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―あおぞら―

AJAEが創刊15年目を迎えました

AJAE編集委員長
明星大学 櫻井 達也

2020年9月に Asian Journal of Atmospheric Environment
（AJAE）の編集委員長を拝命してから、早1年以上が経過し
ました。コロナ禍もあり、対面での編集委員会が実現できて
おりませんが、17名いる編集委員の皆様、前任の奥田知明
先生、国際交流委員長の松田和秀先生、韓国側編集委員長の
Sung-Deuk Choi先生に多大な支援をいただきつつ、ここま
で何とか任務を遂行することができております。まずはこの
場をお借りして、関係者の皆様に厚く御礼申し上げたいと思
います。

AJAEは日本と韓国の大気環境学会が合同で発刊している
国際学術誌で、2007年に創刊されました。今年で創刊15年
目を迎えますが、直近3年間の投稿論文数を見ると2019年：
75編、2020年：135編、2021年：151編と急増しており、
学術誌としての注目度も上昇しているものと感じておりま
す。ちなみに2021年の1年間を見た場合、掲載決定となっ
た論文数は43編あり、採択率は28.5%でした。

2021年は、日本側 AJAE編集委員会において72編の投
稿論文に対する編集・査読業務に対応させていただきまし
た。編集委員の皆様には大変な作業を担当していただいてい
る状況であり、かつ今後の投稿数増加も考えれば、編集委員
の増員が急務と考えております。もし皆様のもとに就任のお
誘いがございましたら、何卒前向きにご検討していただける
と幸甚です。

AJAEは、Elsevierが提供する Scopusに登録されてお
り、そこで提供される学術ジャーナルのための評価指標
「CiteScore」を取得済みです。CiteScoreはインパクトファ
クターと同様、出版された論文の被引用数の平均値を示す
ものであり、対象年において引用された回数を、その対象
年に先立つ3年間で出版されつつ Scopusに収録された文献
数で割ることで算出されます。直近3年間の CiteScore値
は2019年：1.4、2020年：2.0、2021年：2.7（12月 時 点 の
暫定値）と順調に上昇しており、2020年の CiteScore確定
値に対する分野内パーセンタイル値は51%でした（General 

Environmental Science分野における202誌中108位）。今後
も、投稿論文数の増加によってさらなる CiteScore値の上昇
に繋がっていくことを期待しています。

AJAEでは、インパクトファクター取得に向けた活動
も進めております。最近の具体的な活動として、ここで
は Infrastructure Services for Open Access（IS4OA） が 運
営する Directory of Open Access Journal（DOAJ）への登
録（2020/4/17）、Elsevier Engineering villageが 運 営 す る
GEOBASEへの登録（2020/10/21）、そして AJAEホーム
ページにおける掲載決定論文の先行公開の実施（2021/1/1）
を紹介させていただきます。

DOAJは世界最大の Open Accessジャーナルデータベー
スであり、学術ジャーナルを評価する定量的かつ定性的な
ツールとして利用されております。今回 DOAJに登録され
たことで、AJAEの国際ジャーナルとしての規格が認められ
たものと考えております。そして GEOBASEでは、多くの
地球科学関連書誌における情報・文献・特許・要約などの情
報が提供されており、今回の登録により、AJAEが地球科学
分野における重要な参考資料として、より多く引用・活用さ
れることが期待されます。AJAEホームページにおける先行
公開（Online First）は、大気環境学会誌ですでに実施されて
いた事例を参考に日本から韓国側に提案し、実現したもので
す。AJAEは年4回、オンラインジャーナルとして発行され
ておりますが、Online Firstによって採用論文をいち早く読
者に届けることが可能となり、それによって各論文の被引用
回数も増加することが期待されます。今後は、キーワード登
録によるメール配信機能なども検討していく予定です。
現在は、中国も交えて Editorial Boardの拡充に係る議論を

進めております。今後、アジア地域の大気環境研究に貢献す
る主要な国際学術誌として、より発展させていきたい所存で
す。皆さまのご協力を、是非とも宜しくお願いいたします。

AJAE Website: http://asianjae.org
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/21100220432
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企業紹介

株式会社堀場製作所　 
分析・計測開発本部　環境プロセス開発部
● 株式会社堀場製作所はどんな会社？
株式会社堀場製作所は、京都府京都市に本社を置く分析・計
測機器の製造、販売、サービスを展開している会社です。社是
である「おもしろおかしく」“Joy and Fun”のもと、自動車、環
境・プロセス、医用、半導体、科学セグメントの5つの「はか
る」事業を展開しており、2020年12月31日時点で世界29の
国と地域（49のグループ会社）に事業を展開しています。中長
期経営計画であるMLMAP2023※1のもと3つの挑戦する分野
「エネルギー・環境」、「先端材料・半導体」、「バイオ・ヘルス
ケア」に対して幅広い「はかる」技術で貢献をしていきます。

● 環境プロセス開発部は何をしているの？
滋賀県大津市にある HORIBA BIWAKO E-HARBORに開発・
設計拠点を置き、東側に琵琶湖、西側には比叡山という自然豊
かな環境の中で総勢50名が、研究・開発・設計業務を行って
います。環境プロセス開発部が主に取り扱っている製品は、大
気汚染・室内空気質計測機器、排ガス計測機器、プロセスガス
計測機器や研究・開発用途の計測機器などであり、各国の規制
やお客様が求めるご要望に合わせた製品開発・設計を行ってお
り試行錯誤の日々を送っています。
最近では、各国で PM2.5などの大気汚染問題が注目される

中、粒子の組成に着目しその発生メカニズムの解明のため、大
気汚染粒子状物質の質量濃度と元素成分をリアルタイムで自動
計測を行う「PX-375」を開発しました。昨年は、その研究開発
活動が評価され、環境保全や環境の質の向上への貢献が認めら
れる、または期待される成果を表彰する第48回環境賞におい
て「優良賞」を受賞しました。
また、水素などの次世代エネルギー開発や石油化学プラン
トにおいて、生産性向上・品質改善・環境負荷低減などの製
造プロセス制御の最適化が求められており、その課題解決の
ため、独自のガス分析技術である「IRLAMTM ※2 :Infrared Laser 

Absorption Modulation、アーラム」を搭載したプロセス用レー
ザーガス分析計「PLGA-1000」の開発を行いました。
今後もカーボンニュートラル社会の実現に向けて、昨今加速
する水素などの次世代エネルギー開発、省エネ・省資源・低環
境負荷のための工業プロセス監視や、環境規制強化などの課題
解決に向けて「はかる」技術で貢献していきます。  

 （水野裕介）

※1　MLMAP（Mid-Long Term Management Plan）：中長期経営計画
を「MLMAP」として社内浸透させています。

※2　株式会社堀場製作所の日本及びその他の国における登録商標また
は商標です。

HORIBA BIWAKO E-HARBORの外観

E-HARBORに設置している大気モニタリング局

PM2.5自動成分分析装置　PX-375

プロセス用レーザーガス分析計　PLGA-1000
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◆◆◆◆◆◆◆大気環境学会ニュース◆◆◆◆◆◆◆

第63回大気環境学会年会のお知らせ（第3報）

第63回大気環境学会年会および併設の環境機器展を下記のとおり開催いたします。多数の会員のご参加をお待ちしており
ます。

会期： 2022年9月14日（水）～16日（金）
会場：  大阪公立大学（現大阪府立大学）中百舌鳥キャンパス 

（大阪府堺市中区学園町1‒1）
年会ホームページ： https://sec.tobutoptours.co.jp/2022/jsae63osaka/

【注意点】
・対面開催を予定しておりますが、新型コロナウイルス感染症の状況によりオンライン開催等に変更する可能性があります。
詳細はホームページ等で随時お知らせします。
・事前払込（期限： 8月10日）をご利用いただきますと参加費に割引料金が適用されます。可能な限り事前払込をご利用くだ
さい。
・参加費には参加費は講演要旨集データ（電子体）代が含まれます。事前参加登録者には年会ホームページからPDFファイル
をダウンロードできるようにします。
・法人会員Bおよび協賛会員には年会後に要旨集のデータを送付します。
・年会開催前に発行される学会誌にプログラムを掲載します。
・参加申し込みには会員番号が必要です。事前にご確認をお願いします。

1.　年会参加および研究発表の流れ

流れ 期限など
1. 年会ホームページから参加登録ページへアクセスし、参加登録する。
2. 発表する場合、年会ホームページ「一般研究発表」のページより指示に

従って申込む。 期限： 5月31日（火）

3. 「一般研究発表」のページより指示に従って講演要旨原稿を提出。 期限： 6月30日（木）

4. 参加費、発表申込み金、懇親会参加費等を払い込む。
事前払込み（割引）期限： 8月10日（水） 
8月11日（木）以降：参加登録および支払い
は当日、現金支払いのみとなります。

5. 当日
 【事前登録者】受付でプログラム集等を受け取る。
 【当日登録者】受付で「当日登録用紙」に記入し、参加費などを支払い、プログラム集等を受け取る。

2.　プログラム（予定）

日程 午前 午後

9月14日（水） 一般口頭発表、特別集会 ポスター発表、日中韓国際交流シンポジウム、特別集会、分科会

9月15日（木） 一般口頭発表、特別集会 総会、受賞記念講演、シンポジウム、分科会、懇親会

9月16日（金） 一般口頭発表、特別集会 一般口頭発表、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くださ
い。
＊口頭発表では初日に若手研究者向けセッションを設ける予定です。
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3.　年会参加登録
3. 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ください。

3. 2　年会参加費並びに懇親会費および事前払込割引（期限
8月10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： 8月10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ください。
懇親会については新型コロナウイルス感染症の状況により
開催の有無や方法を検討しております。続報および年会ホー
ムページ上でお知らせします。

参加費 懇親会費（予定）
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

3. 3　講演要旨集（PDFファイル）について
参加登録者は、年会ホームページより講演要旨集のPDF
ファイルを閲覧・ダウンロードできるようにします。

3. 4　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。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、3. 5をご参照ください。

3. 5　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、代金を払い込んでください（1式
5,000円・送料込み）。発送は9月上旬頃の予定です。

3. 6　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。

4.　一般研究発表の申込み
4. 1　発表の種類
発表形式は口頭発表とポスター発表の2種類があります。
口頭発表については1日目に若手研究者向けのセッションを
設ける予定です。また、ポスター発表についても学生・若手
研究者の方（希望者）を対象に、優れた発表に対し表彰する
予定です。発表方法についてはホームページおよび学会誌の
続報にてお知らせします。

4. 2　申込み方法
年会ホームページからの申込みとします。まず、3.1に

従って参加登録を行ってから、一般研究発表の申込みを行っ
てください。発表申込み金（演題1題につき2,000円）は年会
参加費とともに払い込んでください。なお、特別集会および
分科会の発表申込み金は不要です。
申込みの際に入力していただく項目および発表部門は、

「6. 研究発表の申込み時の入力項目および発表部門」を参照
してください。

4. 3　申込み時の注意事項
a. 筆頭発表者および演者は会員に限ります（共同発表者
は非会員でも構いません）。未入会の方は、大気環境
学会ホームページ（https://www.jsae-net.org）で入会
手続きを行ってから、申込みをしてください。

b. 同一演者による一般研究発表は、3題以下とします。
複数の発表がある場合には、希望する発表順序を必ず
入力してください。なお、特別集会、分科会などはこ
の数に含みません。

c. プログラム編成の都合により、発表部門・発表方法を
変更させていただくことがあります。

d. 英文題名は修正・訂正していただくことがあります。
e. 発表申込みは、必ず共同発表者全員の了承を得てから
行ってください。なお、発表内容に問題があると判断
された場合には申込みを受理しません。

4. 4　発表申込み期限および発表申込み金
a. 発表申込み期限： 2022年5月31日（火）
b. 発表申込み金：演題1題につき2,000円を、参加登録
後に発表申込みを行ってから、年会参加費とともに払
い込んでください。払込み後の返金はできませんの
で、ご了承ください。

4. 5　講演要旨原稿の提出
提出期限： 2022年6月30日（木）
提出方法：年会ホームページ「一般研究発表」のページよ
り指示に従ってご提出ください。

a. 年会ホームページでのみ原稿を受付けます。
b. 原稿の提出は期限厳守でお願いします。
c. 原稿作成の詳細については後述の「講演要旨原稿作
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成・提出の手引き」をご覧ください。

4. 6　発表に関する注意事項
a. 口頭発表では、Windowsでのパワーポイントによる
プレゼンテーションを予定しています。詳細は、年会
ホームページ上で後日ご案内します。

b. ポスターサイズなど発表方法の詳細は、年会ホーム
ページ上および続報でお知らせします。

c. 会場での発表資料等の配付は、各人の責任で行ってく
ださい。

5.　特別集会・分科会企画の公募
特別集会と分科会は一つのカテゴリーとして、企画を公募
します。開催を希望される場合は、下記の「5. 1.　特別集
会・分科会概要」に示す内容を、メールで以下のアドレスま
でお送りください。
申込み期限： 2022年5月10日（火）
申込み先：第63回大気環境学会年会事務局
Email: jsae63@hs.osakafu-u.ac.jp

5. 1　特別集会・分科会概要
a. タイトル（特別集会、分科会の別を入力のこと）
 分科会のテーマに関係が深い内容は、特別集会ではな

く分科会での申請をお願いいたします。
b. 趣旨・内容（200字程度）
c. 発表者の氏名・所属と希望時間
d. 企画責任者の氏名・連絡先（所属機関・部署名、住

所、電話およびFAX番号、メールアドレス）

5. 2　企画の採否と内容の決定、演題・要旨の提出
年会実行委員会で日程・プログラム編成上の都合を勘案し
て企画の採否を決定し、企画責任者へ通知します。演題と講
演要旨原稿は、一般研究発表と同様に年会ホームページを通
して提出していただきます。なお、特別集会、分科会の演題
については発表申込み金は不要です。

6.　研究発表の申込み時の入力項目および発表部門
6. 1.　入力事項
一般研究発表を申込む際に入力いただく項目は以下のとお
りです。
（特別集会、分科会については企画責任者が全演題をとりま
とめて、事務局にお送りください。）

【筆頭発表者情報】
a. 氏名（漢字、ローマ字）
b. 会員番号（学会誌送付の封筒ラベルにあります）
c. 会員種別：正会員、学生会員、法人会員A、法人会員

B、賛助会員、名誉会員
d. 所属機関名（和文・英文）

e. 年会参加登録番号
f. 電子メールアドレス
g. 電話番号
h. パスワード

【発表者情報】
a. 所属機関名（和文・英文）
b. 共同発表者の氏名（漢字、ローマ字）
c. 講演要旨掲載順

【発表形式・部門】
a. 希望発表形式：口頭発表またはポスター発表を選択
b. 審査希望の有無：ポスター（学生・若手研究者）での
審査希望の有無を入力してください。

c. 希望発表分類：発表部門・分類一覧の中から、発表を
希望する部門・分類を第1希望は必ず、必要に応じて
第3希望まで選択してください。

d. 関連発表順序：複数の関連した内容の発表を続けて行
いたい場合は、備考欄に、関連発表の発表者氏名（ま
たはID）と演題名を入力し、ご自分の発表との順序を
入力してください。

【演題名と講演要旨】
a. 演題名（和文）
b. 演題名（英文）
c. 発表分類のための要旨： 研究目的、方法、結果等を

200字以内で記入
d. 発表分類のためのキーワード（3～4個）
e. 講演要旨（研究発表の申込み時は不要ですが、6月30
日までに提出してください。）

発表部門・分類一覧
1　大気汚染物質
　
　
　
　
　
　

1-1 光化学オキシダント
1-2 VOC
1-3 粒子状物質1（分析・測定手法）
1-4 粒子状物質2（現象解明・事例解析）
1-5 酸性雨
1-6 放射性物質
1-7 有害化学物質
1-8 その他

2　環境動態
　
　
　
　

2-1 室内環境
2-2 沿道環境
2-3 都市・地域
2-4 東アジア
2-5 地球環境

3　影響
　
　
　
　

3-1 植物影響
3-2 材料・文化財影響
3-3 臭気
3-4 動物影響・毒性評価
3-5 疫学・リスク評価

4　発生源
　
　
　

4-1 移動発生源
4-2 固定発生源
4-3 排出インベントリ
4-4  排出規制・抑制技術・コベネフィット

5　 輸送・反応・沈着
　　
　

5-1 輸送・拡散
5-2 反応
5-3 沈着
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6　手法開発 6-1 測定技術（一般）
6-2 数値解析・モデリング

7　その他
　

7-1 環境社会科学・環境学習
7-2 気候変動関連
7-3 その他

6. 2　著作権について
大気環境学会年会講演要旨集に掲載された講演要旨の著作
権は、（公社）大気環境学会著作権ポリシーに基づき、公益社
団法人大気環境学会に属します。

7.　問い合わせ先など
年会に関する情報は、逐次「大気環境学会誌」の大気環境
学会ニュース欄でお知らせするとともに、最新情報は随時年
会ホームページに掲載します。不明な点については下記まで
お問い合わせください。
【年会ホームページアドレス】
https://sec.tobutoptours.co.jp/2022/jsae63osaka/

【第63回大気環境学会年会に関するお問い合わせ先】
　大阪府立大学 大学院人間社会システム科学研究科
　　環境物質化学研究グループ
　　〒599‒8531 大阪府堺市中区学園町1‒1
　　TEL: 072‒254‒6546　　FAX: 072‒254‒9322
　　E-mail: jsae63@hs.osakafu-u.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式会社堺支店（第63回大気環境
学会年会担当）
　 〒590‒0076 大阪府堺市堺区北瓦町1‒3‒17堺東セン
タービル3F

　TEL: 072‒221‒5151　　FAX: 072‒221‒7518
　E-mail: jsae63osaka@tobutoptours.co.jp
　受付時間：平日9 : 30～17 : 30（土日祝日休み）
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要旨原稿作成・提出の手引き

1.　はじめに
講演要旨原稿の提出は、年会ホームページでのみ受け付け
ます。年会ホームページ内の『発表申込み・講演要旨提出』
にある原稿作成用テンプレート（Word形式）をダウンロー
ドしてPDFファイルを作成し、同じくホームページから
PDFファイルをアップロードしてください。原稿がアップ
ロードできない等の不都合がある場合は、年会ホームページ
の「参加登録に関するお問い合わせ先」までご連絡ください。

2.　本文作成および原稿アップロード方法
2. 1　本文作成
① 年会ホームページより『発表申込み・講演要旨提出』へ
アクセスしてください。
② 「原稿作成用テンプレート」をクリックすると、ダウン
ロードできます。
③ テンプレートをダウンロードできない場合は、下記を参
考に作成してください。
・上に25 mm、下に20 mm、左右に20 mmずつ余白を
とり、この範囲内に原稿を横書きで書いてください。
・所定の位置に講演題目、名前、所属を記入してくださ
い。発表者の所属が異なる場合には、名前と所属の右
肩に上付きで1）や2）の印をつけて、対応がわかるよ
うにしてください。
・演者には名前の前に〇印をつけてください。
・フォントは講演題目はゴシック12ポイント、講演題
目以外は明朝10ポイントにしてください。

④ ページの上限は、一般研究発表1ページ、特別集会4
ページ、分科会2ページとします。特別集会、分科会の
詳細については各企画責任者に問い合わせてください。
⑤原稿をPDFファイルに変換してください。
・Adobe Acrobat等でPDFファイルに変換してくださ

い。
・PDF変換の際には、フォントの埋め込みを行ってく
ださい。
・必ずPDFファイルを出力して、文字化け、画像の乱
れ等がないかご自身で確かめてください。事務局では
内容のチェックをしません。画像の乱れや文字化けな
どがそのまま講演要旨集に残りますのでご注意くださ
い。

2. 2　原稿提出・修正
①年会ホームページにてPDFファイルの提出
・年会ホームページより、『学会申込みサイト』にアク
セスし、申込み時に発行されたID、パスワードを入
力後、案内に従って『発表申込み・講演要旨提出』よ
りアップロードしてください。

②提出原稿の修正
・いったん提出した原稿をオンラインで修正することは
できません。ただし提出期限内であれば、原稿全体を
入れ替えることは可能です。①と同様に、『発表申込
み・講演要旨提出』より修正したPDFファイルをアッ
プロードしてください。
・原稿を入れ替える際に演題名や発表者名等を変更した
場合は、『学会申込みサイト』上で登録した演題名等
もそれに合わせて修正してください。なお、発表申込
み期限である5月31日以降は、プログラム編成上、要
旨原稿の入れ替え以外の演題名や発表者名等の変更は
原則として受け付けませんのでご注意ください。

以上、詳しくはホームページに記載されている事項をよく
お読みの上、お手続きください。
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◆◆◆◆◆◆◆大気環境学会ニュース◆◆◆◆◆◆◆

第63回大気環境学会年会「環境機器展」のご案内

公益社団法人大気環境学会では、9月14日（水）～16日（金）に大阪公立大学（現大阪府立大学）中百舌鳥キャンパスにて第
63回大気環境学会年会を開催いたしますが、例年通り年会に併設して『環境機器展』を開催します。
例年500人を超える大気環境分野の研究者が集う本年会は、貴重な情報交換の場ともなっております。また昼休み中の技術

セミナーの開催、プログラム集に関係各位の広告を掲載するページも準備しております。
『環境機器展』の出展のお申し込みは5月31日（火）までを予定しております。詳細は年会ホームページ（https://sec.

tobutoptours.co.jp/2022/jsae63osaka/）をご確認ください。
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◆◆◆◆◆◆◆大気環境学会ニュース◆◆◆◆◆◆◆

大気環境学会賞受賞候補者の公募について

来る2022年9月に「第63回大気環境学会年会」で開催される「令和4年度大気環境学会総会」において、大気環境学会賞の表
彰を行いますので、「大気環境学会の表彰に関する規定」（平成27年3月20日改定：学会ホームページに掲載）をご参照のうえ、
受賞候補者の推薦を下記要領でお願いいたします。

記

 1. 表彰の対象となる業績
・学術賞（斎藤潔賞）：国内外において学術上ならびに社会的に顕著な業績をあげた人
・功労賞（鈴木武夫賞）：本学会または地域・社会に対して多大な業績をあげた人（年齢55歳以上）
・進歩賞：学術上優れた業績をあげた若手研究者（申請年の4月1日現在で年齢40歳以下）
・技術賞：技術的に優れた業績をあげたか、或いは技術の普及に著しい功績をあげた人

 2. 推薦に必要な書類等
①推薦書（推薦者の所属、氏名、生年月日の記載ならびに捺印のあるもの）
②被推薦者の氏名、生年月日、所属、略歴
③推薦理由書（2,000字程度）ならびにその概要（200字程度）
④ 業績資料　学術賞及び進歩賞については、主たる推薦理由に相当する論文の目録（大気環境学会誌並びにAsian Journal 

for Atmospheric Environment (AJAE)の原著または総説を含む）、および主要論文の別刷（主要論文を3編）。技術賞に
関しては、業績を証明するための資料、書類等、例えば「行政報告書」、「技術報告書」、「特許」、「製品検査報告書」、「著
書」等。また、功労賞に関しては、業績についての具体的な事実と成果の説明。
⑤推薦者は2名以上を必要とする
⑥ ②、③、④の業績目録については電子データも別途に提出を必要とする。

 3. 送付先および期限
送付先：〒162‒0801　東京都新宿区山吹町358‒5
　（公社）大気環境学会事務局　大気環境学会賞選考委員会
　　　　TEL　03‒6824‒9392　　FAX　03‒5227‒8631
　　　　E-mail jsae-post@bunken.co.jp
締　切： 2022年5月31日（火）　必着

 4. 同一名義人による推薦は、表彰の対象となる種類毎に、原則として毎年1件とする。

備考　これまでの学会賞の受賞者の記録は、学会ホームページに掲載されています。
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「大気環境学会誌」投稿規程

2022年3月10日

1. 総則
(1) 本誌は大気環境に関連した諸分野の独創的な研究で、

価値ある事実または結論を含む研究論文のほか、会員
のために必要なそのほかの記事を掲載する。

(2) 本誌に掲載された記事の著作権は公益社団法人大気環
境学会に帰属する。

(3) 英文による投稿も受け付けるが、Asian Journal of 
Atmospheric Environmentへの投稿を推奨する。

2. 原稿の種類
(1) 研究論文

研究論文は、原著論文、ノート、速報および技術調査
報告の4種類とし、いずれも他誌に未発表のものに限
る。なお、主著者が博士号未取得の学生もしくは若手
研究者であり、かつ、学生・若手研究者論文としての
審査（本投稿規定4. (3)を参照）を希望する場合
は、原著論文、ノート、技術調査報告のいずれかとす
る。

1） 原著論文
独創的な研究で、新しい知見、価値ある結論あるい
は事実を含むもの。

2） ノート
断片的ではあるが、新しい事実や価値ある結論ある
いは事実を含む簡潔な報告。

3） 速報
原著論文に準ずる内容をもち、特に速やかに発表す
る必要のあるもの。

4） 技術調査報告
大気環境研究に関する測定技術、調査結果など、そ
の知見が大気環境に関する研究として貢献すると判
断されるもの。

(2) 総説
大気環境の諸分野の研究に関連して、その分野の進歩
の状況、現状、将来への展望などをまとめたもの。

1） 投稿によるもの
総説として投稿されたもの。

2） 執筆依頼によるもの
大気環境学会賞（学術賞、進歩賞）受賞者に対して
受賞の対象となった研究の現状、将来への展望など
について編集委員会が執筆を依頼したもの。

(3) 解説
大気環境の諸分野における最新の調査結果、興味深い
話題などについて専門外の人でも理解できるように解
説を加えたもの。編集委員会からの依頼原稿を原則と
する。

(4) 入門講座
大気環境の諸分野において確立した手法あるいは大気
環境関連の研究を進めるうえで必要な技術、手法につ
いて、初心者でも分かるように記述したもの。編集委
員会からの依頼原稿を原則とする。

(5) 資料
大気環境の諸分野の研究に関連した実験データ、観測
データ、文献調査結果や委員会報告書などで、大気環
境研究上および本会として記録する価値のあるもの。

(6) 論壇
大気環境に関する研究に関連して、いまだ一般的でな
いが、会員にとって意見交換を行うに足る主張や既発
表論文に対する質疑、意見などをとりまとめたもの。

(7) その他
会員相互の交流に関する意見、ニュース、書評や掲載
された記事などに対する訂正や意見、そのほか本会に
関するもの。

3. 投稿
(1) 投稿原稿の責任著者（corresponding author）は、投稿
時に会員であること。

(2) 投稿原稿は、所定のテンプレートを使用し、本投稿規
程ならびに「投稿の手引」にしたがって指定の構成と
書式により作成すること。

(3) 投稿原稿の長さは、原則として、表1に示すページ
数、文字数、語数以内とする。なお、文字数2,700で
刷り上がり1ページに相当する。

(4) すべての原稿は、投稿前に全著者に投稿について承諾
を得ること。

(5) 投稿は、電子投稿システムを使用する。なお、以降は
すべて電子投稿システムおよび電子メールの使用を前
提とするが、不都合がある場合は投稿前に編集委員会
にその旨を伝えること。

(6) 投稿時には、必要事項を記入した本会所定の投稿カー
ドを提出すること。投稿カードの記載事項やチェック
リストを確認し、投稿に不備のないことを確認するこ
と。なお、明らかな分野違いや書類・内容に不備のあ
る場合は受付けないことがある。
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表1　刷り上り最大ページ数、文字数、語数

原稿の種類 原稿全体
（ページ数）

和文要旨
（文字数）

英文要旨
（語数）

原著論文 8 600 200
ノート 6 500 200
速報 4 300 200

技術調査報告 8 600 200
総説 8 600 200
解説 8 ̶ ̶

入門講座 8 ̶ ̶
資料 8 ̶ ̶
論壇 2 ̶ ̶
その他 2 ̶ ̶

※文字数2,700で刷り上がり1ページに相当。

4. 審査
(1) 投稿論文審査手順を図1、審査判定後の手順を図2に
示す。

(2) 投稿原稿は、2名（速報は1名）以上の査読委員によっ
て審査され、採否は編集委員長、副編集委員長、担当
編集委員の合議により決定される。審査結果について
は3か月以内（速報は1か月以内）を目途に連絡著者に
回答する。

(3) 筆著者が博士号未取得の学生もしくは若手研究者の場
合、著者は学生・若手研究者論文としての審査を希望
することができる。学生・若手研究者論文の審査体
制、採否の基準および方法は一般の投稿と同じである
が、より丁寧で具体的な修正意見を提示する。審査結
果については1か月以内を目途に連絡著者に回答す
る。

(4) 著者は、査読委員の候補を3名まで提案することがで
きる（投稿カードに記入）。ただし、その3名の中から
査読委員が選定されるとは限らない。

(5) 依頼原稿は担当編集委員が審査し、正または副委員長
が採否を決定する。

(6) 判定が採用（要微修正）の場合、著者は修正原稿を編
集委員会に2週間以内を目処に提出する。担当編集委
員が修正内容を検査し、すべてを承認した時点で正式
採用となる。修正が不十分な場合には、著者に再修正
を求めることがある。正式採用の日をもって、掲載決
定日とする。

(7) 大幅な修正を必要とする論文に対しては採用（ただし
条件付き）とし、3ヶ月以内に改定稿の提出を求め、
これについて審査を行う（再審査）。再審査は、原論
文と同じ担当編集委員と査読委員（ただし、不採用判
定の査読委員を除く）が、原論文に対する審査意見へ
の充足度を主観点に実施する。判定は採用（無修正、
要微修正）と不採用のみとし、二度目の「採用（ただ
し条件付き）」はない。なお、著者が原論文とは別の

担当編集委員、査読委員による審査を希望する場合に
は、新規投稿論文として扱う。

(8) 審査結果に異議がある場合は、一度に限り、編集委員
会に理由を添えて再審査を請求できる。編集委員会が
再審査の必要性を認めた場合に限り、新たな1名以上
の査読委員による意見を加えて再度審議する。再審査
の判定は採用（無修正、要微修正）または不採用とし、
これに対する異議は受け付けない。

(9) I、 IIなどのように分割して投稿された原稿、あるいは
以前に投稿され審査中の論文の続編に位置付けられる
原稿であって、別の原稿の掲載を前提としている場
合、これらの原稿の採否判定は一体化して行う場合が
ある。

(10)正当な理由なく提出中の原稿を取り下げることはでき
ない。特に、掲載可と判断された原稿について、やむ
を得ず原稿の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、承諾を得なければならない。

(11)原稿の審査が終了し、その掲載が許可された場合、最
終原稿のWordファイルと印字確認のためのPDFファ
イルを提出すること。

5. 著者校正
著者校正は1回行われるので、校正済みのゲラは速やか
に対応すること。なお、校正では、図表の挿入位置や印
刷上の誤りのみ修正可能であり、これを超える修正の必
要が生じた場合は編集委員会に理由を添えて相談するこ
と。

6. その他
(1) 費用

1） 掲載料
投稿原稿の掲載料は、表2に定める通りとする。た
だし、刷り上がり2ページ以内の投稿原稿（研究論

図1　投稿論文審査手順
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文と自主投稿による総説を除く）については無料と
する。

表2　掲載料金価格表

ページ数 掲載料

6ページ以下 36,000円
7 42,000円
8 48,000円

なお、8ページ超の掲載料は以下の計算式により算
出する。ここで、nは8ページからの超過ページ数
である。
掲載料（円）＝48,000＋6,000×n＋500×n×（n＋1）

2） 英文校閲費用
掲載が決定した和文原稿の英文要旨の校閲は編集事
務局において実施するので、費用は発生しない（掲
載料に含まれる）。なお、著者は校閲の結果に基づ
いて英文要旨を修正すること。要旨以外の英文（図
表など）と英文原稿については、すべて著者の責任
において英文校閲を行うこと。

3） 別刷り
著者は、別刷りを購入することができる。費用等
は、編集事務局に問い合わせること。

(2) 原稿料
依頼原稿（解説および入門講座）については、所定の
原稿料を支払うこととする。また、学会賞受賞総説原
稿については記念品（図書券）を進呈する。

(3) 雑誌発行後の正誤訂正
1） 印刷上の誤りについては、著者の申し出があった場

合はこれを掲載する。
2） 印刷上の誤り以外の訂正、追加などは、原則として
取り扱わない。ただし、著者の申し出があり、編集委
員会がそれを適当と認めた場合はこれを掲載する。

7. 投稿に関する問合せ先
大気環境学会誌 編集事務局

メールアドレス： jsae-edit@bunken.co.jp
〒162‒0801　東京都新宿区山吹町332‒6 パブリッシン
グセンター（株）国際文献社内
電話 03‒6824‒9363　FAX 03‒5206‒5332

8. 著作権ポリシー（平成28年2月5日決定。原文は本会
ホームページに掲載）

(1) 大気環境学会誌及び大気環境学会年会講演要旨集の著
作権は、大気環境学会※1, 2に帰属する。

※1「大気環境学会誌」投稿規程1．総則（2）「本誌に掲
載された記事の著作権は公益社団法人大気環境学会
に帰属する。」

※2「大気環境学会年会のお知らせ」及び「大気環境学会
年会講演要旨集」に記載「著作権について：大気環境
学会年会講演要旨集に掲載された講演要旨の著作権
は、（公社）大気環境学会著作権ポリシーに基づき、
公益社団法人大気環境学会に属します。」

(2) 著作権本人のインターネットでの記事および講演要旨
の公開を認める。公開条件として、権利表示、出典表
示を行うこととする。

 公開対象は、以下通りとする。
1) 著作者本人のWebサイト
2) 著作者の所属機関のWebサイト
3) 著作者が参加した研究プロジェクトのWebサイト

(3) 公開形態は、出版社版※とし、著者最終稿や査読前原
稿の公開は認めない。
※出版社版の定義
・抜刷（紙媒体）をスキャンしたもの。
・ J-STAGEなどで公開されている論文の電子ファイ
ルのコピー。

(4) これらの方針は、学会投稿規程等において公開する。

図2　審査判定後の手順
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※複写・転載のルール
複写・転載について、以下のルールにしたがって運用
する。

ルール 備考

複写 学術著作権協会の
許諾が必要

転載
（全部）

著者が
同一

著作権ポリシーに
従う

著者が
異なる

著作権ポリシーに
従う（ただし、公
開対象は除く）。学
会誌編集委員会と
著作者の了解が必
要。

規定には明記せず、
申し出があった場
合のみ個別に対応
する。

転載
（一部）

著者が
同一

転載であることが
明らかに分かるよ
うな情報を入れる。
原版と異なる数値
への改変はしない。

著者が
異なる
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「大気環境学会誌」投稿の手引

2022年 3 月10日

1. はじめに
この「投稿の手引」は、「大気環境学会誌投稿規程」より論文

などの投稿にあたり原稿執筆の際に従うべき必要最小限の約束
が記されている。これに従わない原稿は受け付けない場合が
あるので注意すること。

(1) 投稿する論文は、大気環境に関連した諸分野の独創的
な研究で、価値ある事実または結論を含み、投稿規程
に示された条件を満たしたものでなければならない。

(2) 責任著者は本会会員に限る。共著者は論文の完成に意
義ある貢献を果たし、論文内容に共同の責任を負える
者であり、またその範囲に限られる。

(3) ほぼ同一の内容からなる論文原稿を複数の研究誌に投
稿（二重投稿）してはならない。ただし、二重投稿か
否かの判断がつかない場合は、事前に編集委員会の判
断を仰ぐこと。

(4) 論文は、その研究を他者が再現したり検証・評価した
りするために必要な情報の出所、および論証の過程を
明らかにしなければならない。

(5) 引用した情報は、読者が入手可能なものでなければな
らない。

(6) 投稿原稿には捏造、改ざん、あるいは他者の論文から
盗用した情報が含まれてはならない。

(7) 投稿原稿の内容が倫理的配慮を必要とする場合は、必
ず「方法」の項に倫理的配慮や研究対象者への配慮を
どのように行ったかを記載すること。なお、ヒトを対
象にした研究では、ヘルシンキ宣言ならびに文部科学
省・厚生労働省「疫学研究に関する倫理指針」あるい
はほかの適切な指針に従うこと。動物を対象にした研
究では、実験が実施された組織における実験動物に係
わるガイドラインに則した研究であることが求められ
る。倫理審査委員会の承認を得て実施した研究は、承
認した倫理審査委員会の名称および承認年月日を本文
中（方法）に記載する。また、利益相反がある場合は、
投稿カードに必要な項目を記載する。

2. 投稿原稿の書き方
(1) すべての投稿原稿は、この「投稿の手引」を参照して

作成すること。
(2) 速報として掲載を希望する場合は理由書（400字以内）
を同時に提出する。

(3) 論文は、読みやすく筋の通った簡潔な文章体とし、原
則として常用漢字と現代仮名遣いを用いる。副詞、代
名詞、接続詞はなるべくかなで書き、助動詞と助詞は
かなで書く。

(4) 投稿原稿はワードプロセッサーで作成し、原則として

電子ファイルはMS-Word（ver. 97以降）およびその
PDFとする。他のソフトを使用する場合は、投稿時
にソフト名およびバージョンを明記すること。なお、
いずれの場合も印刷およびテキストのコピーが可能な
形式で保存し提出すること。

3. 投稿原稿の構成
(1) 投稿原稿は、以下の順とすること。

1) 表紙（論文種別、論文題目、著者名、所属）
2) 和文要旨
3) 本文（謝辞、著者貢献、引用文献、付録を含む）
4) 英文要旨・英語キーワード
5) 図および図題（写真も含む）
6) 表および表題
7) 電子付録

(2) 関連ある幾つかの論文を同じ題名で発表する場合は、
題名にローマ数字I、II、IIIで番号をつける。なお、
その題名は途中で変更しないこと。また、これには副
題を付しても良い。

(3) 著者が複数の場合には著者名、所属機関名にそれぞ
れ、○○○○ 1、○○○○ 2のようにして記す。

(4) 図、表、写真の挿入場所は、本文欄外においてテキス
トボックスを用いて指定する。指定のない場合、レイ
アウトは編集委員会に一任となる。なお、図表の位置
変更は著者校正時に受け付ける。

4. 投稿カード
投稿カードは本会ホームページから最新のものをダウン
ロードして作成する。

5. 原稿作成の注意事項
(1) 所定のテンプレートを本会ホームページからダウン
ロードして作成する。

(2) 英数字と単位のフォントは「Times New Roman」と
し、その他は「MS明朝」とする。フォントサイズは
どちらも11ポイントを用いる。なお、所定のテンプ
レートに従えばその書式となる。

(3) 句読点、カッコは1字に数え、原稿の書き始めおよび
段落を改めた時の書き始めは1字あける。本文中の句
点は「。」、読点は「、」を使用する。

(4) 半角のカッコを使用する際は、「括弧開き“（”の前」
と「括弧閉じ“）”の後」にそれぞれ半角スペースを入
れる。角かっこ“［　］”についても同様とする。

(5) ローマ字は半角活字体で書き、専門用語は学会や文部
科学省で制定されたもの（例えば、学術用語集化学篇
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など）によること。外国の人名、会社名などはローマ
字で書くことを原則とする。ただし、周知の術語はカ
タカナ書きとする。本文中で引用する人名には謝辞を
除き敬称はつけない。

(6) 和文要旨は、本文の内容の学術的要点を伝えるための
ものであり、本文の内容を忠実かつできるだけ具体的
に書くこと。

(7) 本文中の見出しは、1. 緒言、2. 実験、3. 結果、4. 考
察などとし、中見出しは“1. 1、1. 2､ …”、小見出し
は“1. 1. 1、1. 1. 2、…”などとポイントシステムで書
く。

(8) 英文要旨は文献検索システムの英文データベースに入
力されることを勘案し、本文の内容を原文で入手でき
ない読者にもその学術的価値を判断できるように、研
究のスキーム、結論を明確、具体的かつ簡潔にまとめ
ること。また、英文要旨は、本文とは独立に理解でき
ることが必要であるから、日本語で定義した記号、略
語などは必ず英文で定義し、本文中の図、表、式など
を引用しないこと。

(9) キーワードは6個以内とし、英語で英文要旨の下段に
書く。キーワードは論文内容の検索が正しく行える用
語を使用すること。

6. 依頼原稿
(1) 大気環境学会受賞者の総説、解説、入門講座は、編集

委員会からの依頼を原則とする。
(2) 依頼原稿の提出方法は投稿原稿と同様とする。
(3) 依頼原稿の執筆要領は、投稿原稿と同様とする。
(4) 依頼原稿についても査読委員の指摘事項を踏まえて適

宜修正した最終原稿を編集委員会に提出する。

7. 図・表・写真
(1) 一般的注意事項

1) 図と表は重複を避け、必要最小限に留めること。
2) 図、表、写真の表題および説明文は、原則として英

文（フォントはTimes New Roman）で書く。
3) 表題には通し番号をつけ、Fig. 1やTable 1などの

ように書く。本文中で引用する場合にもこの表現を
使って「下図」、「この表」などは用いない。

4) 図中のフォントはMSゴシック、表中のフォントは
本文と同様に日本語：MS明朝、英語： Times New 
Romanとする。

5) 図表や写真を原著からそのまま転載する場合は、そ
れらの出典を明記し、必要に応じて著作権保有者の
承認を得ておくこと。

(2) 図
1) 原稿1ページに1つの図を貼り付け、図の下部に図
番号および図題を記載する。

2) 縦軸の説明は下から上へ、横軸の説明は左から右

へ、それぞれ軸の中央に書くこと。
3) 図は刷り上がり時の大きさを加味して作成するこ
と。この場合、線の太さ、フォントサイズ、文字と
図のバランスなどを考慮すること。

4) 図表の全段印刷を希望する場合には、図表題の後に
カッコ書きで「全段希望」と記載する。
例： Fig. 1　Outline of Taiki Kankyo（全段希望）

5) 線の太さは1.0ポイント以上にすること。これより
細い場合には校正時に見えていても、印刷時に消え
てしまうことがあるので注意する。

6) 図が不鮮明である場合には作り直しを求めることが
ある。

(3) 表
1) 原稿1ページに1つの表を貼り付け、表の上部に表
番号および表題を記載する。

2) 表題はできるだけ簡潔にすること。表中の長い語句
は略号などで置き換えてもかまわない。表題や表中
の略号の説明は、*や*1…などの註の印を上付きで
つけて表の下部に記す。

3) 数字は可能な限り小数点の位置でそろえ、縦に同様
な数字がたくさん並ぶ時には、5行ごとにスペース
行をとること。

4) 表には枠線は可能な限り用いない。
(4) 写真

1) 原稿1ページに一つの写真を貼り付け、写真の下部
に番号および題を記載する。
例： Photo 1　Outline of Taiki Kankyo

8. 単位・記号
本誌の扱う学問分野は、理学、工学、農学、薬学、医学、
気象学などの広い分野にわたるので、論文で用いる単位・記
号の形式について厳密な規定はしない。しかし、以下に示す
最小限の基準は設けることとする。投稿者はこれに従って原
稿を作成すること。原稿審査の際に査読委員または編集委員
から単位・記号に関する指示がある場合にはこれに従うもの
とする。

(1) 原則として、表1に示すSI単位を用いる。SI単位を用
いる時は定義を示す必要はない。この用法について
は、JISZ8203「国際単位系(SI)およびその使い方」を
参照すること。

(2) 表2に示す非SI単位についても定義を省略することが
できる。それ以外の単位を用いる場合は、例に示すよ
うに定義を明示する。
例： 165 ft3 (1 ft3＝28.3 dm3)
5350 BTU (1 BTU＝1055 J)

(3) 百万分率(ppm)は、体積比か重量比かを区別し、それ
ぞれppm (v/v)もしくはppmv、ppm (w/w) もしくは
ppmwと論文の最初の箇所で示しておく。それ以降は
ppmとしてもかまわない。ppbやpptの場合も同様で
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ある。
(4) マイクロメートルやマイクログラムなどのマイクロに

は半角のμを使用し、それぞれ、μm、μgなどと表記
する。

(5) 物理量の記号は、なるべく慣用のものを用いる。慣用
のものであっても論文の最初の箇所では定義を必要と
する。

(6) 数値と単位の間には半角スペースを挿入する。例外と
して“％”、“°”、“℃”の場合はスペースを挿入しない。

(7) 除算を含む単位は、斜線（m/s、g/m3など）または指数
（m s－1、g m－3など）のどちらかに統一すること。図中に
ついても同様である。

9. 数式
(1) 数学的操作を表す記号は､ 次のようにする。

exp(－x)、e－x、logx、lnx、Δx、δx、dx、f(x)
df(x)/d(x)、sinx、cos－1x、∂ /∂γ、gradΦ、divA

(2) 原則として、物理定数や変数は斜体で、定数や演算記
号はローマン体（立体）で表す。

(3) 文中に式を挿入するときは、a/b、exp(－U/kT) のよ
うに書く。

(4) 独立した数式は、本文中のフォントサイズと同程度の
大きさで明瞭に書く。式の上下には1行分のスペース
を取り、式番号を(1)のようにつける。本文中では、
図表と同様にEq. 1のように引用する。

2

2

2 2

2 2

exp
2 2

( ) ( )exp exp
2 2

 
 
 

    
    
    

y z y

z z

Q yC
πσ σ U σ

z H z H
σ σ

＝ －

－ ＋－ ＋ －
  

(1)

10. 化合物名・化学式
(1) 本文中では化学式を使わないで化合物名で書く。化合
物名の名称は原則として、IUPAC命名法に従い日本
語名で書く。論文を簡潔に読みやすくするため、紛ら
わしくない場合には、元素は記号で、簡単な無機化合
物は化学式で表しても良い。ただし、イオンの電荷は
Fe3＋、SO4

2－のように表示し、Fe＋＋＋、SO4
－－、SO4

－2

とはしない。
(2) 化合物を略記号で表す場合、本文で最初に述べる際に
正式の化合物名にカッコをつけて略記号を付記するこ
と。
例：ベンゾ[a]ピレン（以下、BaP）

(3) 化学反応式は、「本投稿の手引9. 数式」に準じる。
例： NO2＋hν → NO＋O (1)
　　O＋O2＋M → O3＋M (2)

(4) 元素記号を表す記号は全てローマン体（立体）とする。
例： PO4

3－、C2H6、(CH3)2NH
(5) NOxの xは、小文字xを下付きにすること。ほかの類

似のケースも同様とする。
(6) PM2.5の2.5は下付きとすること。他の類似のケース
も同様とする。

(7) Oxなどは、xが原子の個数を示す場合は“Ox （下付

表1　利用すべきSI基本単位

物理量 単位 記号 物理量 単位 記号 物理量 単位 記号

長　さ メートル m 物質量 モル mol 磁束密度 テスラ T
質　量 キログラム kg 電　流 アンペア A インダクタンス ヘンリー H
時　間 秒 s 電気量 クーロン C 束 ルーメン lm

力 ニュートン N 仕事率、電力 ワット W 光　度 カンデラ cd

圧力、応力 パスカル Pa 電圧､ 電位 ボルト V 照　度 ルクス lx

エネルギー ジュール J 電気抵抗 オーム Ω 放射能 ベクレル Bq

周波数 ヘルツ Hz コンダクタンス ジーメンス S 吸収線量 グレイ Gy

熱力学温度 ケルビン K 磁　束 ウエーバー W 線　量 シーベルト Sv

表2　SI単位系以外の許容単位

物理量 単位 記号 物理量 単位 記号 物理量 単位 記号

質　量 トン t 平面角 度 ° 圧　力 トル Torr
時　間 分 min 平面角 分 ′ エネルギー 熱化学カロリー Cal

時　間 時 h 平面角 秒 ″ エネルギー 電子ボルト eV

時　間 日 d 体　積 リットル L 磁束密度 ガウス G

温　度 セルシウス度 ℃ 圧　力 気圧 atm モル濃度 モーラー M
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き、斜体）”とし、Oxidantの略称として用いる場合は
“Ox”とする。

11. 著者貢献
(1) 論文における全著者の具体的な貢献内容を、本文中の

謝辞の後（謝辞がない場合には、本文の最後）、引用
文献の前に記載する。著者貢献の記述が必要なもの
は、研究論文（原著論文、ノート、速報、技術調査報
告）とする。

(2) 著者の役割は次の6項目とする。すべての著者は、次
のいずれかの役割を少なくとも一つは果たしていなけ
ればならない。いずれの著者にも該当しない項目が
あってもよい。

1) 着想・企画：研究の目標や目的の設定など、研究の
着想から企画に至るまでの役割

2) 収集・整理：研究に関わるデータ等の収集および整
理の役割

3) 実施・調査：研究の実質的な実施、または、調査の
実施の役割

4) 解析・検証：研究から得られたデータの解析や検証
等における役割

5) 執筆：論文の準備、作成、また、図表化などの可視
化の役割

6) 指導・監督：研究における指導・監督の役割で、学
生の指導もここに含まれる。また、研究プロジェク
ト等の資金獲得もこれに含まれる。

(3) 記載方法は、著者の順に該当する役割の項目名を連続
して記載する。各著者の後ろにコロン「：」を、役割は
読点「、」で区切る。

 例：環境 太郎：収集・整理、実施・調査、解析・検
証、執筆、大空 虹子：着想・企画、収集・整理、執
筆、指導・監督

12. 引用文献・脚注
(1) 引用文献の表示方法は下記のとおりとする。

1) 本文中での引用は、「該当人名に（年号）」、あるい
は、「事項に（人名、年号）」をつけて引用する。な
お、人名と年号の間は点「、」ではなく、カンマ「，」
を用いる。
例： Bladley (1995)、藤井(2004)
　　 「…を報告している(Bladley, 1995)」、「…を明

らかにした（藤井，2004）。」
2) 該当人名が2名の場合および3名以上の場合には次
の例のように記述する。
2名の場合： Bladley and Young (1995)、藤井と飯
田(2004)
3名以上の場合：Bladley et al. (1995)、藤井ら(2004)

3) 引用文献は、下記に示す例のように書き、筆頭著者
の頭文字のアルファベット順に記載する。和文文献

も、対応するローマ字によって英文文献と区別せず
に、アルファベット順に記載する。

4) 同一著者で同一年号の場合には年号の後に、a、b、c
のように小文字のアルファベットを順番につける。

5) 英文タイトルのある和文文献については、なるべく
英文で記し、末尾に [in Japanese] とする。

6) ウェブサイトを引用する場合、本文中にはサイトの
管理者および開設日、掲載日、更新日などの日付の
うち最新の年を表示することとし、日付が特定でき
ない資料は引用不可とする。また、引用できるウェ
ブサイトは原則として、公的機関による公開資料や
データダウンロード元とする。

【学術雑誌掲載論文】著者名：題名，雑誌名，巻，ペー
ジ（出版年）．
（例） Bladley, Y. A.: Carcinogenicity of …, J. Atmos. 

Environ., 85, 156‒161 (1995a).
Bladley, Y. A.: Epidemiology of …, Asian J. 

Atmos. Environ., 12, 82‒87 (1995b).
藤井　正，飯田一郎：植物の成長に与える大気汚
染の影響，環境学会誌，76, 38‒45 (2004).

Kono, O., Heikawa, K., Suzuki, K.: Diffusion of 
air pollutants, J. Jpn. Soc. Environ., 31, 95‒
100 (1996) [in Japanese]．

【単行本】著者：書名，ページ，出版社名，出版地（出版
年）．
（例） Lunau, F., Reynolds, G. L.: Indoor Air Quality 

and Ventilation, pp. 122‒126, Selper Ltd., 
London (1990).

【単行本掲載論文】著者名： 題名，（書名，編者名，総
ページ数，出版社名，出版地），ページ（出版年）．
（例） Holst, P. A. J.: Bioaerosol related health effects of 

indoor air (Indoor Air Quality and 
Ventilation, Lunau, F., Reynolds, G. P. ed., 
470, Selper Ltd., London), pp. 331‒338 
(1990).

【ウェブサイト】発信者名：題名（開設日等の年），ウェ
ブアドレス（最終アクセス日）
（例） 大気環境学会：環境基準の改訂について(2010)，

http://www.jsae-net.org/（2011. 7. 25アクセス）
(2) 欧米雑誌名は、国際的な慣用に従ってピリオドを用い
て略記すること。「大気環境学会誌」の場合には、「大
気環境学会誌」と書き「本誌」としない。

(3) 著者名は全員を記載し、原則としてet al. としない。
(4) 印刷中の論文を引用する場合は、著者名、題名、投稿
誌名をつけ、末尾に「印刷中」と記す。投稿中を含む
未発表の論文や私信は引用文献とせず、文中にて(　)
つきで記す。
（例） （Sato, I., Atmos. Environ., 投稿中）、（佐藤，私

信，2009）
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(5) 脚注が必要な場合は、本文に注1、注2のように通し番
号で示し、本文の最後にまとめて記載する。

13. 付録・電子付録
(1) 付録

本文への記載が冗長となる事項（記号の定義、数式の
導出、装置の説明など）は、付録とすることができ
る。付録は、投稿原稿においては引用文献リストに続
いて記載する。この付録は審査の対象であり、著作権
の扱いは本文同様である。

(2) 電子付録
画像、映像、ソースコード、ソフトウエア、データな
どは、電子付録とすることができる。電子付録は、投
稿原稿とともに提出する。ただし電子付録は審査の対
象外であり、著作権は著者に帰属する。その論文等に
別段の記載がある場合を除き、電子付録の利用者は、
その全部又は一部を複製し、利用することができる。

 以上
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Characteristics of Atmospheric Particle-bound Polycyclic Aromatic Compounds over the Himalayan 
Middle Hills: Implications for Sources and Health Risk Assessment
Linda Maharjan, Lekhendra Tripathee*, Shichang Kang, Balram Ambade, Pengfei Chen, Huijun Zheng, Quanlian Li, Kundan Lal Shrestha, 

Chhatra Mani Sharma  https://doi.org/10.5572/ajae.2021.101

ABSTRACT
This study was conducted in the Central Himalayan middle 
hills to understand the nature of polycyclic aromatic 
hydrocarbons (PAHs) embedded in aerosol particles, their 
sources and human health risk assessments. The level of sum 
of 15 particle-phase PAHs was between 9 and 335 ng/m3, 
with an average concentration of 73±66 ng/m3. There were 
strong seasonal differences in total suspended particles (TSP) 
and particle-bound PAH concentrations with higher 
concentrations in winter, followed by pre-monsoon and 
lowest in monsoon. The main contributor to the suspended 
particles was 5-ring PAHs (32％), followed by 4-ring (29％), 
6-ring (28％), and 3-ring PAHs (11％). Conversely, the gas-
phase PAHs showed that 3-ring PAHs contributed utmost to 

the total particles. The molecular ratios and principal 
component analysis indicated that both petrogenic and 
pyrogenic sources, particularly fossil fuel combustion, 
biomass combustion, and car exhausts, were the major 
sources of PAHs. The overall average Benzo (a)pyrene 
equivalent concentration of particulate PAHs was 11.71 ng/
m3, which substantially exceeded the WHO guideline (1 ng/
m3), and indicated the potential health risks for local 
residents. The average lifetime inhalation cancer risk (ILCR) 
estimates associated with carcinogenic PAHs was 8.78×10－6 
for adults, suggesting the possible cancer risk and 2.47×10－5 
for children, signifying extreme carcinogenic effects of 
PAHs on children’s health. Therefore, strict measures should 
be taken to reduce PAHs emissions in the region.

Long-term Assessment of Ozone Nonattainment Changes in South Korea Compared to US, and EU Ozone 
Guidelines
Jeonghwan Kim, Jimin Lee, Jin-Seok Han, Jinsoo Choi, Dai-Gon Kim, Jinsoo Park, Gangwoong Lee*  https://doi.org/10.5572/ajae.2021.098

ABSTRACT
We conducted spatiotemporal assessments of ozone in South 
Korea from 1990‒2020 to evaluate trends and compare 
changes in compliance based on South Korean, US, and EU 
standards. Observational data from nationwide air-quality 
monitoring stations were collected and converted to the 
maximum daily 8 hr ozone average (MDA8O3). Seasonal 
ozone variations displayed an overall increase across most of 
South Korea and a noticeably high rate of 0.86 ppbv/yr in 
Seoul, with an even higher rate 1.2 ppbv/yr for the fourth-
highest MDA8O3. Recent air-quality regulations to reduce 
NOx emissions have been estimated to weaken NO titration 
effects, leading to higher ozone levels for VOC-limited 

urban areas in South Korea while decreasing ozone 
concentrations elsewhere. In recent years, nearly all 
monitoring stations have exceeded the South Korean 
MDA8O3 standard, leading to debate regarding the 
adequacy of current standards for monitoring changes in 
nonattainment. Comparison with EU and US standards 
showed that implementing these could significantly lower 
nonattainment events due to the easing of target threshold 
values by either percentile or concentration values. Relative 
distances in nonattainment percentages between South 
Korean and other standards indicated that the EU ozone 
guideline was most suitable for tracing recent ozone changes 
not apparent when using the South Korean or US standards.

Influence of Human Behavior on Indoor Air Quality in a Care Facility for the Elderly in Japan
Nobuyuki Tanaka*, Tatsuji Munaka  https://doi.org/10.5572/ajae.2021.089

ABSTRACT
Volatile organic compounds (VOCs), CO2, temperature, and 
humidity in a private room in a care facility for the elderly 
were measured and the behavior of a resident and staff were 
recorded in order to clarify the effects of the resident’s 
behavior, especially defecation, on indoor air quality. 
Average indoor concentrations of total VOCs (in μg m－3) in 

summer, autumn, and winter were 40.9, 16.7, and 18.8, 
respectively. Average indoor concentrations of CO2 in 
summer, autumn, and winter were 813, 761, and 1144 ppm, 
respectively, revealing a tendency for the concentrations of 
CO2 to be higher in winter, in contrast to the VOC 
concentration. The concentrations of VOCs and CO2 were 
1.1 to 1.5 times higher when the resident was present in the 
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room than when the resident was absent. This result suggests 
that one of the main sources of VOC and CO2 emissions in 
indoor air was the resident. Acetic acid, 1-butanol, propanoic 
acid, hexanoic acid, and phenol, which are contained in 
human sweat, exhaled air, and excrement, were the 
predominant VOCs in the air of the room regardless of the 
season, and these five components accounted for more than 
90％ of the total VOCs. The concentrations of these 
components were higher when the resident was present in 

the room, suggesting that the resident was the main source of 
these components. Based on the changes in the VOC and 
CO2 concentrations over time and the records of the resident 
and the staff, it was noted that VOC concentrations 
decreased, in some cases, before and after diaper changes. 
Our research suggests that certain aspects of the behavior of 
residents can be inferred by monitoring changes in indoor air 
quality. indoor bioaerosol.

【和訳情報】

我が国の高齢者施設における人間の行動が室内空気質に与える影響
田中伸幸 1、撫中達司 2（1電力中央研究所気象・流体科学研究部門、2東海大学大学院　情報通信学研究科）

高齢者施設における入居者の行動、とりわけ排泄行動が室内
空気質に与える影響を明らかにするため、高齢者施設の個室
内において揮発性有機化合物(VOCs)、CO2、温湿度を測定す
るとともに、居住者とスタッフの行動を記録した。夏季、秋
季、冬季における室内の全VOCsの平均濃度(μg m－3)は、そ
れぞれ40.9、16.7、18.8であった。同時期におけるCO2の平
均室内濃度は、夏季813 ppm、秋季761 ppm、冬季1144 ppm
であり、VOCs濃度とは異なり、冬季に高くなる傾向を示し
た。VOCsおよびCO2濃度は、居住者在室時に不在時の1.1‒
1.5倍となった。この結果は、個室内におけるVOCsおよび
CO2の主要な発生源の一つは居住者であることを示唆してい

る。季節を問わず、ヒトの汗や排泄物、呼気に含まれる酢
酸、1-ブタノール、プロパン酸、ヘキサン酸、フェノールが
支配的なVOCであり、これら5成分で測定対象とした全
VOCsの90％以上を占めた。これら主要成分の濃度は居住
者の在室時に高かったことから、居住者がこれら主要成分の
主たる発生源であると考えられた。VOCsおよびCO2濃度の
経時変化、および居住者とスタッフの行動記録から、室内の
VOCs濃度はおむつ交換の前後にしばしば減少することがわ
かった。以上より、室内空気質の変化をモニタすることによ
り居住者の行動のある側面を推測しうることが示唆された。

Analysis of Trace Metal Concentration in Rainwater Samples Collected from Spatially Separated Coastal 
Cities Facing the South China Sea in Northern Sarawak, Borneo
Ninu Krishnan MV*, Prasanna MV, Vijith H  https://doi.org/10.5572/ajae.2021.076

ABSTRACT
A comparative analysis of trace metal (Cu, Pb, Fe, Mn, Zn, 
Cd, Ni and Co) concentration and physical parameters (pH, 
EC, TDS and DO) in rainwater samples collected from two 
major coastal cities in Malaysian Borneo (Sarawak state) 
were determined in the present research. Cumulative 
monthly rainwater samples were collected from the Limbang 
city and Miri city during October 2016-September 2017. 
Rainwater collected from the Limbang city shows slightly 
alkaline nature with a mean pH≥6.07 whereas the rainwater 
in Miri city is acidic (mean pH＝5.35). Trace metal 
concentration in rainwater collected from both locations 
shows slight variation. Mean concentration of trace metals in 
rainwater samples follows the decreasing order of Fe＞Ni＞
Pb＞Mn＞Co＞Cu＞Zn＞Cd and Fe＞Ni＞Pb＞Mn＞Zn＞
Co＞Cu＞Cd in Limbang city and Miri city respectively. 
Among the trace metals, Fe (1.09 and 0.98 mg/L) and Ni 
(0.15 and 0.13 mg/L) shows the highest mean concentration 
in rainwater samples collected from both locations and 
maximum concentration of trace metals are observed in 

rainwater samples collected from the Limbang city. Pearson’s 
correlation test explained the inter-relationship between the 
parameters whereas the factor analysis confirmed the 
contributing sources of trace metals (anthropogenic activities 
such as pollution from vehicles, petrochemical industries, 
forest biomass burning and dust particles from exposed land 
area) and its variation in the rainwater samples by showing a 
total variance of 80.18％ with three factor components in the 
Limbang city and a variance of 93.11％ with four factor 
components in Miri city. High Pb/Zn ratio also indicates the 
strong influence of anthropogenic activities present in the 
region. Backward air mass trajectory analysis supports the 
findings by indicating a contribution from combined marine 
and crustal sources of air mass trajectories reaching the 
sampling locations and is heavily controlled by prevailing 
monsoon characteristics of the region. Overall, it can be 
concluded that, the major source of trace metals in rainwater 
in this region is contributed by anthropogenic processes 
operated in the region.
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Impact of Lockdown on Air Pollutants during COVID-19 at Patna, India
Mohammed Aasif Sulaiman, Mohammad Masroor Zafar, Nishat Afshan, Anupma Kumari*  https://doi.org/10.5572/ajae.2021.045

ABSTRACT
Many countries shut their borders, imposed nationwide 
lockdown, and restricted several anthropogenic activities to 
arrest the spread of COVID-19. In the present study, the 
concentration of several air pollutants (PM10, PM2.5, NO2, 
NH3, SO2, CO and O3) during different phases of lockdown 
from monitoring stations of Patna was analyzed to assess the 
effect of lockdown restriction on air quality. Reduction in 
PM2.5, NH3, NO2, PM10 and CO concentration was observed 
by 59.79％, 58.2％, 49.49％, 39.57％ and 24.04％, 

respectively during the lockdown period. National Air 
Quality Index (NAQI) value in the year 2020 had been 
observed to lower by 57.88％ compared to the year 2019, 
during the same period. A more significant fall in the 
concentration of air pollutants was observed during the early 
phase of post-lockdown compared to the late stages of 
postlockdown. The study reflects the significance of 
restriction on anthropogenic activities in improving air 
quality and provides clues for future action plans for 
improving air quality.

Measurement of Traffic-Related Air Pollution in Peshawar, Pakistan : A Pilot Study
Mohsin Khan*, Mohammad Abdul Aziz Irfan, Najeeb Ullah  https://doi.org/10.5572/ajae.2021.096

ABSTRACT
This pilot study measured Traffic-Related Air Pollution 
(TRAP) and calculated the corresponding Air Quality Index 
(AQI) in Peshawar. Using Libelium wireless sensors, the 
research measured outdoor TRAP and monitored indoor air 
quality for 48 days. The maximum outdoors daily mean 
concentration was 47 μg m－3 for PM1, 90 μg m－3 for PM2.5, 
356 μg m－3 for PM10, 258 ppb for SO2, and 219 ppb for NO2, 
respectively. This corresponds to PM2.5 AQI of 158 
(Unhealthy), PM10 AQI of 148 (Unhealthy for Sensitive 
Groups; USG), SO2 AQI of 181 (Unhealthy), and NO2 AQI 
of 123 (USG). The maximum daily average concentration 
for the indoor condition was 31 μg m－3 for PM1, 49 μg m－3 
for PM2.5, 78 μg m－3 for PM10, 465 ppb for SO2, and 247 ppb 
for NO2, respectively. The corresponding AQI was 135 

(USG) for PM2.5, 62 (Moderate) for PM10, 254 (Very 
Unhealthy) for SO2, and 129 (USG) for NO2. Data analysis 
shows that about 73％ of the overall indoor AQI falls in the 
category of “USG”, while SO2 was the largest contributor to 
overall AQI. The study concludes that indoor AQI was 
slightly better than outdoor AQI because of the distance and 
height from the outdoor location. Moreover, Pakistan’s AQI 
for PM2.5 exceeds WHO’s 24-hours limit; however, it was 
relatively better by 23％, 65％, and 170％ compared to 
China, India, and Bangladesh, respectively. In contrast, AQI 
for SO2 and NO2 was poor as compared to the same 
countries. The concentration and AQI for traffic-related air 
pollutants remain unhealthy and sometimes becomes 
hazardous, which means the sensitive groups are at greater 
risk.

The Comparisons of Real-time Ammonia Adsorption Measurement in Varying Inlet Tubes and the Different 
Ammonia Measurement Methods in the Atmosphere
Kyunghoon Kim, Gyutae Park, Seokwon Kang, Rahul Singh, Jeongin Song, Siyoung Choi, Inseon Park, Dong-Gil Yu, Myeong-Bok Kim, Min-

Suk Bae, Suna Jung, YuWoon Chang, Jonghun Park, Hae-Jin Jung, Yong-jae Lim, Taehyoung Lee*  https://doi.org/10.5572/ajae.2021.139

ABSTRACT
Ammonia (NH3) is an important, albeit sticky, precursor for 
producing secondary inorganic aerosols (SIA), especially in 
the form of ammonium nitrate (NH4NO3) and ammonium 
sulfate ((NH4)2SO4)．To reduce SIAs, many researchers 
have attempted to measure the concentration of ambient NH3 
using real-time or passive methods. However, NH3 is a 
highly sticky gas and is therefore difficult to measure using 
real-time methods without incurring losses during 
measurement. In this study, four different tubing materials, semi 
seamless tubes, perfluoroalkoxy (PFA), polytetrafluoroethylene 
(PTFE), and polyvinylidene fluoride (PVDF), were used to 
ascertain the adsorption of NH3 in inlets using real-time 
instruments. Without heating sample tubes and at 0％ 

relative humidity (RH), this study shows that PTFE had the 
least adsorption (i.e., 0％ at 1 and 2 m of sample tube), and 
semi-seamless tubes had the highest adsorption (i.e., 27.5％ 
at 1 m of sample tube). To calculate the adsorption of NH3 
under ambient conditions, at various inlet lengths, the RH of 
NH3 was varied from 20％ to 80％, which showed that 
shorter inlets and higher RH lower NH3 adsorption at inlets 
(i.e., 1.74 ppb m－1 at 80％ RH and 7.48 ppb m－1 at 20％ RH). 
Additionally, inlet heating was effective in reducing the 
adsorption of NH3 as the RH decreased. Applying the inlet 
system (i.e., 2 m of PTFE tube with heating) showed 
excellent correlation (slope: 0.995 and coefficient: 0.992) 
between two different real-time measurements while 
measuring ambient air.
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Emission Characteristics of PM (PMtotal, PM10, PM2.5), NOx, CO and VOCs Emitted from LNG-fired Gas 
Turbine and Small Domestic Boiler
JongHyeon Kim, JeongHun Yu, Jihan Song, DoYoung Lee, MyeongSang Yu, InJun Hwang, JinSung Kim, JongHo Kim* 

  https://doi.org/10.5572/ajae.2021.15.4.129

ABSTRACT
In recent years, natural gas is increasingly being used in the 
heating and power generation sectors as a clean fuel with an 
aim to reduce air pollution. In this study, a standard test 
method was used to measure air pollutants and identify 
emission characteristics for gas turbines and small domestic 
boilers, which use LNG as fuel. For gas turbines, the air 
pollutants were measured at 14 sites, whereas for small 
domestic boilers, six of them were installed in a laboratory to 
run tests due to limitations in on-site measuring and testing. 
However, the small domestic boilers were all new machines 
and were operated for long consecutive hours for testing, 
meaning that the results could vary from that of on-site 
boilers. The results show that gas turbines and small 
domestic boilers not only emit PM2.5, but also particulate 
matters larger than PM2.5. According to the measurements, 
the average concentration level of PMtotal, PM10, and PM2.5 
generated from gas turbines are 51.8, 38.5, and 28.1 μg/m3 
(@O2 15％), respectively. Those generated from small 
domestic boilers were 31.3, 26.2, and 20.0 μg/m3 (@O2 4％), 
respectively. The NOx concentration levels complied with the 
emission limits. Especially where a NOx control device was 
in place, both the NOx and CO concentration levels were 
relatively low. However, the NOx and CO concentration 

levels were generated from small domestic boilers were 
relatively high, since the emission limits were not applied. 
VOCs were measured at 10 facilities where 28 samples were 
collected. The compounds that were identified were 
Aromatics, Oxygenated VOCs, Alkanes, in that order, which 
were consistent across the samples. Aromatics consisted 
mostly of toluene, o,m,p-xylenes, benzene, and ethylbenzene. 
Among oxygenated VOCs, ethyl acetate, vinyl acetate, and 
isopropyl alcohol, etc. were identified. In other words, gas 
turbines generated a wider range and higher concentration 
levels of VOCs compared to small domestic boilers. The 
emission factors of gas turbines and small domestic boilers 
were derived from the measurements, and then compared 
with the standard emission factors of other countries 
（NAER, U.S. EPA AP-42, EMEP/EEA）．PM emission 
factors calculated in this study were lower than that of 
existing emission factors and the calculated NOx emission 
factors (uncontrolled) for the small boilers were also lower. 
The CO emission factor for gas turbines was lower than that 
of existing emission factors, but higher for the small 
domestic boilers. Emission factors of benzene, toluene, and 
xylenes, which are hazardous air pollutants, were lower than 
those of U.S. EPA AP-42.

Analysis of the National Air Pollutant Emissions Inventory (CAPSS 2017) Data and Assessment of 
Emissions based on Air Quality Modeling in the Republic of Korea
Seong-woo Choi, Chang-han Bae, Hyung-cheon Kim, Taekyu Kim, Hyang-kyeong Lee, Seung-joo Song, Jeong-pil Jang, Kyoung-bin Lee,  

Su-ah Choi, Hyeon-ji Lee, Yunseo Park, Seo-yeon Park, Young-min Kim, Chul Yoo*  https://doi.org/10.5572/ajae.2021.064

ABSTRACT
According to the 2017 National Air Pollutant Emissions 
Inventory (NEI), air pollutant emissions in the Republic of 
Korea comprised 817,420 metric tons (hereafter tons) of CO, 
1,189,800 tons of NOx, 315,530 tons of SOx, 592,582 tons of 
TSP, 218,476 tons of PM10, 91,731 tons of PM2.5, 15,555 tons 
of black carbon (BC), 1,047,585 tons of VOCs, and 308,298 
tons of NH3. Emissions of the 13 first-level emission source 
categories, which constitute the NEI, were estimated and, 
based on their characteristics, the emission source categories 
were grouped into five sectors （energy, industry, road, non-
road, and everyday activities and others）．In addition, the 
contributions of primary PM2.5 and its four precursors (NOx, 
SOx, VOCs, and NH3) to the 2017 NEI were assessed in this 
study. The emission contributions of NOx to the NEI were 
36.5％ for the road sector, which was the highest of those of 
all the air pollutants for this sector; NOx emissions for this 
sector were 4.2％ lower than those in the previous year. The 

emission contributions of SOx and PM2.5 to the NEI were 
higher than those of the other air pollutants for the industry 
sector; SOx and PM2.5 emissions for this sector decreased by 
9.8％ and 19.7％, respectively, compared with those in the 
previous year. The emission contributions of VOCs and NH3 
to the NEI were 65.3％ and 83.9％ for the everyday activities 
and others sector, respectively, higher than those of the other 
air pollutants for this sector; VOCs and NH3 emissions for 
this sector increased by 0.8％ and 2.9％, respectively, 
compared with those in the previous year. A three-
dimensional (3D) chemical transport modeling system was 
used to validate the emission estimates. These data suggest 
that simulated SOx emissions were overestimated in areas 
with dense large-scale industrial complexes, such as 
Jeollanam-do, Gyeongsangbuk- do, and Ulsan, and that 
simulated NOx emissions were overestimated in Seoul, 
Incheon, and Jeollanam-do.
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『図説　窒素と環境の科学—人と自然のつなが
りと持続可能な窒素利用—』

編著者：林　健太郎、柴田英昭、梅澤　有
価 格：4,500円+税
出版社： 朝倉書店（2021年12月01日） 
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評 者：秋田県立大学　川島洋人

窒素は、我々にとって最も重要な元素の一つである。人
体を形作るタンパク質を構成するアミノ酸や DNAには窒
素が必須な元素であるし、農作物には窒素肥料を必要とし、
地球大気に目を向ければ、N2は約78%と最も多い物質であ
り、我々は多くの NOxなどの窒素化合物を排出している。
20世紀初めになって、アンモニアの「人工的窒素固定」であ
るハーバー・ボッシュ法が開発され（開発経緯はトーマス・
ヘイガー著「大気を変える錬金術新装版」（みすず書房）に詳
しい）、現在ではこの技術によって自然と同量のアンモニア
が生産されるなど、大気環境だけでなく、陸域、陸水、海洋
生態系において、大きなインパクトを与え続けている。本書
は、環境挙動や生態影響だけでなく、健康影響や新たなアン
モニアの生産技術や窒素のマテリアルフロー解析など、多様
な「窒素問題」についての現在までの知見が、窒素を専門と
する多数の研究者によって、項目ごとにコンパクトかつ、多
数の図を使って、まとめられている本である。
本書の構成は、以下の3部で構成されている。1部では、

窒素問題の総論として、人類の窒素利用がもたらす環境問
題、窒素の発見と利用の歴史、窒素と多様な化合物、生物に
不可欠な窒素、窒素の形態変化と環境中の移動、環境中の
窒素分析方法、窒素と他の物質との強いつながり、まで幅広
く記述されている。また2部では、日本の現状の理解の各論
として、エネルギー、製造産業、作物生産、家畜生産、水産
業、人の生活、廃棄物・下水、国際貿易、大気、陸域生態
系、陸水生態系、海洋生態系、日本の窒素収支、経済圏の窒
素フロー、健康影響、生態系への影響評価、窒素のトレード
オフ、窒素管理にかかわる政策と法令、と窒素問題に関する
日本の現状が網羅的に記載されている。最後の3部では、国
内外の取り組みと将来展望として、世界の取り組み、日本の
現状と未来、持続可能な窒素利用に向けて、というのが記載
されている。また、多くの多岐にわたったコラムも楽しい。
筆者は本書を一読し、これほど多岐にわたる内容をよくま
とめることができたなと、編集者である林氏、柴田氏、梅澤

氏、多数の執筆陣に深い敬意を感じた。こういった本は、一
歩間違えると、執筆者の力量（熱意）の違いによって、バラ
バラになってしまうことがあるが、本書は統一感やバランス
を絶妙に維持することに成功している。筆者自身、大気中の
PM2.5のアンモニウム、硝酸イオンの窒素安定同位体比の分
析法の開発やそれを使った発生源解析を行っているものの、
これら窒素問題の全体像についてほとんど理解していないこ
とを思い知らされた。本書は、窒素問題の初学者にとって
も、多くの研究者にとっても有益な道標になるのではないか
と考えられる。一つの各論を皆で読み合わせ、使用されてい
る参考文献を丁寧に読み込み、議論することでさらに深い理
解が得られるだろう。また、本書で使用されている図表の多
くは、出版社の HPよりダウンロード可能となっており、講
義や輪読などでの利用を可能にしてくれている。
さる2021年11月、英国グラスゴーで開催された国連気
候変動枠組条約第26回締約国会議（COP26）にて、岸田文
雄首相によって、アンモニアや水素を利用した新たなゼロエ
ミッション火力発電の普及を目指すと宣言が行われたのも
記憶に新しい。この新たな技術が開発されれば、現在の石
炭火力では、アンモニアの20%混焼によって、アンモニア
の需要量は約2,000万トンになることが推定されており、そ
れは現在の国内のアンモニア消費量の約20倍近くである。
編集者の一人である林氏は、この新たな混焼技術に対して、
我々、研究者は注意深く調査を続けるべきであるということ
を多くのシンポジウムなどにて警鐘を鳴らしている。本書に
も、アンモニアの生産、貯留、使用に関する大気へのリーク
や NOxの発生について注意を呼び掛ける記載もある。これ
らの問題に対して、我々、大気環境学会は、できること、や
るべきことは、多いと考えられ、この本を契機に何らかのア
クションがあることが望まれる。なお、林氏は、日本窒素専
門家グループ（JpNEG, https://jpneg.jimdofree.com/）を主宰
し（2022年1月時点で251名）、窒素問題の情報交換を行っ
ており、参加することをお勧めする（私も昨年入会した）。
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支部だより 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。

九州支部総会及び第22回研究発表会のお知らせ

九州支部では以下のとおり役員会・総会及び研究発表会を
開催します。なお、研究発表会は室内環境学会九州支部と合
同で開催します。
研究発表会は非会員の参加も受け付けます。多数の皆様に
ご参加くださいますようお願いいたします。なお、オンライ
ン会議の都合上、事前に参加申し込みをお願いいたします。

（支部役員会）書面審議
審議期間：令和4年2月28日～3月3日の予定

（総　会）書面審議
審議期間：令和4年3月7～10日の予定

（研究発表会）オンライン会議
日　時：令和4年3月11日（金）午後2時から午後4時半

Zoomを用いたオンライン会議として開催します。研究発
表会へ参加希望の方は、3月9日までにメールにて所属とお
名前、電話番号、メールアドレスを下記連絡先へお知らせく
ださい。オンライン会議（Zoom会議室）には待機室を設け、
氏名照合の後に入室を許可します。混雑時には入室まで時間
を要する場合があります。予めご了承ください。

（プログラム）
〈大気環境部門〉
1.　飯野直子（熊本大学）： 2021年3月末の黄砂現象
2.　佐野七穂（福岡市保健環境研究所）ほか：福岡市におけ
る微小粒子状物質(PM2.5)各成分の経年変化及び発生源
寄与の推定

3.　阿古美咲（明治学園高等学校）ほか： 2021年北九州地域
の大気汚染状況

〈室内環境部門〉
4.　田中昭代（九州大学大学院医学研究院環境医学分野）ほ
か：金属ナノ粒子の体内動態

5.　惠良真理子（北九州市立大学国際環境工学部）ほか：機
能性DEAMポリマーによる抗アメーバ効果

6.　西田光佑（長崎国際大学薬学部）：焼成ホタテ貝殻より
得られる水酸化カルシウムの脱臭とウイルス不活化に関
する評価

7.　下原孝章（九州大学先導物質化学研究所）：炭素材を利
用したホルムアルデヒド捕捉能力の改善

申込・問い合わせ先：
福岡県保健環境研究所　山本重一
〒818‒0135 福岡県太宰府市向佐野39
TEL: 092‒921‒9947
E-mail: yamamoto＠fihes.pref.fukuoka.jp

中部支部のお知らせ 
―令和３年度中部支部総会・講演会を開催しました―

中部支部では、2022年1月11日（火）にZoomを利用した
オンライン形式で支部総会と講演会を開催しました。特別講
演会では、国立環境研究所の寺園淳先生から「建築物のアス
ベストによるリスクと平常時・災害時の飛散防止対策～過去
の反省と今やるべきこと～」と、大阪市立環境科学研究セン
ターの板野泰之先生から「分析機関からみたクボタショック
以降のアスベスト問題の変遷と非飛散性建材に関する課題」
と題したご講演をいただきました。アスベストに関する問題
について、これまでの経緯から現状、今後さらに懸念される
問題点等について、ご紹介いただきました。講演はデータに
基づいてわかりやすくまとめられており、身近にそのような
問題が潜んでいることがわかり、考えさせられる内容でし
た。
また、レビュー講演として名古屋商科大学の箕浦宏明先生
から、これまでの研究成果をまとめた「オゾン・PMの排出、
輸送、反応に係るダイナミズム」と題したご講演も頂きまし
た。当日は、大学や地方環境研究所など、７７回線の接続で
８０名を超える聴講者にご参加いただき、活発な意見交換が
行われました。ご講演いただいた先生方と参加者の皆様に心
よりお礼申し上げます。
支部総会には、委任状を含めて４０名が参加しました。令
和３年度の支部活動について報告すると共に、令和４年度の
活動予定や次期支部役員の選出方法についてご議論いただき
ました。

講演会開催のお知らせ

関東支部粒子状物質部会では、関東地方大気環境対策推進
連絡会との共催で以下のとおり講演会を開催します。

主　催： 関東地方大気環境対策推進連絡会 微小粒子状物
質・光化学オキシダント調査会

共　催：大気環境学会関東支部粒子状物質部会
日　時： 2022年3月18日（金） 13:30～16:00
会　場： Zoomによるオンライン開催

九州

中部

関東



大気環境学会誌　第 57 巻　第 2 号　（2022） N25

プログラム：
1. 光化学オキシダントに関する環境省の取組について
 馬島貴教氏／環境省水・大気環境局大気環境課
2. 実大気観測によるオゾン生成レジームの直接評価
 定永靖宗氏／大阪府立大学
3. 船舶燃料油硫黄分規制強化にともなう瀬戸内海沿岸大気
質の変化

 速水　洋氏／早稲田大学
4. 数値シミュレーションに基づく2020年船舶燃料油硫黄
分規制強化による大気質改善効果の評価

 嶋寺　光氏／大阪大学
5. 関東甲信静におけるPM2.5のキャラクタリゼーション 
～関東PM合同調査　令和2年度のまとめ～

 長谷川就一氏／埼玉県環境科学国際センター

費　用：参加費無料
申込方法：以下のURLから、氏名、所属、連絡先、会員／
非会員等を入力してお申し込みください。後日、当日の
接続用リンク（ID、パスワード等）をお送りします。（〆
切3月15日（火））。

申込み先(URL)： https://forms.office.com/r/TKqAznSCN1

問合せ：埼玉県環境科学国際センター　米持真一
さいたま市健康科学研究センター　城　裕樹
E-mail: jsae.kanto@gmail.com

令和３年度関東支部総会・講演会のお知らせ

日　時： 2022年6月3日（金）12:30～16:30
 （総会： 12:30～13:00、講演会： 13:00～16:30）
会　場：ムーブ町屋ムーブホール（またはオンライン）
 https://www.sunny-move.jp/move/
概　要：
関東支部では、温暖化対策「カーボンニュートラル」にお
ける温室効果ガスの吸収源に関する講演会を企画していま
す。グリーンカーボン、ブルーカーボンおよび炭素吸収源へ
の大気汚染影響について、それぞれの専門家をお招きしてご
講演いただく予定です。詳細はホームページおよび次号でお
知らせします。

分科会・研究会だより 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。

第50回研究会のお知らせ

化学物質の有害性や毒性は摂取量によって決まる。環境中
の化学物質の性質や濃度により健康影響が生じる。そこで健
康影響を抑えるために環境基準等が設定され、対象物質の常
時監視測定が行われている。では実際に環境基準等の設定や
常時監視データの健康影響への活用はどのように行われてい
るのか。
第50回研究会では、『モニタリングデータを活用した健康
影響の評価』と題して、大気汚染物質の観測データを基に健
康影響や影響評価がどのように行われているのか、また影響
評価の根拠となる環境基準やWHOの大気質ガイドラインに
ついて解説していただくことで、常時監視測定結果がどのよ
うに活用されているか理解を深めることを目的として開催し
ます。
今年度の研究会は、新型コロナウイルス感染症防止のた
め、Web開催としております。皆様にはご不便をおかけし
ますが、万障お繰り合わせの上ご参加下さいますようお願い
申し上げます。なお、研究会は大気環境学会の会員でなくて
も参加できます。

タイトル：モニタリングデータを活用した健康影響の評価
日　時：令和4年3月8日（火）13時30分～17時
会　場： Zoomでのオンライン開催（13時に開設します）

プログラム：
１. WHOの新しい大気質ガイドラインについて／新田裕史
（国立環境研究所）

２. 大気汚染環境健康リスク評価の概要： AirQ＋を用いた
検討例／中井里史（横浜国立大学）

３. モニタリングデータを活用した健康影響の評価／道川武
絋（東邦大学）

（座長：中嶋吉弘（東京農工大学））

費　用：参加費無料。ただし事前の参加登録が必要です。
参加申込：件名を「モニタリング分科会参加申込」とし、①
氏名、②所属、③住所、④電話番号と⑤大気環境学会
（会員／非会員）を記入したE-Mailを事務局までお送り
ください。
東亜DKK　賢持省吾（事務局）
（jsae-monitoring@toadkk.co.jp）

環境大気モニタリング分科会
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全国講演会のお知らせ

植物分科会では、下記の講演会を企画しています。詳 
細は分科会ホームページ（https://sites.google.com/site/taiki 
shokubutsu/）でお知らせします。

主　催：大気環境学会植物分科会
共　催：大気環境学会関東支部植物影響部会
日　時：令和4年4月22日（金）14～18時
テーマ： SDGsと植物
開催方法：オンライン

プログラム（タイトルは仮題）：
1. SDGsについて
 五味　馨氏（国立環境研究所）
2. 国内の大気汚染や植物影響について
 渡辺　誠氏（東京農工大学）
3. イタリア・ヨーロッパの大気汚染や植物影響について
 星加康智氏（イタリア国立陸域生態系研究所）
4. 海外の植林事情などについて
 仲摩栄一郎氏（国際緑化推進センター）

問合せ先：玉置雅紀（国立環境研究所） 
mtamaoki@nies.go.jp

植物分科会



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　パワエレシステム　インダストリー事業本部



「大 気 環 境 学 会 誌」編 集 委 員

編集委員長 速　水　　　洋　早稲田大学 中　嶋　吉　弘　東京農工大学
副編集委員長 茶　谷　　　聡　国立環境研究所 中　村　篤　博　日本大学
編 集 委 員 浅　川　大　地　大阪市立環境科学研究センター 秦　　　寛　夫　産業技術総合研究所
 板　橋　秀　一　電力中央研究所 早　崎　将　光　日本自動車研究所
 市　川　有二郎　埼玉県環境科学国際センター 堀　本　泰　秀　千葉県環境研究センター
 黄　瀬　佳　之　山梨大学 増　田　淳　二　大阪市立環境科学研究センター
 堅　田　元　喜　キヤノングローバル戦略研究所 道　岡　武　信　近畿大学
 勝　見　尚　也　石川県立大学 森　川　多津子　日本自動車研究所
 亀　田　貴　之　京都大学 山　田　裕　之　東京電機大学
 川　島　洋　人　秋田県立大学 山　本　重　一　福岡県保健環境研究所
 篠　原　直　秀　産業技術総合研究所 弓　本　桂　也　九州大学応用力学研究所
 柴　田　慶　子　いすゞ中央研究所 和　田　龍　一　帝京科学大学生命環境学部
 関　口　和　彦　埼玉大学大学院理工学研究科 渡　辺　　　誠　東京農工大学

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
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