 2 兵庫医科⼤学, 3 法政⼤学⼤学院公共政策研究科, 4
⼤阪市立環境科学研究センター, 5 国立環境研究所地域環境研究センター, 6 埼玉県環境科学国際センター, 7 名古屋市環境
科学調査センター, 8 公益財団法⼈東京都環境公社東京都環境科学研究所）
3A1005
川崎市におけるＯｘ対策効果の評価のための新指標について
○福永 顕規 1, 山田 ⼤介 2, 佐藤 孝晴 2, 石田 真也 2, 藤田 一樹 2（1 川崎市環境局環境総合研究所, 2 川崎市環境局）
Zoom A 会場 光化学オキシダント//VOC
座⻑ 伊藤 晃佳 (日本自動車研究所))
3A1025
南関東地域における⼤気環境中の VOC 調査(1) –個別成分濃度○橳島 智恵子 1, 星 純也 1, 高橋 和清 1, 福﨑 有希子 2, 楳原 正敬 2, 小宇佐
織

3,

風見 千夏

3,

小松 宏昭

4,

武田 麻由子

4,

石割 隼⼈

4,

福永 顕規

5,

友⾹ 2, 後藤 有紗 3, 島 美倫 3, 武蔵 沙

沼田 和也 5, 重⽔ 洋平 5（1（公財）東京都環

境公社東京都環境科学研究所, 2 横浜市環境創造局環境科学研究所, 3 千葉市環境保健研究所, 4 神奈川県環境科学センタ
ー, 5 川崎市環境総合研究所）
3A1040
南関東地域における⼤気環境中の VOC 調査(2) –PMF 解析–
○楳原 正敬 1, 福﨑 有希子 1, 橳島 智恵子 2, 高橋 和清 2, 星 純也 2, 福永 顕規 3, 沼田 和也 3, 重⽔ 洋平 3（1 横浜市
環境創造局環境科学研究所, 2（公財）東京都環境公社東京都環境科学研究所, 3 川崎市環境総合研究所）
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3A1055
ドローンを活用した⾸都圏郊外上空の汚染物質計測
○⽶持 真一 1, 市川 有二郞 1, 野尻 喜好 1, Kristopher Wright2, 山本 祐志 2（1 埼玉県環境科学国際センター, 2 グリーン
ブルー）
3A1110
京都府における光化学オキシダント高濃度時のアルデヒド類及び VOC 濃度
○高倉 尚枝 1, 原口 健司 1, 木﨑 利 1, 安田

知生 1, 上田

郁夫 1, 柳澤

匡寛 1, 近藤

博文 1, 高取 惇哉 2, 熊谷

貴美代 3, 菅田 誠治 4（1 京都府保健環境研究所, 2 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター, 3 群馬県衛生環境研究所, 4 国立環
境研究法⼈国立環境研究所）
3A1125
VOC 自動測定装置による３年間の測定結果の解析
○吉村 有史, 柴崎 みはる, 高橋 克行（一般財団法⼈ 日本環境衛生センター）
Zoom B 会場 臭気
座⻑ 田中 伸幸（電力中央研究所）
3B0845
2020 年に神奈川県で発生した異臭事案について
○小松 宏昭 1, 武田 麻由子 1, 石割 隼⼈ 1, 菅田 誠治 2（1 神奈川県環境科学センター, 2 国立環境研究所）
3B0900
養豚場における悪臭物質濃度および臭気指数の測定に基づく悪臭発生源の影響評価
○樋口 隆哉 1, 橘 峰生 2（1 山口⼤学, 2 バイオ燃料技研工業株式会社）
Zoom B 会場 動物影響・毒性評価
座⻑ 本田 晶子（京都大学）
3B0920
ガソリン自動車の排出ガスがヒト呼吸器系細胞に及ぼす影響評価（1）光化学スモッグチャンバー実験と成分分析
○萩野 浩之 1, 細谷 純一 1, 石井 幸雄 2, 坂本 和彦 3, 内山 巌雄 4（1 日本自動車研究所, 2 筑波⼤学, 3 埼玉⼤学, 4 京都⼤
学）
3B0935
ガソリン自動車の排出ガスがヒト呼吸器系細胞に及ぼす影響評価 （2）気液界⾯細胞曝露による影響評価
○細谷 純一 1, 萩野 浩之 1, 伊藤 剛 1, 石井 幸雄 2, 坂本 和彦 3, 内山 巌雄 4（1 日本自動車研究所, 2 筑波⼤学, 3 埼玉⼤
学, 4 京都⼤学）
3B0950
気液界⾯培養下の気道上皮細胞への排ガス曝露影響評価法の検討 −炎症増悪作用評価法の有効性の検討−
○村木 直美 1, 伊藤 剛 1, 田村 久美子 1, 石井 幸雄 2, 酒井 康行 3, 渡邉 肇 4, 高野 裕久 5（1 日本自動車研究所, 2 筑⼤,
3 東⼤, 4 阪⼤, 5 京⼤）

3B1005
インジウム・スズ酸化物ナノ粒子の経気道性曝露による生体影響
○田中 昭代 1, 松村 渚 1, 田中 佑樹 2, 小椋 康光 2, 古閑 一憲 3, 4, 白谷 正治 3, ⻑野 嘉介 5（1 九州⼤・医, 2 千葉⼤・
薬, 3 九州⼤・システム情報科学, 4 自然科学研究機構, 5 ⻑野毒性病理コンサルティング）
3B1020
マクロファージ共培養系における PM2.5 細胞応答修飾
○古山 昭子, 藤谷 雄二（国立研究開発法⼈ 国立環境研究所）
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Zoom B 会場 移動発生源
座⻑ 星 純也（東京都環境科学研究所）
3B1040
ガソリン乗用車の排出ガスに対する低温環境の影響
○柏倉 桐子, 伊藤 晃佳（（一財）日本自動車研究所）
3B1055
路上走行試験による⼤型車から排出される NOx と CO2 の計測と駆動力解析による排出挙動の評価
○陸田 雅彦 1, 秦 寛夫 2, 國領 和夫 3, 尾形 竹彦 3, 柳井 孝一 1, 岡田 めぐみ 1, 舟久保 千景 1, 山﨑 実 1, 星 純也 1（1
（公財）東京都環境公社 東京都環境科学研究所, 2 国立研究開発法⼈ 産業技術総合研究所, 3（株）現代企画社）
3B1110
短時間ソーク後の小型使用過程車からの VOC 排出量〜成分組成変化について
○岡田 めぐみ 1, 舟久保 千景 1, 陸田 雅彦 1, 山﨑 実 1, 柳井 孝一 1, 矢波 清 1, 我部 正志 1, 秦 寛夫 1, 2（1（公財）東
京都環境公社 東京都環境科学研究所, 2 国立研究開発法⼈ 産業技術総合研究所）
3B1125
半経験的化学反応速度論によるガソリン自動車の冷始動時エミッションのモデル化
○秦 寛夫 1, 2, 岡田 めぐみ 2, 舟久保 千景 2, 柳井 孝一 2, 陸田 雅彦 2, 星 純也 2（1 国立研究開発法⼈産業技術総合研究
所, 2 公益財団法⼈東京都環境公社東京都環境科学研究所）
3B1140
常時監視データを用いた自動車からの NO2/NOx 排出比率の推定手法の実用における課題
○板野 泰之 1, ⻑谷川 就一 3, 山神 真紀子 2（1 ⼤阪市立環境科学研究センター, 2 名古屋市環境科学調査センター, 3 埼玉
県環境科学国際センター）
Zoom C 会場 環境動態（室内環境//酸性雨）
座⻑ 高橋 知広 (株式会社ガステック))
3C0845
二酸化炭素（CO2）による行動推定 -未来の家プロジェクト室内環境調査結果①○八木 繁樹, ⻑宗 寧, 三阪 和弘（グリーンブルー株式会社）
3C0900
揮発性有機化合物（VOC）による行動推定 -未来の家プロジェクト室内環境調査結果②○⻑宗 寧, 八木 繁樹, 三阪 和弘（グリーンブルー株式会社）
3C0915
冬季季節風時における降雪中の非海塩起源硫酸イオン濃度の洗浄比解析
○横山 新紀（千葉県環境研究センター）
3C0930
高齢者施設における⼈間の行動が室内空気質に及ぼす影響
○田中 伸幸 1, 撫中 達司 2（1 電中研, 2 東海⼤・情報通信）
Zoom C 会場 環境動態（都市・地域汚染）
座⻑ 伊藤 彰記 (JAMSTEC)
3C0950
マルチコプタを利用した瀬⼾内地域における海⾯上 PM2.5 鉛直濃度分布の測定
○板橋 秀一 1, 速⽔ 洋 2, 嶋寺 光 3, 櫻井 達也 4（1（一財）電力中央研究所, 2 早稲田⼤学, 3 ⼤阪⼤学, 4 明星⼤学）
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3C1005
京阪神地域における気象に対する都市域の季節別影響の数値解析
○鍾 賜惜（⼤阪⼤学）
3C1020
⼤気質モデルによる 2019〜2020 年の瀬⼾内地域における PM2.5 濃度の再現性評価
○嶋寺 光 1, 荒木 真 1, 平井 賢治 1, 櫻井 達也 2, 茶谷 聡 3, 速⽔ 洋 4, 板橋 秀一 5, 松尾 智仁 1, 近藤 明 1（1 ⼤阪⼤
学, 2 明星⼤学, 3 国立環境研究所, 4 早稲田⼤学, 5 電力中央研究所）
Zoom C 会場 環境動態（東アジア）//分野横断的・危機的課題
座⻑ 伊藤 彰記 (JAMSTEC)
3C1035
⻩砂に関わる粒子付着微生物と単独浮遊バクテリアの割合の初期見積
胡 偉 1, 2, 村田 浩太郎 1, 堀川 結⾹ 1, 範 春蘭 1, Huang Shu2, Fu Pingqing2, 松崎 弘美 1, ○張 代洲 1（1 熊本県立⼤
学・環境共生, 2 天津⼤学・地球系統科学学院）
座⻑ 原 宏（東京農工大学）
3C1055
バングラデシュ，ダッカにおける PM2.5 中のアンモニウムイオンの窒素安定同位体を用いた起源推定
○川島 洋⼈ 1, 吉田 乙羽 1, Joy Khaled2, Raju Rasel2, Islam Kazi2, Jeba Farah2, Salam Abdus2（1 秋田県⼤・システ
ム, 2 ダッカ⼤・理）
3C1110
EANET の⼤気汚染モニタリング結果の環境基準評価と健康影響評価
○山下 研 1, 高野 樹 2, ⼤野 周平 2, 朱 美華 1, ⻘ 正澄 2（1（一財）日本環境衛生センター アジア⼤気汚染研究センタ
ー, 2 横浜市立⼤学）
3C1125
気温上昇に伴う⼤気中硝酸ガスおよび硝酸塩存在比の変化とその影響
○野口 泉, 山口 高志（北海道立総合研究機構 エネルギー・環境・地質研究所）
3C1140
一重項酸素発生装置の開発ーウイルス不活性化への応用
○佐久川 弘 1, Sunday Michael1, Ayeni Taiwo2（1 広島⼤院・統合生命, 2 広島⼤院・生物圏科学）
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ポスター発表
＜第１日目

９月１５日（水）午後＞

会場： ポータルサイト内ポスター会場ページ
コアタイム：奇数番号：13:00-15:00 偶数番号：15:15-17:15
#印は、若手・学生ポスター賞の対象であることを示します。
P-1#
つくば、横浜および京都における総 OH 反応性とオゾン生成に関する大気質研究
○黎 珈汝 1, 河野 七瀬 1, 坂本 陽介 1, 2, 村野 健太郎 1, 梶井 克純 1, 2（1 京都大学, 2 国立環境研究所）
P-2#
群馬県における気象条件を考慮した近年の光化学オキシダント濃度の解析
○坂本 祥一 1, 熊谷 貴美代 1, 田子 博 1, 菅田 誠治 2（1 群馬県衛生環境研究所, 2 国立環境研究所）
P-3#
関東地域におけるオゾンの⻑期観測データ（1991〜2018 年度）の推移と特徴
○市川 有二郎, 佐坂 公規（埼玉県環境科学国際センター）
P-4#
未知 OH 反応性とエアロゾルへのラジカル取り込みを考慮した 2020 年 9 月の京都市におけるオゾン生成レジーム判定
○Pham Gia Huy1, 河野 七瀬 1, 坂本 陽介 1, 2, 梶井 克純 1, 2（1 京都大学大学院, 2 国立環境研究所）
P-5#
関東地方における 2050 年の大気質予測
○山田谷 佳明 1, 林 健太郎 2, 森川 多津子 3, 山田 裕之 2, 田中 光太郎 1, 岡山 紳一郎 4, 柴田 芳昭 5, 中田 泰正 6, 渡
辺 宏江 4, 木所 徹 6（1 茨城大学, 2 東京電機大学, 3 日本自動車研究所, 4 日産自動車, 5 大気環境総合センター, 6 トヨタ自
動車）
P-6#
新自動車排ガス規制の実施に伴った金沢市の大気中多環芳香族炭化水素の経年変動
○邢 万里 1, 楊 露 1, 張 昊 1, 張 セン 1, 王 琰 1, BAI Pengchu1, 張 露露 2, 早川 和一 2, ⻑尾 誠也 2, 唐 寧 2, 3（1 金沢
大学大学院医薬保健学総合研究科, 2 金沢大学環日本海環境研究センター, 3 金沢大学医薬保健研究域）
P-7#
都市大気観測に向けたガス状有機硝酸連続測定装置の改良
○大原 和 1, 塩路 貴大 1, 河野 七瀬 2, 坂本 陽介 2, 3, 梶井 克純 2, 3, 椎木 弘 1, 定永 靖宗 1（1 大阪府立大学, 2 京都大学,
3 国立環境研究所）

P-8#
ファインバブル化手法を用いた高濃度 VOC ガスの液相捕捉処理
○改發 彬浩 1, 関口 和彦 1, 安井 文男 2（1 埼玉大・院・理工, 2（株）テクノ菱和）
P-9#
テルペン類の OH 酸化による RO2 ラジカルと NO2 の反応速度定数についての研究
○平井 力（京大院・人環）
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P-10#
富士山南東麓における無人航空機を用いた揮発性有機化合物の鉛直観測（1）
○石川 翔 1, 大河内 博 1, 速水 洋 1, 勝見 尚也 2, 皆⺒ 幸也 2, 竹内 政樹 3, ⼾田 敬 4, 加藤 俊吾 5, 三浦 和彦 6, 10, 小
林 拓 7, 和田 龍一 8, 南齋 勉 9, 土器屋 由紀子 10, 畠山 史郎 10, 山本 祐志 11, 三阪 和弘 11（1 早稲田大学, 2 石川県立
大学, 3 徳島大学, 4 熊本大学, 5 東京都立大学, 6 東京理科大学, 7 山梨大学, 8 帝京科学大学, 9 静岡理工科大学, 10 富士山環境
研究センター, 11 グリーンブルー株式会社）
P-11#
細胞曝露実験を前提とした粒子懸濁液の粒径分布測定
○大金 栞子, 奥田 知明（慶應義塾大学理工学部応用化学科）
P-12#
光熱変換赤外分光法（O-PTIR）を用いた冬季富士山南東麓における大気中マイクロプラスチックの特徴
○趙 鶴立 1, 大河内 博 1, 吉田 昇永 1, 速水 洋 1, 勝見 尚也 2, 竹内 政樹 3, 宮崎 あかね 4, 緒方 祐子 5, 板谷 庸平 5,
小林 華栄 6, 浦山 憲雄 6, 新居田 恭弘 7, 高田 秀重 8（1 早稲田大学, 2 石川県立大学, 3 徳島大学, 4 日本女子大学, 5 柴田
科学株式会社, 6 日本サーマル・コンサルティング, 7 パーキンエルマージャパン, 8 東京農工大学）
P-13#
バマコ-マリ市における日々の粒子状物質（PM2.5）曝露の診断.
○Alimata Sidibe1, 坂本 陽介 1, 3, 村野 健太郎 1, Koita Ousmane2, Traore
2Bamako

Ibrahim2, 梶井 克純 1, 3（1 京都大学,

University, 3NIES）

P-14#
日本で観測された高分解能降水データが示す酸性雨の動態 ―2000~2017―
○加藤 悠平（新潟大学・自然科学研究科）
P-15#
首都圏近郊山間部森林域における渓流水の化学特性と大気沈着の影響評価（6)）
○浅見 匠洋 1, 大河内 博 1, 速水 洋 1, 井川 学 2, 山田
大学院 創造理工学研究科,

佳裕 3, 佐瀨 裕之 4, 諸橋 将雪 4, 中野

孝教 5（1 早稲田大学

2 神奈川大学, 3 香川大学, 4 アジア大気汚染研究センター, 5 総合地球環境学研究所）

P-16#
パーソナルケア商品中のマイクロカプセルの同定と健康・環境影響評価（2）
○藤川 真智子 1, 大河内 博 1, 齊藤 純一 1, 後藤

隆弘 1, 新居田

恭弘 2, 高田

秀重 3（1 早稲田大学, 2 パーキンエルマ

ージャパン, 3 東京農工大学）
P-17#
デニューダ法による⻑期観測に基づく東京郊外の森林における大気中 NH3 濃度変動の特徴
○徐 懋 1, 松本 涼太 2, 反町 篤行 3, 1, 高木 健太郎 4, 松田 和秀 1, 2（1 東京農工大学大学院連合農学研究科, 2 東京農工大
学大学院農学府, 3 福島県立医科大学, 4 北海道大学）
P-18#
さいたま市、東京都市部における秋季花粉飛散挙動の調査
○WANG WEIQIAN1, 王 ⻘躍 1, 落合 善美 2（1 埼玉大学大学院, 2 花粉症クエスト）
P-19#
2020 年の緊急事態宣言下に見えた自動車交通変化の大気汚染への影響
○米持 真一（埼玉県環境科学国際センター）
P-20#
郊外居住大気における自動車起源粒子成分の動態
○工藤 慎治, 中川 澄香, 村尾 圭佑, 呂 暁丹（滋賀県立大学）

—
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P-21#
肺沈着表面積に基づいた実環境大気粒子の酸化能評価
○栗原 一嘉 1, 岩田 歩 1, Horwitz Samuel1, 松木 篤 2, 奥田 知明 1（1 慶應義塾大学大学院・理工学研究科, 2 金沢大学・
環日本海域環境研究センター）
P-22#
大阪府堺市におけるアンモニアガスの向流管吸収／吸光光度法による連続測定
○太田垣 湧真, 藤井 佑介, 竹中 規訓（大阪府立大学大学院）
P-23#
台風時における大気エアロゾルの有機物や界面活性剤に関する研究
○平安 瞳 1, 蔵元 里佐子 1, 立津 さやの 2, 宮城 風香 2, 本村 愛乃 2（1 琉球大院・理工, 2 琉球大・理）
P-24#
日本の EANET 遠隔局における粒子・ガス状硫⻩および窒素化合物濃度の⻑期トレンド評価
○小澤 茉由子, 松田 和秀（東京農工大学大学院農学府）
P-25#
ＥＡＮＥＴ湿性・乾性モニタリングにおける分析精度向上にむけた解析（３報）
○二見 真理, 弓場 彬江, 桐山 悠祐, 町田 裕史, 大泉 毅, 佐藤 啓市（アジア大気汚染研究センター）
P-26#
富士山麓太郎坊における CO,O3,SO2 の通年観測
○矢田 茂久 1, 中村 まりあ 2, ⾠⺒ 紘奨 1, 加藤 俊吾 2, 和田 龍一 3, 三浦 和彦 4, 5, 大河内 博 6, 皆⺒ 幸也 7（1 東京都
立大学 大学院, 2 東京都立大学, 3 帝京平成大学, 4 東京理科大学, 5 富士山環境研究センター, 6 早稲田大学, 7 石川県立大
学）
P-27#
植物による VOC 吸収モデルの開発
○山根 水月, 谷 晃（静岡県立大学）
P-28#
ヤシ類のイソプレン放出能の簡易測定プロトコルの検討
○岡本 啓志, 谷 晃（静岡県立大学）
P-29#
金属標準粒子を用いたヒト肺胞基底上皮腺癌細胞 (A549) の応答性評価
○岡本 拓真, 岩田 歩, 奥田 知明（慶應義塾大学 理工学部）
P-30#
エアロゾル粒子の気道模型に対する沈着率の検証
○石⼾谷 澪, 岩田 歩, 奥田 知明（慶應義塾大学 理工学部）
P-31#
AirQ+モデルを用いての横浜市における NO₂⻑期曝露健康影響評価 (Health Impact Assessment)
○丸山 隆太 1, 荒井 裕春 1, 福﨑 有希子 2, 中井 里史 1（1 横浜国立大学大学院環境情報学府, 2 横浜市環境科学研究所）
P-32#
使用過程車から排出される微小粒子状物質の簡便な計測手法の検討
○上平 和季 1, 田中 光太郎 1, 境田 悟志 1, 金野 満 1, 丹下 健 2, 佐藤 進 3（1 茨城大学, 2 日本特殊陶業株式会社, 3 東京
工業大学）
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P- 33#
小型使用過程車におけるガソリンポート噴射車の PM・PN 排出調査
○山﨑 実（（公財）東京都環境公社東京都環境科学研究所）
P-34#
畜舎から排出される揮発性有機化合物の除去技術の開発
○相澤 有香 1, 田中 伸幸 2, ⿊田 久雄 3, 宮崎 あかね 1（1 日本女子大学, 2 電力中央研究所, 3 茨城大学）
P-35#
⻩砂表面における花粉由来タンパク質のニトロ化促進に関する基礎的検討
○寺野 真梨（京都大学大学院・エネ）
P-36#
キャノピー濃度勾配法を用いた森林におけるオゾンフラックス測定手法の検討
○山崎 萌香 1, 渡辺 誠 1, 反町 篤行 2, 松田 和秀 1（1 東京農工大学大学院・農学府, 2 福島県立医科大学）
P-37#
パッシブサンプラーを用いた農地における NH3 濃度勾配の季節変化
○梅原 実玖, 伊藤 真利亜, 松田 和秀（東京農工大学大学院農学府）
P-38#
大気−森林間の NH3 交換：林上および林床における濃度勾配観測
○松本 涼太 1, 武 照杰 1, 徐 懋 2, 佐瀬 裕之 3, 反町 篤行 4, 1, 高木 健太郎 5, 松田 和秀 1, 2（1 東京農工大学大学院農学
府, 2 東京農工大学大学院連合農学研究科, 3 アジア大気汚染研究センター, 4 福島県立医科大学, 5 北海道大学）
P-39#
森林におけるエアロゾル個数濃度の粒径別鉛直プロファイル
○松本 響子 1, 反町 篤行 2, 松田 和秀 1（1 農工大・農, 2 福島医大）
P-40#
森林における硝酸ガスおよび硝酸塩の乾性沈着：林上および林床における濃度勾配観測
○武 照杰 1, 松本 涼太 1, 徐 懋 2, 佐瀨 裕之 3, 反町 篤行 4, 1, 高木 健太郎 5, 松田 和秀 1, 2（1 東京農工大学大学院 農
学府, 2 東京農工大学大学院連合農学研究科, 3 アジア大気汚染研究センター, 4 福島県立医科大学, 5 北海道大学）
P-41#
都市大気中農薬の実態解明と個人暴露評価のためのウェラブルサンプラーの開発（3）
○駒場 啓祐 1, 大河内 博 1, 鈴木 美成 2, 川嶋 文人 3（1 早稲田大学, 2 国立医薬品食品衛生研究所, 3 愛媛大学）
P-42#
深層学習による京都における大気汚染物質濃度予測
○池上 将太, 山本 浩平, ⻲田 貴之（京都大学大学院エネルギー研究科）
P-43#
SEM 画像を用いたエアロゾルの形状識別と分類
○坂井 健太朗 1, 小岩井 亮汰 1, 土田 翔慶 1, 加藤 望亜 2, 森田 真人 2, 坂本 哲夫 1, 2（1 工学院大学大学院 工学研究科
電気・電子工学専攻, 2 工学院大学 先進工学部 応用物理学科）
P-44#
粒子状物質が SARS-CoV-2 の細胞内侵入に関与するタンパク質の発現に与える影響
○大森 一生 1, 石川 良賀 1, 本田 晶子 1, 2, 佐川 友哉 1, 3, 上田 佳代 1, 2, 高野 裕久 1, 2（1 京大・院工, 2 京大・院地球環
境, 3 京府医大・免疫内科）
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P-45#
透明マスク作製のための粒子捕集用透明フィルターの開発
○柴田 雄大（慶應義塾大学理工学部）
P-46#
過酸化水素水を用いない過酸化水素ガス発生手法の検討
○近藤 直希 1, 岡田 暁 1, 関口 和彦 1, 安井 文男 2, 馬場 航哉 2（1 埼大院・理工, 2(株)テクノ菱和）
P-47#
化学・安定同位体分析を用いた都市型豪雨の実態と生成機構の解明(6)
○三原 直之 1, 大河内 博 1, 須合 俊貴 1, 内山 ⻯之介 1, 藤原 博伸 1, 鴨川 仁 2, 山田 佳裕 3, 中野 孝教 4（1 早大, 2 静
岡県立大, 3 香川大, 4 地球研）
P-48
川崎市における Ox と前駆物質及び気象データの経年変化の解析について
○福永 顕規 1, 山田 大介 2, 佐藤 孝晴 2, 石田 真也 2, 藤田 一樹 2（1 川崎市環境局環境総合研究所, 2 川崎市環境局）
P-49
川崎市における Ox と前駆物質の経年推移及びその関係性
○佐藤 孝晴, 山田 大介, 石田 真也, 藤田 一樹, 福永 顕規（川崎市環境局）
P-50
光化学オゾンの生成濃度と気温の相関性に関する補強データ
○吉門 洋（（国研）産業技術総合研究所）
P-51
パッシブサンプラーによるオゾン及び二酸化窒素濃度測定法の改良について
○佐々木 博行 1, 清水 英幸 2, 高橋 善幸 2, 家合 浩明 1（1 新潟県保健環境科学研究所, 2 国立研究開発法人国立環境研究
所）
P-52
東海近畿地域における近年の光化学オキシダント濃度の変化傾向
○高取 惇哉 1, 金森 信厚 2, 川上 七恵 3, 小河 大樹 4, 5, 平澤 幸代 6, 7, 高倉 尚枝 6, ⻄村 理恵 8, 山本 真緒 9, 熊谷 貴
美代 10, 菅田 誠治 11（1 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター, 2 岐阜県保健環境研究所, 3 愛知県環境調査センター, 4 三重
県保健環境研究所, 5 現・三重県環境生活部廃棄物対策局, 6 京都府保健環境研究所, 7 現・京都府乙訓保健所, 8 大阪府立環
境農林水産総合研究所, 9 奈良県景観・環境総合センター, 10 群馬県衛生環境研究所, 11 国立環境研究所）
P-53
2019 年 5 月に発生した光化学オキシダント高濃度事例−関東地域の状況−
○熊谷 貴美代 1, 坂本 祥一 1, 田子 博 1, 鶴丸 央 2, 星 純也 2, 齊藤 伸治 2, ⻄村 理恵 3, 高取 惇哉 4, 菅田 誠治 5（1 群
馬県衛生環境研究所, 2 東京都環境科学研究所, 3 大阪府立環境農林水産総合研究所, 4 滋賀県琵琶湖環境科学研究センタ
ー, 5 国立環境研究所）
P-54
名古屋市の 5 月の光化学オキシダントにおける気象要因を調整した経年変化の検討
○山神 真紀子 1, 久恒 邦裕 1, 池盛 文数 1, ⻑田 和雄 2, 北田 敏廣 3（1 名古屋市環境科学調査センター, 2 名古屋大学大
学院環境学研究科, 3 豊橋技術科学大学）
P-55
近畿地方における 2018 年 7 月と 2019 年 5 月に発生した光化学オキシダント高濃度事例の比較
○⻄村 理恵 1, 熊谷 貴美代 2, 高取 惇哉 3, 菅田 誠治 4（1 地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所, 2 群馬県
衛生環境研究所, 3 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター, 4 国立研究開発法人国立環境研究所）
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P-56
富山県における地上および上空の過酸化水素とホルムアルデヒド濃度の測定（Ⅲ）
○渡辺 幸一, 楊 柳, 姫 玖玖, 中村 賢, 大谷 卓也, ⻑村 遥, 増田 ⻯之（富山県立大学）
P-57
バッテリー駆動型パッシブサンプラー自動切替装置の開発：トルエン等の局所発生源探索
○⻑田 和雄 1, 小山 慎一 2, 星 純也 3, 橳島 智恵子 3（1 名古屋大学大学院, 2 ムラタ計測器サービス, 3 東京都環境科学研
究所）
P-58
⼋王子市での揮発性有機化合物の⻑期測定
○⾠⺒ 紘奨, カトウ 俊吾（都立大）
P-59
光化学オキシダント生成に関わる VOCs 及びアルデヒド類の昼夜変動 -2020 年春季・夏季の全国調査○中川 修平 1, 熊谷 貴美代 2, 坂本 祥一 2, 高取 惇哉 3, 梅津 貴史 4, 林 英和 5, 小田 直哉 6, 鶴丸 央 7, 大橋 泰浩 8,
風見 千夏 9, 小河 大樹 10, 20, 高倉 尚枝 11, ⻄村 理恵 12, 山本 真緒 13, 上田 真久 14, 園山 隼人 15, ⻄村 佳恵 16, 山本
梓 17, 角田 朋生 18, 菅田 誠治 19（1 福岡県保健環境研究所, 2 群馬県衛生環境研究所, 3 滋賀県琵琶湖環境科学研究センタ
ー, 4 山形県環境科学研究センター, 5 仙台市衛生研究所, 6 茨城県霞ケ浦環境科学センター, 7 東京都環境科学研究所, 8 山梨
県衛生環境研究所, 9 千葉市環境保健研究所, 10 三重県保健環境研究所, 11 京都府保健環境研究所, 12 大阪府立環境農林水産
総合研究所, 13 奈良県景観・環境総合センター, 14 名古屋市環境科学調査センター, 15 島根県保健環境科学研究所, 16 岡山
県環境保健センター, 17 佐賀県環境センター, 18 熊本県保健環境科学研究所, 19 国環研, 20 三重県環境生活部廃棄物対策
局）
P-60
埼玉県内における近年の大気中 VOC の動向
○佐坂 公規, 市川 有二郎（埼玉県環境科学国際センター）
P-61
GC-MS/MS による PM2.5 中の非・微極性有機物の高感度多成分分析法の検討
○池盛 文数（名古屋市環境科学調査センター）
P-62
ICP-MS/MS による PM2.5 中の無機元素 70 成分の分析検討
○岩山 直樹（株式会社静環検査センター）
P-63
新潟巻における PM2.5 自動測定機捕集ろ紙を用いた PM2.5 成分分析
○弓場 彬江 1, 高橋 克行 2, 柴崎 みはる 2, 吉村 有史 2, 佐藤 啓市 1（1（一財）日本環境衛生センター アジア大気汚
染研究センター, 2（一財）日本環境衛生センター 東日本支局）
P-64
PM2.5 自動測定機の精度管理について(2)
○石井 克⺒, 石原 健（千葉県環境研究センター）
P-65
測定局における PM2.5 と SPM 測定値の関係について
○田村 憲治 1, 原 邦夫 2, 佐々木 俊介 3, 苅田 香苗 4, 矢野 栄二 5（1 国立研究開発法人 国立環境研究所, 2 産業医科大
学, 3 早稲田大学, 4 杏林大学, 5 帝京大学）
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P-66
光散乱式 PM 測定における校正係数への環境影響
○山田 裕之（東京電機大学）
P-67
都市大気中燃焼由来粒子， PAH 及び NPAH の発生源解析法（NP 法）の開発
○早川 和一（金沢大学・環日セ）
P-68
タイヤ摩耗粉塵のリアルタイム計測法の開発
○利根川 義男（（一財）日本自動車研究所）
P-69
遠隔地で多点展開が可能な PM2.5、Ox、CO、NOx などの大気汚染物質の超小型でローコストな計測装置の開発
○松見 豊 1, 中山 智喜 2, 林田 佐智子 3, 4, 上田 佳代 5, 安富 奈津子 3, 荒木 晶 3, 山崎 高幸 1, 岡本 渉 1, 高見 昭憲 6,
藤谷 雄二 6, 入江 仁士 7（1 名古屋大・宇宙地球研, 2 ⻑崎大学, 3 総合地球研, 4 奈良女子大, 5 京都大, 6 国立環境研, 7 千葉
大学）
P-70
全国 PM2.5 成分自動測定結果の比較による地域差の検討
○吉野 彩子 1, 高見 昭憲 1, 菅田 誠治 1, 道川 武紘 2, 山崎 新 1（1 国立環境研究所, 2 東邦大学）
P-71
コロナ禍の自動車交通量変化を用いた交通由来 PM2.5 の削減可能性の検討
○豊永 悟史 1, 小原 大翼 1, 2, 古澤 尚英 2, 3, 中島 尚哉 2（1 熊本県保健環境科学研究所, 2 熊本県環境生活部環境局環境保
全課, 3 熊本県人吉保健所）
P-72
気象的要因に着目した広域的な PM2.5 高濃度事例の解析(3)−2019 年 2 月−
○大塚 英幸 1, 芥川 智子 1, ⻑谷川 就一 2, 早崎 将光 3, 清水 厚 4, 菅田 誠治 4（1（地独）北海道立総合研究機構 エ
ネルギー・環境・地質研究所, 2 埼玉県環境科学国際センター, 3 一般財団法人日本自動車研究所, 4 国立研究開発法人国立
環境研究所）
P-73
関東甲信静における PM2.5 のキャラクタリゼーション（第 12 報）
○齊藤 伸治（（公財）東京都環境公社東京都環境科学研究所）
P-74
堺市での粗大・微小大気エアロゾル濃度の⻑期観測結果(1995-2020)
○伊藤 憲男, 溝畑 朗（大阪府立大学）
P-75
日本海側郊外測定局における PM2.5 成分の⻑期変動解析
○佐藤 啓市 1, 高橋 司 1, 霍 銘群 1, 箕浦 宏明 1, 松谷 亮 1, 弓場 彬江 1, 二見 真理 1, 桃井 拓也 1, 桐山 悠祐 1, ⻑谷
川 真梨子 1, 小竹 佑佳 1, 開田 有葉 2, 中田 誠 2（1 アジア大気汚染研究センター, 2 新潟大・農）
P-76
札幌市の大気中多環芳香族炭化水素類の挙動解析及び経年変動
○唐 寧 1, 楊 露 1, 張 昊 1, 張 璇 1, 邢 万里 1, 王 琰 1, 白 芃楚 1, 張 露露 1, 早川 和一 1, ⻑尾 誠也 1, 酒井 茂克 2, 芥
川 智子 2（1 金沢大学, 2 北海道立総合研究機構）
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P-77
気象的要因に着目した越境汚染・地域汚染複合型 PM2.5 高濃度事例の解析(2) ー2019 年 5 月ー
○佐野 七穂 1, 松本 弘子 1, 池盛 文数 2, ⻑谷川 就一 3, 早崎 将光 4, 清水 厚 5, 菅田 誠治 5（1 福岡市保健環境研究所,
2 名古屋市環境科学調査センター, 3 埼玉県環境科学国際センター, 4 一般財団法人日本自動車研究所, 5 国立研究開発法人

国立環境研究所）
P-78
気象的要因に着目した大都市圏における PM2.5 高濃度事例の解析(3)−2019 年 8 月−
○根本 創紀 1, 石井 克⺒ 1, 杉本 恭利 2, ⻑谷川 就一 3, 早崎 将光 4, 清水 厚 5, 菅田 誠治 5（1 千葉県環境研究センタ
ー, 2 奈良県景観・環境総合センター, 3 埼玉県環境科学国際センター, 4 一般財団法人日本自動車研究所, 5 国立研究開発法
人国立環境研究所）
P-79
気象的要因に着目した広域的な PM2.5 高濃度事例の解析(4)−春季及び秋季の⻩砂飛来時−
○荒木 俊 1, 岡本 利洋 2, 小原 幸敏 3, ⻑谷川 就一 4, 早崎 将光 5, 清水 厚 6, 菅田 誠治 6（1 山形県環境科学研究セン
ター, 2 山口県環境保健センター, 3 島根県保健環境科学研究所, 4 埼玉県境科学国際センター, 5 一般財団法人日本自動車研
究所, 6 国立研究開発法人国立環境研究所）
P-80
さいたま市における４年間の PM1 及び PM2.5 の観察結果
○小山 佑介, 鈴木 隆仁, 城 裕樹（さいたま市健康科学研究センター）
P-81
島根県における PM2.5 成分濃度の⻑期変動
○江角 敏明, 小原 幸敏, 草刈 崇志（島根県保健環境科学研究所）
P-82
富士山体を利用した大気境界層上層および自由対流圏における酸性ガスおよびエアロゾルの⻑期観測（4）
○矢田 崇将 1, 大河内 博 1, 大力 充雄 1, 速水 洋 1, 勝見 尚也 2, 皆⺒ 幸也 2, 小林 拓 3, 三浦 和彦 4, 11, 加藤 俊吾 5,
和田 龍一 6, 竹内 政樹 7, ⼾田 敬 8, 米持 真一 9, 荒井 豊明 10, 福島 颯太 10, 土器屋 由紀子 11, 畠山 史郎 11（1 早稲田
大学, 2 石川県立大学, 3 山梨大学, 4 東京理科大学, 5 東京都立大学, 6 帝京科学大学, 7 徳島大学, 8 熊本大学, 9 埼玉環境科学
国際センター, 10 トランステック(株), 11 富士山環境研究センター）
P-83
ハイブリッド乗用車の燃費や排ガス等性能への環境温度影響について
○近藤 美則 1, 伏見 暁洋 1, 齊藤 勝美 2, 山田 裕之 3（1 国立環境研究所, 2 イサラ研究所, 3 東京電機大・工）
P-84
海風吹⾛パターンの違いがもたらす大気汚染濃度分布−岡山平野の事例−
○重田 祥範, 宮田 昌（公立鳥取環境大学）
P-85
茨城県における PM2.5 高濃度事例の発生要因と地域特性について
○小田 直哉, 豊岡 久美子, 田畑 恵（茨城県霞ケ浦環境科学センター）
P-86
全国酸性雨調査（114）−乾性沈着−
○家合 浩明 1, 山口 高志 2, 池田 有里 3, 濱村 研吾 4, 桐原 仁志 5, 岩崎 綾 6（1 新潟県保健環境科学研究所, 2 北海道立
総合研究機構 エネルギー･環境･地質研究所, 3 島根県保健環境科学研究所, 4 福岡県保健環境研究所, 5 鹿児島県環境保健
センター, 6 沖縄県衛生環境研究所）
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P-87
全国酸性雨調査(113) −湿性沈着−
○久恒 邦裕 1, 山田 大介 2, 牧原 秀明 3, 菊池 優也 4, 村田 智穂 5, 高石 豊 6, 久保 智子 6（1 名古屋市環境科学調査セ
ンター, 2 川崎市環境総合研究所, 3 愛知県環境調査センター, 4 福島県環境創造センター, 5 鳥取県衛生環境研究所, 6 兵庫県
環境研究センター）
P-88
富士山南東麓森林域における NOx 酸化物質(NOz)の特徴
○和田 龍一 1, 定永 靖宗 2, 加藤 俊吾 3, 大河内 博 4, 森 樹大 5, 三浦 和彦 6, 7, 小林 拓 8, 鴨川 仁 9, 皆⺒ 幸也 10, 松
見 豊 11, 梶野 瑞王 12, 松本 淳 4, 米村 正一郎 13, 速水 洋 4, 土器屋 由紀子 7, 畠山 史郎 14, 7（1 帝京科学大, 2 大阪府立
大, 3 東京都立大, 4 早稲田大, 5 東京大, 6 東京理科大, 7 富士山環境研究セ, 8 山梨大, 9 静岡県立大, 10 石川県立大, 11 名古屋
大, 12 気象研, 13 県立広島大, 14 アジア大気汚染研究セ）
P-89
中部日本に位置する２つの森林集水域における降水及び渓流水に溶存する微量元素等の季節変動とその傾向
○諸橋 将雪 1, 四柳 宏基 1, 高橋 雅昭 2, 齋藤 ⾠善 2, 猪股 弥生 3, 申 基澈 4, 陀安 一郎 4, 大泉 毅 1, 佐瀨 裕之 1（1 ア
ジア大気汚染研, 2 新潟県, 3 金沢大, 4 地球研）
P-90
酸性物質の濃度と沈着量及び降水量の相関からみた東アジアの酸性沈着の変遷
○大泉 毅 1, 加藤 悠平 2, 佐藤 啓市 1, 佐瀨 裕之 1（1（一財）日本環境衛生センター アジア大気汚染研究センター, 2 新
潟大・院）
P-91
X 線発生装置からの放射線の測定事例
○上治 純子, 根本 創紀, 井上 智博（千葉県環境研究センター）
P-92
限られた測定回数のデータを用いた年平均濃度の推定に関する検討
○近藤 啓子, 光崎 純, 村田 麻里子（（独）製品評価技術基盤機構）
P-93
車種・⾛行モードごとの自動車からの NH3 排出に関する研究
○鶴丸 央, 陸田 雅彦, 齊藤 伸治（（公財）東京都環境公社東京都環境科学研究所）
P-94
劣化したスレート板からのアスベストの飛散
○板野 泰之, 酒井 護, 中尾 賢志, 花田 拓也（大阪市立環境科学研究センター）
P-95
ドローンを用いた日昇前後の PM2.5 および O3 鉛直分布観測
○早崎 将光, 伊藤 晃佳（日本自動車研究所）
P-96
冬季季節風時における降雪中の非海塩起源硫酸イオン濃度ー2019,2020 年度比較ー
○横山 新紀（千葉県環境研究センター）
P-97
東京都市部の一般家屋における室内空気質のリアルタイムモニタリング
○田中 伸幸, 服部 俊一, 岩松 俊哉, 三浦 輝久, 堤 富士雄（電中研）
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P-98
大阪府堺市における PM2.5 化学組成の季節変動
○藤井 佑介 1, 崎谷 亮太 1, 北野 洸太朗 1, Vu Thi Dung1, 松永 優介 1, Tran Thi Minh Ngoc1, 塚口 海人 1, 竹中 規訓
1,

大河内 博 2（1 大阪府立大学, 2 早稲田大学）

P-99
東京都における PM2.5 中無機元素成分の季節変動
○釜谷 光保, 齊藤 伸治（（公財）東京都環境公社 東京都環境科学研究所）
P-100
大気アンモニア濃度の短期減少イベントとその要因
○⻑田 和雄 1, 齊藤 伸治 2, 鶴丸 央 2（1 名古屋大学大学院環境学研究科, 2 東京都環境科学研究所）
P-101
道路ライブカメラの気温情報を利用した大気汚染要因の解析
○浅川 大地 1, 徳永 友貴 2, 二村 綾美 3, 竹本 光義 4, 森兼 祥太 5, 中川 修平 6, 藍川 昌秀 7, 曽我 稔 8, 菅田 誠治 8（1
大阪市立環境科学研究センター, 2 愛媛県立衛生環境研究所, 3 兵庫県環境研究センター, 4 広島県立総技研保健環境センタ
ー, 5 徳島県立保健製薬環境センター, 6 福岡県保健環境研究所, 7 北九州市立大学, 8 国立環境研究所）
P-102
化学輸送モデルによる日本の大気質の⻑期再現と過去の排出削減策の影響評価実験
○永島 達也 1, 3, ⿊川 純一 2（1 国立研究開発法人 国立環境研究所, 2 アジア大気汚染研究センター, 3 筑波大学大学院生
命地球科学研究群）
P-103
積雪水量などの実測値と推測値の比較
○山口 高志 1, 野口 泉 1, 丹羽 忍 1, 小南 靖弘 2, 岡田 啓嗣 3, 木村 賢人 4（1（地独）北海道立総合研究機構 エネルギ
ー・環境・地質研究所, 2 農業・食品産業技術総合研究機構, 3 北海道大学, 4 帯広畜産大学）
P-104
より粗い粒径と非球面形状の相乗効果のためダストによるより少ない大気の放射加熱
○伊藤 彰記 1, Adebiyi Adeyemi 2, Huang Yue 2, Kok Jasper 2（1JAMSTEC, 2UCLA）
P-105
ストレスを暴露したブナ葉における遺伝子発現解析
○武田 麻由子 1, 十河 孝夫 2, ⻘野 光子 3（1 神奈川県環境科学センター, 2 神奈川県農政局大気水質課, 3 国立環境研究
所）
P-106
マウス吸入曝露試験による硫酸アンモニウムの喘息増悪影響の評価
○雜賀 絢 1, 北條 幹 1, 生嶋 清美 1, 前野 愛 1, 武藤 千恵子 1, 中村 麻里 1, 海鉾 藤文 1, 坂本 義光 1, 湯澤 勝廣 1, ⻑
澤 明道 1, 山本 行男 1, 田中 和良 1, 安藤 弘 1, 大貫 文 1, 五十嵐 剛 1, 秋山 美乃里 2, 牧 倫郎 2, 島田 知子 2, 鈴木
俊也 1, 鈴木 仁 1, 猪又 明子 1, 守安 貴子 1（1 東京都健康安全研究センター, 2 東京都福祉保健局健康安全部）
P-107
ディーゼル排気微粒子による肺のアレルギー増悪と細胞外小胞の変化
○市瀬 孝道 1, 定金 香里 1, 池田 彩也香 1, 三上 剛和 2, 本田 晶子 3, 高野 裕久 3（1 大分県立看護科学大学, 2 新潟大・
医⻭学総合研究科, 3 京都大・地球環境学堂）
P-108
肺上皮細胞における多環芳香族炭化水素の抗原存在下炎症性サイトカイン誘導への増強作用
○三﨑 健太郎 1, 高野 裕久 2, 3, 井上 健一郎 1（1 静岡県大・看護, 2 京大・地球環境学堂, 3 京大・工・都市環境）
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P-109
発生源の異なる環境中微粒子の気管内投与がマウス肺へ及ぼす影響の異同
○宮坂 奈津子 1, 本田 晶子 1, 2, 佐川 友哉 2, 3, 赤路 佐希子 2, 松本 紘武 2, 定金 香里 4, 市瀬 孝道 4, 高野 裕久 1, 2（1
京大院・地球環境, 2 京大院・工, 3 京府医大・免疫内科, 4 大分県看科大・看護）
P-110
大気有機粒子の各種毒性ポテンシャルに対する発生源寄与
○伏見 暁洋 1, 中島 大介 1, 古山 昭子 1, 鈴木 剛 1, 伊藤 智彦 1, 佐藤 圭 1, 藤谷 雄二 1, 近藤 美則 1, 吉野 彩子 1,
Ramasamy Sathiyamurthi 2, Schauer James 3, Fu Pingqing 4, 高橋 善幸 1, 齊藤 勝美 1, 5, 齊藤 伸治 6, 高見 昭憲 1
（1 国立環境研究所, 2IRCELYON, France, 3Univ Wisconsin-Madison, USA, 4Tianjin University, China, 5 イサラ研究
所, 6 東京都環境科学研究所）
P-111
発生源ごとの PM2.5 ⻑期曝露と虚⾎性⼼疾患有病率との関連（Ⅰ）：症例対照研究の計画と対象者の特徴
○堺 温哉 1, 森川 多津子 1, 早崎 将光 1, 伊藤 剛 1, 伊藤 晃佳 1, 中井 里史 2（1 日本自動車研究所 環境研究部, 2 横国
大・大学院 環境情報研究院）
P-112
屋内外におけるオゾン濃度のパッシブサンプラーと連続測定結果の比較
○余田 佳子 1, 高木 洋 2, 伊藤 武志 2, 若松 純子 2, 島 正之 1（1 兵庫医科大学公衆衛生学, 2 弓削商船高等専門学校）
P-113
中国の典型的な大都市圏における PM2.5 とオゾン汚染の特性と健康リスク評価
○霍 銘群, 山下 研, 陳 芳（アジア大気汚染研究センター）
P-114
短時間ソーク後の大型使用過程車からの VOC 排出量〜成分組成変化について
○舟久保 千景 1, 岡田 めぐみ 1, 陸田 雅彦 1, 山﨑 実 1, 柳井 孝一 1, 矢波 清 1, 我部 正志 1, 秦 寛夫 1, 2（1（公財）東
京都環境公社 東京都環境科学研究所, 2 国立研究開発法人 産業技術総合研究所）
P-115
ガソリン自動車の給油キャップ開放時に排出される燃料蒸発ガスの実態把握（第 1 報）
○内田 里沙, 森川 多津子（一般財団法人日本自動車研究所）
P-116
木チップボイラーのばいじん及び窒素酸化物排出実態について
○大塚 英幸 1, 丹羽 忍 1, 福田 陽一朗 1, 芥川 智子 1, 仮屋 遼 1, 阿部 佑平 2（1（地独）北海道立総合研究機構 エネ
ルギー・環境・地質研究所, 2（地独）北海道立総合研究機構 北方建築総合研究所）
P-117
2018 年度版 PM2.5 等大気汚染物質排出インベントリ改良の取り組み
○笛木 章亘

1,

森川 多津子

2,

新田 ⻯太

3,

佐藤 厚

3,

梅崎 良樹

4,

2. 固定発生源等の排出量推計

小島 建太 4（1 株式会社 NTT データ CCS, 2 一般財

団法人日本自動車研究所, 3 株式会社数理計画, 4 社会システム株式会社）
P-118
2018 年度版 PM2.5 等大気汚染物質排出インベントリ改良の取り組み

1. 自動車排出量推計

○福地 翔 1, 新田 ⻯太 1, 佐藤 厚 1, 森川 多津子 2, 笛木 章亘 3, 梅崎 良樹 4, 小島 建太 4（1 株式会社 数理計画, 2 一
般財団法人日本自動車研究所, 3 株式会社ＮＴＴデータＣＣＳ, 4 社会システム株式会社）
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P-119
2018 年度版 PM2.5 等大気汚染物質排出インベントリ改良の取り組み 3. 全体像および発生源プロファイル
○森川 多津子 1, 笛木 章亘 2, 新田 ⻯太 3, 佐藤 厚 3, 梅崎 良樹 4, 小島 建太 4（1 日本自動車研究所, 2NTT データ
CCS, 3 数理計画, 4 社会システム）
P-120
マップ調査と排出インベントリにおける固定燃焼発生源情報の直接比較
○森川 多津子 1, 茶谷 聡 2（1 日本自動車研究所, 2 国立環境研究所）
P-121
UV 照射による含炭素エアロゾルの化学的変質
Vu Thi Dung, ○藤井 佑介, 竹中 規訓（大阪府立大学）
P-122
PM2.5 およびブラックカーボンの測定法間の差異と時空間的代表性との関連
○藤谷 雄二 1, 高見 昭憲 1, 森野 勇 1, 入江 仁士 2（1 国立研究開発法人 国立環境研究所, 2 千葉大学）
P-123
UAV を用いた大気境界層内の高層気象観測

‐ラジオゾンデとの同時観測‐

○岸田 岳士, 小野 浩己, 佐藤 歩, 瀧本 浩史, 後藤 和恭（電力中央研究所）
P-124
GC-MS/MS による PM2.5 中有機マーカーの分析法の検討
○宝輪 勲, 望月 健志郎, 大塚 悠平, 岩山 直樹, 三國 武尊, 向島 雅之, 星野 健太郎（(株)静環検査センター 大気環境
イノベーションセンター）
P-125
AI を用いた位相差顕微鏡画像解析による気中アスベスト繊維の迅速測定に関する基礎的検討
○山本 貴士 1, 岩崎 一晴 2, 飯田 裕貴子 3, 結城 健一 3, 仲地 史裕 2, 山城 勇人 2, 豊口 敏之 3, 寺園 淳 1（1(国研)国立
環境研究所, 2 日本エヌ・ユー・エス, 3 環境管理センター）
P-126
粉粒体試薬を用いて簡易化した目視式フリッケ化学線量計
○天谷 和夫（なし）
P-127
粉粒体試薬を用いた目視法 NO２大気汚染簡易測定器
○天谷 和夫（なし）
P-128
NH3 双方向フラックスを導入した CMAQ による東アジアの大気質シミュレーション
○桐山 悠祐, ⿊川 純一, 佐藤 啓市（アジア大気汚染研究センター）
P-129
深層学習モデルによる PM2.5 濃度の予測モデル構築と精度評価
○桐山 悠祐 1, 飯野 翔太 2, 柴崎 みはる 2, 平野 瑞歩 2, 吉村 有史 2（1 アジア大気汚染研究センター, 2(一財)日本環境衛
生センター）
P-130
北海道における降雪・積雪の⻑期変化
○野口 泉, 山口 高志, 濱原 和広, 芥川 智子, 鈴木 啓明, ⻑谷川 祥樹, 小野 理（北海道立総合研究機構 エネルギ
ー・環境・地質研究所）
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P-131
湧水を活用した歩道におけるヒートアイランド対策効果の検証
○中島 寛則（名古屋市環境科学調査センター）
P-132
地方環境研究所の研究成果を行政的に活用していくためには何が必要なのか？
○豊永 悟史 1, 2, 小原 大翼 1, 3, 宮崎 康平 1, 4, 古澤 尚英 1, 5（1 九州環境政策研究会, 2 熊本県保健環境科学研究所, 3 熊本
県環境生活部環境局環境保全課, 4 福岡県保健環境研究所, 5 熊本県人吉保健所）
P-133
大気中マイクロプラスチック調査のための基礎的検討
○松谷 亮 1, 二見 真理 1, 遠藤 智美 2, 平野 瑞歩 2, 佐々木 博行 3（1 アジア大気汚染研究センター, 2 日本環境衛生セン
ター, 3 新潟県保健環境科学研究所）
P-134
神⼾・阪神地域における紫外線量の多地点観測
○重田 祥範 1, 魚谷 麻貴子 1, 荻原 悠季 2（1 公立鳥取環境大学, 2 公立鳥取環境大学大学院）

—
50 －
—
－ 51

