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―あおぞら―

副会長就任にあたって

公益社団法人大気環境学会　副会長
兵庫医科大学医学部公衆衛生学

島 正之

2022年9月13日に開催された理事会におきまして副会長に選出されました。60年以上の長きにわたってわが国の大気環境
研究をリードしてきた本学会の副会長として、責任の重さに身が引き締まる思いです。本学会の発展のために尽力する所存で
すので、よろしくお願い申し上げます。
本学会は1959年に設立された大気汚染全国協議会を母体としておりますが、当時は四日市ぜん息に代表されるように、深
刻な大気汚染による健康被害が社会問題となっていました。こうした問題に対して、大気環境に関する幅広い分野の研究者、
行政担当者が参加し、精力的に調査・研究に取り組み、多くの成果を発信して、大気環境の改善に大きく貢献してきました。
残念なことに、近年は本学会の会員数は減少傾向となっていますが、わが国における大気環境が改善したために関心を抱く研
究者が少なくなったことを反映しているのかもしれません。
私が本学会に入会したのは1985年ですが、その頃には工場や発電所から排出される二酸化硫黄を主体とする大気汚染はす

でにかなり改善しており、代わって自動車に由来する二酸化窒素（NO2）や浮遊粒子状物質（SPM）の健康影響が懸念されるよ
うになっていました。私は自動車交通量の多い幹線道路沿道部に居住する小児を対象とした疫学調査を実施してきましたが、
当時の都市部における自動車排出ガス測定局の多くでは NO2及び SPMの環境基準が未達成でした。これらに対して、1992
年に自動車 NOx法が制定され、2001年に自動車 NOx・PM法に改正されて、大都市圏における自動車排出ガス対策が進め
られ、近年は NO2及び SPMともに環境基準達成率がほぼ100%となるまでに改善しているのは皆さまがご存じの通りです。
また、1990年代から微小粒子状物質（PM2.5）による健康影響が国際的に懸念されるようになりました。わが国でも本学会員
を中心に多くの調査・研究が実施され、それらの成果を踏まえて、2009年に環境基準（1年平均値が15 µg/m3以下、1日平均
値が35 µg/m3以下）が設定されました。2013年には中国からの越境汚染が社会問題となり、連日のように大きく報道されま
したが、同年のわが国における PM2.5の環境基準達成率は一般環境大気測定局で16.1%、自動車排出ガス測定局で13.3%と低
い水準に留まっていました。しかし、PM2.5についても発生源対策などが進められ、2020年度における環境基準達成率は一般
局、自排局ともに98.3%であり、この間に大きく改善しています。
このように、わが国における大気環境が改善していることは間違いありませんが、2021年9月に世界保健機関（WHO）は

大気質ガイドラインを改訂し、PM2.5については1年平均値5 µg/m3以下、1日平均値15 µg/m3以下が望ましいとするなど、
わが国における環境基準に比して非常に低い値が示され、これまで知られてきたよりも低濃度の大気汚染への曝露によっても
健康影響がみられることに警告を発しています。わが国における PM2.5等の環境基準の達成率は100%近くとなりましたが、
これで大気汚染の問題が解決したわけではなく、さらなる改善を目指す必要があると考えます。
一方、大気中光化学オキシダントについては、全国ほぼ全ての測定局で環境基準を達成できない状況が続いており、その対
策は焦眉の課題です。また、近年は豪雨などの自然災害が多発しており、海外では大規模な森林火災が相次いで発生するな
ど、気候変動によると思われる影響が顕著となってきています。今後はカーボンニュートラルに向けて再生可能エネルギーや
電動車等の普及が進められることになりますが、それらに伴って大気汚染物質の種類や発生源が大きく変化することも予想さ
れます。これらの他にも、アスベスト、水銀、低濃度でも人の健康を損なうおそれのある有害大気汚染物質など、本学会が取
り組むべき課題は数多く残されています。さらに、アジア・アフリカをはじめとする新興国の多くでは、現在も深刻な大気汚
染が持続しており、これらの国の専門家との協力関係を進めることも重要です。
私が本学会に入会した際（当時は「大気汚染研究協会」でしたが）、先輩の一人から「我々の研究は大気汚染の改善を目指し
ている。大気汚染が改善すればそれに関する調査や研究を行う必要はなくなり、この学会はなくなるかもしれないが、それが
望ましい。」といった趣旨のことを聞かされました。これまでに述べたとおり、わが国における大気環境は大きく改善してきま
したが、現在も大気環境をめぐる課題は非常に多く、本学会はなくなるどころか、果たすべき役割はますます大きくなってい
ます。ぜひ多くの方に本学会に入会していただき、大気環境に関する活発な調査・研究が展開され、今後の大気環境が改善す
ることを念願しています。
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研究室紹介

地方独立行政法人　 
大阪府立環境農林水産総合研究所　 
環境研究部環境調査グループ　大気環境チーム
● おおさか環農水研の紹介
大阪府立環境農林水産総合研究所は、平成19年に環境情
報センター（旧公害監視センター）、食とみどりの総合技術
センター、水産試験場を統合して発足し、平成24年には地
方独立行政法人に移行しました。現在は、総務部・企画部・
環境研究部・食と農の研究部・水産研究部及び農業大学校
で組織されています。環境の保全・農林水産業の振興・食
品産業の支援・農業者の育成といった幅広い分野で、さまざ
まな取組を行い、「地域社会に開かれた知と技術の拠点」と
して社会に貢献できるよう努めています。

● 大気環境に関する業務
環境調査グループは、昭和43年に設立した公害監視セン

ターの流れを組む組織で、大気・水質等の環境保全に関す
る調査研究・分析を行っています。
大気環境チームでは、大阪府による大気保全行政の効果
把握のために、有害大気汚染物質や微小粒子状物質（PM2.5）
に含まれる成分の分析を行い、濃度の地域・季節特性や高
濃度の原因について解析しています。また、大阪府が工場・
事業場への立入検査等で採取した排出ガス中の揮発性有機
化合物（VOC）や水銀などの濃度分析や、建築物の解体工事
等の現場周辺におけるアスベスト濃度や建材中アスベスト
の含有率などの緊急を要する分析を行い、府民の安全・安心
の確保に努めています。
さらに、行政課題である光化学オキシダントの環境基準未
達成の要因解析のため、国立環境研究所や全国の地方環境研
究所と連携して光化学オキシダントに関する研究にも取り組
んでおり、VOCや二次生成有機エアロゾル（SOA）の実態把
握調査などを行っています。また、条例の有害物質規制に
追加された排出ガス中のアクリロニトリル等の測定方法を大
阪府と共同で開発したり、環境省における大気粉じん中の
六価クロム測定方法マニュアルの改定検討に参画するなど、
行政を科学的、技術的な立場から支援しています。

● 地域社会への貢献
上記の業務のほか、次代を担う中高生の探究活動の支援
にも取り組んでいます。高等学校での企業・研究機関との
協働プロジェクトに参画し、大気環境保全の課題について
課題解決の道筋を協働で検討しています。また、「大気環境
未来60」募金の運用対象事業として、先進的な理数教育を
実施している学校と連携し、身近な場所での大気観測や観
測データからの汚染状況の考察を体験することで、自らの
探究活動の発展に活かしてもらえる取組を実施しています。
これらの事業を通じて大気環境保全分野への興味を深め、
将来、同分野で活躍する人材が育つことを期待しています。

（西村理恵）

大阪府立環境農林水産総合研究所

建材中のアスベスト分析 

（走査電子顕微鏡法）

粉じん中の金属分析 

（誘導結合プラズマ質量分析法）

VOC・SOAの実態把握調査 六価クロムの測定方法検討

中高生の探究活動内容について意見交換

ウェブページ 

http://www.kannousuiken-osaka.or.jp

フェイスブック メールマガジン
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入門講座

「気候変動影響と適応・緩和」の連載にあたって

　

今号より、入門講座の新シリーズ「気候変動影響と適応・緩和」の連載を開始します。
本シリーズは、大気環境学会編集委員会より気候変動研究会に依頼して実現しました。近年の世界的な気象災害や夏の猛暑
日、洪水被害の増加は、気候変動がいよいよ迫ってきて「緩和」と「適応」の対策がまったなしであることを感じさせます。本
シリーズでは、気候変動適応の概要から日本での取り組み、最新の研究成果について専門家から紹介していただきます。この
シリーズが気候変動適応についての理解を深め、研究者だけでなく行政担当者の政策提言にも役立つことを願っています。

 大気環境学会編集委員会（秦　寛夫、木戸瑞佳）

本講座では、気候変動影響の適応策や緩和策に関する話題を取り扱います。いわゆる「地球温暖化」が進行中の現在、世界
各地で異常気象が頻発しています。社会経済活動のグローバル化が進行したこともあり、異常気象による地域的なダメージ
は、物流の寸断などを介して我々の日常生活にも影響を及ぼすようになりました。人的 ･経済的な損失が国家・企業として無
視できない規模になりつつあることで、近未来に生じる変化への対策を講じる必要に迫られているのが現状です。
気候変動影響に対する適応策・緩和策は幅広い分野に及びますが、大気環境研究や行政に関連する分野での現況をまとめた
のが本講座です。

第1講　気候変動適応のアウトライン
第2講　気候変動適応に対する政府の取り組み
第3講　 気候変動適応に対する東京都気候変動適応センターの取組
第4講　全球気候変動予測とその適応・緩和策への寄与
第5講　気候変動適応のための地域気候シミュレーション
第6講　気候変動が大気質に与える影響
第7講　気候変動の農業への影響とその適応策

まずは全体概要を示した上で、そこから国・地方自治体など行政側の取組例を示します。気候変動適応のための全球・地域
気候の予測は、今後の適応策 ･緩和策を考える上で、重要な基礎情報となります。気候変動が大気質に与える影響を知ること
で、従来の「大気汚染対策」が気候変動適応策とも関連することが理解できるでしょう。さらに、農業への気候変動影響を理
解し、適切な適応策を立案 ･運用することで、安定した人間社会の維持につながります。
当然ながら、気候変動影響に対する適応策・緩和策は、本講座で取り扱っていない多種多様な研究・事業分野にも存在しま
す。また、社会情勢の変化に合わせて、適切に修正を加えていく必要もあります。本講座が単なる現状認識だけにとどまら
ず、未来に予想される適応策・緩和策の新規提案や既存対策の改善につながれば幸いです。

 大気環境学会　気候変動研究会（早崎将光）
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年会シンポジウム・特別集会の講演概要の掲載について

大気環境学会年会で開催された公開シンポジウムおよび特別集会の講演概要を、2021年度からの試みとして年会実施後の
大気環境学会誌に「資料」として掲載しています。公開シンポジウムでは、一般向けにも話題性のある最新のテーマに焦点を
あて様々な分野の専門家による講演がなされます。また特別集会では特に重要性を増す大気環境研究テーマについて、先行研
究のレビューおよび最新の研究成果や課題、そして将来展望が示されます。これらの講演の要旨は年会の講演要旨集に掲載さ
れていますが、講演時の時代背景や研究の現況を学会への所属を問わず広く周知し、本誌掲載により大気環境研究に関する歴
史的資料を未来へ引き継ぐことを目指して、このような特集を企画しています。
今号では、第63回大気環境学会年会（2022年9月14～16日、大阪公立大学）で開催された下記の公開シンポジウムと特別
集会の講演概要を掲載します。ご理解・ご協力いただいた講演者、世話人、年会実行委員会のみなさまに感謝申し上げます。

●　公開シンポジウム：「新生大阪公立大学が拓く脱炭素社会実現への道」
●　特別集会1：「大気中マイクロプラスチックの実態解明と健康影響評価」
●　特別集会2：「大気化学研究の新展開―オゾン生成機構解明とオゾン生成におけるエアロゾルの役割―」

公開シンポジウムでは、脱炭素社会を実現するために重要となる蓄電池・経済・バイオ燃料開発分野など様々な角度から、
4講演が実施されました。近年、地球温暖化による影響が様々な地域で顕在化している中、これらの講演が重要な道筋となり、
社会全体で加速的に脱炭素社会へシフトし2050年のカーボンニュートラルを実現すること、そして将来気候における気温上
昇の抑制につながることを期待します。
特別集会1では、大気中におけるマイクロプラスチック問題を取り上げています。マイクロプラスチック問題は、南極域に
おける海洋中でマイクロプラスチックが採取されたことを発端に、瞬く間に世界中で生態系の影響などが問題視され始めまし
た。一方、大気中におけるマイクロプラスチック問題はいまだ十分に実態も解明されておらず、健康影響も明らかでない状況
です。今後さらに健康影響や大気中での動態などの実態解明が必要であるテーマであると考えられ、本特別集会では5講演が
実施されました。これらの講演が、大気中のマイクロプラスチック問題解明のさきがけとなることを期待します。
特別集会2では、オゾン生成機構解明とオゾン生成におけるエアロゾルの役割をテーマとした5講演が実施されました。対
流圏オゾンは日本における環境基準がいまだ達成されていない物質であり、生成メカニズムの解明やモデリングにおける再現
性の問題など課題が残っています。本講演が、光化学オキシダントの環境基準達成の一助となることを期待します。
なお、今回の講演概要では、必ずしも従来型の研究論文の構成をとっておりません。学会誌の電子化にともない、「資料」の
スタイルも多様化し、新たな表現形式を考える時代になったと言えます。読者の皆様からのご意見・ご提案もお待ちしていま
す。

大気環境学会誌編集委員会 
（担当：原）
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―論 壇―

名誉会員推戴への謝辞

土器屋 由紀子 1，鶴田 治雄 2，前田 泰昭 3，野内 勇 4， 原 宏 5，指宿 堯嗣 6

 1 江戸川大学名誉教授、富士山環境研究センター：シニアリサーチフェロー
 2 リモート・センシング技術センター（RESTEC）：客員研究員
 3 大阪公立大学・現代システム科学研究科：客員研究員
 4 元農業環境技術研究所
 5 東京農工大学名誉教授
 6 産業環境管理協会顧問

私ども6名は、令和4年9月9日付けで大気環境学会の名誉会員に推戴されまして、身に余る光栄です。学会員の皆様に感
謝をこめて、これまでの活動を振り返りながら、年齢順にお礼のご挨拶をさせていただきます。

土器屋　由紀子
本学会に入れていただいたのは1983年です。東京大学農
学部の助手から、気象研究所の地球化学研究部へ転職した頃
でした。
研究部長の S博士から、入っている学会名を問われ、日
本土壌肥料学会、日本植物生理学会、日本化学会、日本分析
化学会、アメリカ化学会と答えたところ、地球化学研究部に
来たので、日本地球化学会、日本気象学会、日本海洋学会に
入ることを勧められ、当時は入会に必要だった推薦状を渡さ
れました。
もちろん学会参加は個人の自由で、会費は自己負担でした
が、新しい職場で研究を始めるために当然のことと思い入会
しました。同時に「大気汚染学会」にも入りたいと申し出た
ところ、「その学会は入らないでよろしい」とのことでした。
しかし、興味を持っていた酸性雨研究はこの学会が一番力を
入れており、入会しました（推薦状はいらなかったのかもし
れません）。
それ以後も仕事が変わるごとに、新しい学会に入り、一時
は15学会以上になったこともありましたが、上司に反対さ
れて敢えて入った学会はこの学会だけです。その結果、大気
汚染学会への参加は休暇を取っていたと思います。
研究職としての仕事は、大学助手と違って雑用がなく、研
究だけを考えていてよいという恵まれたものでしたが、与え
られた研究以外を許容されない当時の環境は、慣れない私に
は息苦しいものでした。学会出張は息抜きでしたが、地球化
学会、海洋学会などに比べて、大気汚染学会への参加は完全
に自己責任でしたので、楽しく有益だったと、いま思い返し
ています。地方の公害研の研究者と話のできる夜の集まり
「酸性雨研究オールナイトミーティング」を、兵庫県立公害
研究所（当時）の故玉置元則さん、国立公害研究所（当時）の
村野健太郎さんたちが立ち上げた頃だったでしょうか。この
グループを含めて、この学会のおかげで、今まで何とか曲が
りなりにも研究の仕事を続けられたと思っています。今回そ

の名誉会員にしていただけたことが何よりも有難く心から感
謝申し上げます。

鶴田　治雄
このたびは名誉会員に推戴していただき、心から感謝申し
上げます。

1972年から勤務しました旧横浜市公害対策局大気規制課
では、京浜工業地帯などによる大気汚染の実態や大気環境常
時測定網について学びました。その後すぐに、新設された旧
横浜市公害研究所に異動してからは、酸性雨や広域大気汚染
の調査に従事しました。降水時に雲粒採取装置などを搭載し
た係留気球を雲底部に浮揚させて、雲水の pHは3.0まで低
くなることが測定されました。また、研究船に多くの大気汚
染測定器を搭載して、相模湾上で約1週間大気汚染物質の連
続測定を数年間実施し、夜間の陸風で窒素酸化物やメタンな
どが海上に輸送され、日中に生成された光化学オゾンなどが
海風で沿岸地域に輸送されることが観測されました。
その後に勤務した旧農林水産省農業環境技術研究所では、
名誉会員の野内先生がすでにご研究をされており、私も農耕
地からの温室効果ガス（亜酸化窒素やメタンなど）を対象と
して、全国の自治体の農業試験場や研究所、またアジア各国
との共同調査研究を実施し、発生量の実態把握、発生要因の
解明、抑制技術の開発を、同時に行いました。そして、微生
物活動が生態系や大気環境に深く関わっていることを学びま
した。さらに地球温暖化による気候変動に関係して IGBPや
IPCCおよび UNFCCCなどにも参画して、生態系などの長
期モニタリング、脆弱性の検討や適応策などの重要性も痛感
しました。
定年退職後に東京大学大気海洋研究所に在籍中、2011年3

月11日に発生した東日本大震災と東京電力福島第一原子力
発電所の事故に遭遇しました。そこでチームを組んで、大気
環境常時監視網の浮遊粒子状物質（SPM）測定機器で使用済
みのテープろ紙に採取されたエアロゾル中の放射性セシウム
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や放射性ヨウ素の測定とデータ解析を行い、事故後初期に大
気中に放出された放射性物質の時空間分布と放射性プルーム
の動態が明らかになりつつあり、現在も RESTECで解析を
継続しています。
この数十年間、年会や分科会および関東支部や全国環境研
協議会などの会合で、皆様と多くの課題について話し合えた
ことは、私の貴重な財産となりました。これらの調査研究で
一緒に仕事をして下さった多くの方々に、また環境省を通し
てテープろ紙を送って下さった自治体に、深く感謝申し上げ
ます。

名誉会員に推戴されて—結局、大気環境科学が好きだった
前田　泰昭

9月に大阪公立大学で開催された大気環境学会で名誉会員
に推戴されました。感謝しております。約15年前に大学を
定年で退職するときに、当時会員であった多くの学会から退
会することを考えました。大気環境学会、水環境学会、日本
化学会、日本分析学会、触媒学会、日本環境化学会、環境科
学会、ソノケミストリー学会、英国王立化学会、アメリカ化
学会、EUソノケミストリー学会、他にも多くの学会の会員
でしたが、雑誌を含めて、年間30万円を超える学会の年会
費を払うのが大変でした。結局、退職してからも研究を続け
られる大気環境学会、ソノケミストリー学会だけを残して、
他は全て退会しました。それから15年、残った2つの学会
で両方とも名誉会員にして戴きました。なぜ大気環境学会を
残したのかと考えてみました。私の専門は化学ですが、大気
環境学会には、化学、物理、気象、生物、医学と多くの異
なった専門の方々が居られ、本当に広い学問分野の方々と付
き合うことができました。また私が大気化学の研究を始めた
時は、まだ多くの地方自治体の方々と一緒に研究をすること
ができました。最初に大気環境について教えてくださった、
鈴木伸先生、大喜多敏一先生、矢吹萬壽先生、戸塚績先生、
近畿の研究所で一緒に大気観測をして下さった、宗森信先
生、中野道雄さん、藤井徹さん、中土井さんは、皆、天に召
されました。私がまだ大学で研究を続けられるのはやはりこ
れらの方々との楽しい思い出があるからです。光化学スモッ
グの研究⇒酸性雨・材料腐食の研究⇒化学発光法による微量
汚染物質の測定法の開発⇒超音波反応場を用いた環境汚染物
質の分解無害化⇒バイオマス燃料の製造・利用による大気
汚染の改善⇒ウルトラファインバブル（UFB）分散によるバ
イオマス燃料の酸化安定化、と全て大気環境に関する研究を
行ってきました。そして最後の UFBは80歳を過ぎて始め
た研究です。あと何年できるか分かりませんが、多くの学問
分野が協力し合っている、大気環境科学の研究を続けられて
幸せです。

野内　勇
名誉会員への推戴ありがとうございます。たくさんの先輩
そして同僚や後輩の皆様にただただ感謝するばかりです。私

は1971年から13年間、東京都公害研究所において光化学
オキシダントによる植物被害の調査研究に携わりました。記
憶として、光化学オキシダントの指標植物としてアサガオの
有用性を検証するため、その基盤となる葉被害のドウス・レ
スポンス関係を対数関数で定式化し、被害が発現する閾値濃
度を算出できたことが一番記憶に残っています。1984年に
農水省農業環境技術研究所（→独立行政法人農業環境技術研
究所）に転籍すると地球環境問題が新たに噴出し、酸性雨、
紫外線（UV-B）や温暖化などによる農作物生産影響、さら
に水田や畑地などの農業生態系から排出される温室効果ガ
ス（メタンや亜酸化窒素）の発生量評価を手掛けることにな
りました。雑多な研究をしましたが一番のわくわく感は、水
田土壌中で生成されたメタンが稲体の通気組織内でガス化し
て、葉の気孔とは異なる微小な茎の孔からガスとして直接大
気に放出されるという現象を世に初めて示せたことです。水
性植物のガス輸送という環境植物学に一つの足跡を残したか
なと思っています。2007年に定年退職した後、東京大学大
学院農学生命科学研究科に特任研究員で雑用のない研究三昧
の3年間を過ごしました。葉の細胞質と細胞壁に存在しオゾ
ン感受性を左右していると指摘されている抗酸化性物質であ
るアスコルビン酸によるオゾン解毒問題という若かったころ
の研究に原点回帰し、細胞壁内のアスコルビン酸の定量化と
化学反応を伴うガス移動を表計算ソフトのエクセル上で動く
シミュレーションプログラム作成の両者からオゾン解毒量を
計算しました。次に（一社）国際環境研究協会で、環境省環
境研究総合推進費プロジェクト研究を管理するプログラムオ
フィサーとして5年携わりました。本学会の「進歩賞（1989
年）」と「学術賞（2005年）」を受賞したことは望外の喜びで
した。
私の学会での活動は、編集委員と理事を各1期だけです
が、学会賞選考委員は2003年から20年近く務めました。各
分野を代表する方々の研究を垣間見させてもらうことができ
ました。名誉会員は昔人の証でもあり一抹の寂しさも感じま
すが、改めて心にローソク火を灯し、伝承者や相談者として
才能ある後輩諸君になにがしかの役に立っていけたらという
思いでいます。

いただいたご縁
原　宏

このたびは名誉会員に推戴いただき、ありがとうございま
す。大気汚染研究全国協議会といっていた本学会に入会した
のは1976年、ご縁あって学会事務局が置かれていた国立公衆
衛生院に研究職のポストを得たときでした。ちょうど酸性雨
が「湿性大気汚染」として世に出たばかりのときで、大喜多敏
一先生の特別調査に加わったのが酸性雨との出会いです。そ
れ以来、本学会に軸足を置き、研究発表はもちろん、年会の
お手伝い、編集委員なども仰せつかりました。本学会は大気
汚染研究協会、大気環境学会と改称していきましたが、科学、
研究を中心に据え、発生・影響・対策の流れを押さえ、実態
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調査にも目を配る姿勢は一貫しています。この見識と懐の深
さは環境の学会として誇るべきものだと思います。
また、酸性雨とは、お互い世に出たころから付き合って
きた仲ですが、1983年、環境庁が全国規模のモニタリング
ネットワーク（JADS）を計画し、その構築に参画したのが
本格的な関わりとなりました。このモニタリングのデータが
出はじめると、その解析のお世話を命じられ、毎月のように
会議を開いて委員の方々と熱気あふれる議論を重ねました。
これらの成果は世界気象機関（WMO）も注目し全球規模の
酸性雨の評価会議に招ばれました。それを機に設立された科
学諮問委員会のメンバーの指名を受け、世界的な科学者と親
しく議論することになりました。また、東アジア酸性雨モニ
タリングネットワーク（EANET）の設立にも参画でき、こ
こでも科学諮問委員会のメンバーに指名され、WHOとのつ
ながりを生かすことができました。

2003年には酸性雨研究の老舗、東京農工大学に移りまし
た。JADSや EANETの生データは最初に外部の専門家の
チェックを受けますが、そのメンバーとしてこれまでずっと
生データをみています。そのチェック作業から種々の知見が
得られるので、農工大退職後も年会で発表を続けています。
これまで降水の pHを理論的に説明しようと難渋してきま

したが、今年（2022年）発表したように、やっとその一角を
崩すことができました。さらに一歩踏み込んだ理論を発表
していきたいと思います。とはいえ、所詮、「年寄りの冷や
水」、いま一層のご指導をお願いいたします。

半世紀にわたる環境保全の研究を振り返って
指宿　堯嗣

このたび大気環境学会の名誉会員推戴状を授与されました
こと、心よりお礼申し上げます。

1970年代前半に工学部応用化学科の大学院で水銀や白金

などの金属錯体について研究していましたが、当時、東京な
ど大都市地域では自動車排出ガスや光化学スモッグなどによ
る大気汚染が深刻な状況でした。その原因の解明や問題の解
決に役立てればとの思いもあり、1974年に公害資源研究所
（産業技術総合研究所の前身）に入所しました。
排ガスや大気中の二酸化硫黄（SO2）、窒素酸化物（NOx）

等の正確な濃度測定に必要な標準ガスの調製方法の研究に加
えて、光化学大気汚染に関わる不均一化学反応の研究を開始
しました。1979年に発表したプロピレン-NOx-酸化亜鉛粉
末の光化学反応を検討した論文を始めとして、石炭燃焼フラ
イアッシュ、粒子状物質等による SO2の酸化反応などに関
する一連の研究成果について、1990年に大気汚染研究協会
賞（斎藤潔賞）をいただきました。その間、公害資源研究所
の八巻直臣部長（その後、埼玉大学教授）のご紹介で、1980
年から2年弱、米国ノースカロライナ州にある環境保護庁
の研究所にポスドクとして滞在し、NH3の水への移動速度
や水溶液中の金属イオン（Mn、Feなど）が触媒として働く
SO2酸化反応など、酸性雨生成のメカニズム解明の研究に取
り組むことができました。1980年代後半からは、成層圏オ
ゾン層破壊に関与するフロンの対流圏での分解過程として不
均一化学反応を調べるとともに、対策として開発が進められ
た新規冷媒（代替フロン）の環境影響（大気寿命、分解生成
物など）の評価、さらに二酸化チタンをベースとする光触媒
で SO2や NOxなどを酸化的に除去する大気浄化技術の研究
開発を行いました。
大気環境学会には、様々な自然科学分野の研究者に加えて
国、地方の環境行政を担う方々が参加しているという特長が
あります。年会、分科会、研究会での発表、討論や懇親会で
の会話（情報交換）は、研究の位置づけや論文等にまとめて
いくうえでとても重要かつ有効であり、今回一緒に名誉会員
になられた皆様に深く感謝申し上げる次第です。
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◆◆◆◆◆◆◆大気環境学会ニュース◆◆◆◆◆◆◆

訃 報

追悼　戸塚 績 先生

大気環境学会で長らく重役を務められ、その発展に多大な
貢献をされた戸塚 績先生が2022年10月2日にご逝去され
ました（満88歳）。戸塚先生は、我が国における植物研究の
第一人者であり、植物に対する大気汚染物質の影響に関する
研究の先駆者として、大学や研究所で長年にわたって研究と
教育をなされました。戸塚先生にご指導をいただいた者を代
表し、ここに深く哀悼の意を捧げます。
戸塚先生は、東京大学理学部植物生態学研究室の助手

（1962–1975年）として、1970年代から環境汚染の植物影響
に関する研究を始められました。その後、1975年に国立公
害研究所に異動され、陸生生物生態研究室長として、ガス状
大気汚染物質の植物影響や植物の大気浄化能力に関する研究
をなされました。1986年からは、東京農工大学農学部環境
保護学科の大気環境学研究室の教授（1986–1997年）として、
農作物や樹木に対するガス状大気汚染物質や酸性降下物の影
響に関する研究や森林衰退地における調査研究などをなさ
れ、1997年3月にご退官されました。その後、江戸川大学
社会学部の教授（1997–2001年）として、さらに酸性雨研究
センターの所長（2001–2005年）として、大気環境に関する
研究と人材育成を続けられました。
大気環境学会において、戸塚先生は、理事、常任理事、編
集委員長、学会賞選考委員長、植物分科会会長などを歴任
し、1985年に大気汚染研究協会賞（斉藤潔賞）を受賞され，
2009年に名誉会員に推戴されました。現在、大気環境学会
には、大学や研究所で戸塚先生からご指導をいただいた正会
員がたくさんおられ、活躍されております。戸塚先生は、毎
年、大気環境学会の年会や講演会などに参加され、いつも会
場の前列の席にお座りになり、講演者に熱心に質問やコメン
トをなさっておられました。2020年9月に私が学会長を仰
せつかった時、そして2022年9月に学会長に再任された時、
すぐに戸塚先生にご報告し、学会運営に関するご指導を仰ぎ
たいと思いましたが、残念ながら新型コロナウイルス感染症
の蔓延でお会いできませんでした。遅ればせながら、大気環
境学会の会長として、戸塚先生の本学会へのご貢献に対して
心から感謝申し上げます。
私は、1985年から38年間にわたって戸塚先生にご指導を

いただきました。普段はとても穏やかで優しい戸塚先生で
すが、東京農工大学における研究に関する指導はとても厳し
く、私は学生時代や助手時代に何度も打ちのめされそうにな
りました。博士課程の大学院生であった私に、戸塚先生は、
毎日、大気環境学研究室で「原著論文を書いていますか？　
原著論文を書かない者は研究者として認められないので、研

究に打ち込み、原著論文を書きなさい。」と言われました。戸
塚先生に厳しいご指導をいただいた結果、私も何とか大学教
授や学会長として仕事ができるようになりましたので、心か
ら感謝しております。写真は、2015年9月に開催された第
56回大気環境学会年会（東京都）のポスターセッションにお
ける戸塚先生の御姿です。この年会では私の学術賞受賞記念
講演がありましたが、その際も戸塚先生は講演会場の前列の
席にお座りになり、真剣に聞いてくださいましたので、私は
学生時代のようにとても緊張いたしました。戸塚先生に頂戴
した数々のご恩に報いることができぬまま今生のお別れとな
り、不肖の弟子として痛恨やるせない思いで一杯でございま
す。しかし、私たち教え子の胸中に戸塚先生は永遠にいらっ
しゃいます。戸塚先生よりいただいたご指導を魂に刻み、ご
高恩に応えていくことを固く心に誓います。今後も、彼岸よ
り、変わらぬご指導を賜りますようお願い申し上げます。
我が国の大気環境保全や植物保護に尽くされた戸塚 績先
生のご冥福を謹んでお祈り申し上げます。本当にありがとう
ございました。

2022年11月30日（戸塚 績先生の89回目の誕生日）
伊豆田 猛（大気環境学会会長，東京農工大学教授）

戸塚 績先生

戸塚 績先生と伊豆田 猛（2015年9月の第56回年会）
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◆◆◆◆◆◆◆大気環境学会ニュース◆◆◆◆◆◆◆

第64回大気環境学会年会ご案内（第2報）

第64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。一般研究発表や特別集会の企画申込などにつきましては、次号のニュース欄に掲載する予定ですが、詳細は決まり次第
年会ホームページ（https://sites.google.com/view/jsae64aist）においても掲載いたします。また、第64回年会は会場数に限り
があるため、分科会は可能な限り合同開催をご検討いただきたく、ご協力のほどよろしくお願い致します。
前報でもお知らせしましたとおり、年会運営が年々厳しさを増している現状をふまえ、持続可能な年会運営に向け、様々な
面での業務および運営体制の見直しを進めています。従来とは一部慣行が変更される場合がありますことを、予めご承知おき
いただけますと幸いです。

会　期： 2023年9月13日（水）～15日（金）
会　場：国立研究開発法人産業技術総合研究所 つくばセンター 共用講堂（〒305‒8561 茨城県つくば市東1‒1‒1）
懇親会：開催するか検討中のため、決まり次第お知らせいたします。

年会長  ：兼保　直樹（産業技術総合研究所）
実行委員長 ：篠原　直秀（産業技術総合研究所）
事務局長 ：秦　寛夫（産業技術総合研究所）
常任理事（年会担当） ：奥田　知明（慶應義塾大学）

年会事務局 ：国立研究開発法人産業技術総合研究所
E-mail  ： jsae64aist@gmail.com
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◆◆◆◆◆◆◆大気環境学会ニュース◆◆◆◆◆◆◆

「基礎から学ぶ“大気環境実務初心者・初級者”向けオンラインセミナー」のお知らせ

本セミナーは、地方環境研究所や行政機関等で大気環境を担当して間もない方々の実務に役立つように、大気環境基準や大
気環境の課題、成分分析やデータ管理の基礎知識等の紹介等を2回に分けて行います。本セミナーが、大気環境に関わる皆さ
んに少しでも役立てれば幸いです。

主　催：大気環境学会　地方環境研究所等委員会
対　象：地方環境研究所や行政機関で大気担当に着任後1～2年程度の初心者・初級者。大学等で初めて大気環境研究に携

わった学生など、大気環境を基礎から見直したい方や大気環境に関心がある方なら、学会員、非会員に関わらず、ど
なたでもご参加頂けます。

日　時：［第1回］　令和5年2月2日（木）10:00～11:30
   ［第2回］　令和5年2月20日（月）13:15～14:45
場　所： Zoomによるオンライン開催

プログラム： ［第1回］ 1）環境基準ってどうやって決めたの？
       北九州市立大学　浦西　克維
      2）光化学オキシダント(Ox)って何が問題なの？海外の状況と比べてどうなの？
       名古屋市環境科学調査センター　山神　真紀子
    ［第2回］ 1） PM2.5成分分析を自前で行うポイントは？～試料採取から無機元素分析まで～
       埼玉県環境科学国際センター　米持　真一
      2）データ取扱いの基本のキ（有効数字・標準偏差ってナニ？）
       東京都環境科学研究所　上野　広行

費　用：参加費無料
申込先：下記URLもしくは、QRコードから1月30日（月）までに、お申し込みください。同時に複数人で参加される場合は、

接続機器１台ごとにお申込みください。また、定員（100人）に達した場合には、申込みを締め切る場合があります。
   なお、開催2日前を目処に当日の接続用リンク（ID及びパスワード等）をお送りします。

   

   申込URL　https://forms.gle/ZM8eAxk6pUymokqY8　　

問合せ先：大気環境学会地方環境研究所等委員会
E-mail: taiki.chikanken@gmail.com
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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。

北海道東北支部総会および研究発表会を開催しました

北海道東北支部では、令和4年10月21日（金）に福島県三
春町の福島県環境創造センター コミュタン福島ホールで、
第29回支部総会と研究発表会を開催しました。
支部総会では、令和3年度支部活動報告および決算報告、
令和4年度支部活動方針および予算案を諮り、承認をいただ
きました。また支部長として岩手大学の齊藤　貢会員、副支
部長として北海道立総合研究機構の野口　泉会員が認められ
ました。
研究発表会では、60名（現地40名、Web 20名）の参加を

いただき、一般研究10題に加え、渡邊　明氏（気候変動研
究所）から「大気中放射性物質の動態と課題」と題した特別
講演をいただきました。
研究発表会の要旨集は、支部ホームページで公開しています 

（https://sites.google.com/site/jsaehokkaidotohoku/）。
また、来年度は同時期に山形県で開催する予定です。

人体影響部会セミナーのお知らせ

タイトル：動物実験によるマイクロプラスチックの生体影響
日　時： 2023年3月7日（火）14:00～16:50
会　場：対面・遠隔のハイブリッド方式

〔対面〕大阪市立長居ユースホステル会議室1
　　　（長居陸上競技場内）
　　　［大阪市東住吉区長居公園1‒1］
〔遠隔〕Zoom（テキスト購入者に接続ID通知）
　　　［3月3日（金）に通知予定］

プログラム：
1. 「環境中マイクロプラスチック分析方法の現状と課題」
 中尾　賢志 氏（大阪市立環境科学研究センター）
2. 「ラットへの気管内注入試験によるマイクロプラスチッ
クの肺障害性の評価」

 友永　泰介 氏（産業医科大学）
3．「マイクロプラスチック曝露による呼吸器影響の解析」
 石原　康宏 氏（広島大学）
参加費：無料（テキストは対面・遠隔共に1,000円で販売）
定　員：対面参加は約20名の予定、遠隔参加は100名
参加申込：  大阪健康安全基盤研究所　大山正幸  

ohyama@iph.osaka.jpに2023年2月10日（金）ま
でにメールして下さい。対面参加者が予定定員を

超えた場合は大きな会場に変更します。また、遠
隔参加者にはテキスト代を2月24日までに支部
口座に振込した方に接続用メールをお送りしま
す。その為申込締切を上記とします。

九州支部総会および第23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・特別講演およ
び研究発表会を開催します。
特別講演および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、対面形式およびZoomによるハイブリッド形式に
て開催いたします。オンラインで参加を希望される方には後
日接続情報をお知らせします。

日　時：令和5年3月10日（金）
（役員会） 12:30～13:00
（総　会） 13:10～13:30
（特別講演） 13:40～14:30
（研究発表会） 14:40～17:00
※時間は変更になる場合があります。

会　場：九州大学応用力学研究所（大会議室）
福岡県春日市春日公園6丁目1番地
https://www.riam.kyushu-u.ac.jp/

特別講演：田中昭代先生（九州大学医学研究院）
・ 研究発表会へ発表、参加希望の方は、令和5年1月27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、参加方法（対面・オンライン）を下記連絡先へお
知らせください。
・ 発表要旨の締切は令和5年2月中旬を予定しております。
詳細は発表者の方へ直接御連絡いたします。
なお、新型コロナウイルスの感染状況によってはオンライ
ンのみで開催する場合もあります。その際は2月中旬に学会
ホームページにてお知らせし、参加登録者には、オンライン
会議の接続情報をお知らせする予定です。対面形式の参加の
人数は30名程度を予定しています。
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　FAX: 092‒928‒1203
E-mail: yamamoto＠fihes.pref.fukuoka.jp

北海道・東北

近畿

九州

https://sites.google.com/site/jsaehokkaidotohoku/
https://www.riam.kyushu-u.ac.jp/


大気環境学会誌　第 58 巻　第 1 号　（2023） N5

分科会・研究会だより 各分科会・研究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6回アジア域の化学輸送モデルの現状と 
今後の展開に関する研究集会」のお知らせ

大気環境モデリング分科会では、標題の研究集会を以下の
通りに開催いたします。対面・オンラインのハイブリッド形
式での開催を予定しておりますので、ご関心のある方はぜひ
ご参加くださいますようお願いいたします。

主　催： 九州大学応用力学研究所全国共同利用研究集会
（2022WS-AO-3）

共　催：大気環境学会大気環境モデリング分科会、大気環境
学会　九州支部会、環境省・環境再生保全機構 環
境研究総合推進費（5MF-2201）

日　時： 2023年3月2日（木）午後～3日（金）午前
会　場：九州大学応用力学研究所集会室
 福岡県春日市春日公園6丁目1番地
 https://www.riam.kyushu-u.ac.jp/
 またはZoomによるオンライン接続
 （詳細はお申し込みをいただいた方に世話人より後

日ご連絡を差し上げます）
参加費：無料
 （現地参加をご予定の方は、応用力学研究所全国共同

利用研究集会より旅費の補助を受けることも可能で
すので，詳細は下記の問合せ先までお尋ね下さい）

問合せ先：板橋秀一（電力中央研究所）
isyuichi@criepi.denken.or.jp
弓本桂也（九州大学応用力学研究所）
yumimoto@riam.kyushu-u.ac.jp

ご聴講・ご発表のお申し込みは下記よりお願い申し上げます．
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd5H_tyeFPV_ 
Vfva1MymEB3H7otkX4lnFjH5NAy8-ftU-y3A/viewform

令和4年度研究集会 
「気候変動と大気汚染、およびその影響」のお知らせ

我が国では、2018年に気候変動適応法が施行され、2020

年に2050年カーボンニュートラルが宣言されるなど、国や
地方自治体などが一丸となって気候変動対策に取り組むこと
が求められています。本研究会では、国研・地環研・大学・
行政・民間など多様なステークホルダー間で、気候変動の実
態や影響、緩和策、適応策に関する調査研究、取組、課題な
どに関する情報交換を行っています。今年度の研究集会で
は、気候変動と大気汚染が植物、雪、健康に及ぼす影響に焦
点を当てて、最新の研究の動向を学習するとともに、将来的
に緩和策や適応策に生かしていくヒントを考える機会を企画
しました。気候変動に関心をお持ちの大気環境学会の会員の
皆様はもとより、様々な分野・立場で気候変動に関わってお
られる非会員の皆様のご参加も歓迎します。

主　催：気候変動研究会
日　時： 2023年（令和5年）3月1日（水）10:00～12:00
会　場：オンライン（Zoomウェビナー）
プログラム：

1. 趣旨説明
 栗林　正俊 氏（長野県環境保全研究所）
2. 気候変動の影響を受ける植物のVOC交換
 谷　晃 氏（静岡県立大学）
3. 大気汚染の植物影響：遺伝子から見たその機構解明
 青野　光子 氏（国立環境研究所）
4. 気候変動による降雪・積雪に関する影響とその適応策
 野口　泉 氏（北海道立総合研究機構）
5. 気候変動の健康影響：評価と適応
 本田　靖 氏（筑波大学）
6. 総合討論
参加費：無料
参加申込：下記URLに必要事項をご記入ください。

https://forms.gle/PWPdEtFjSWARKqBY9
申込〆切： 2023年2月24日（金）
備　考：上記URLから参加申込された方に、自動返信メー

ルでミーティングURL、ミーティングID・パス
コードをお知らせします。

問合せ先：栗林正俊（長野県環境保全研究所）
kuribayashi-masatoshi-r@pref.nagano.lg.jp
奥村智憲（大阪府立環境農林水産総合研究所）
OkumuraM@mbox.kannousuiken-osaka.or.jp

大気環境モデリング分科会

気候変動研究会

mailto:isyuichi@criepi.denken.or.jp
mailto:yumimoto@riam.kyushu-u.ac.jp
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd5H_tyeFPV_Vfva1MymEB3H7otkX4lnFjH5NAy8-ftU-y3A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd5H_tyeFPV_Vfva1MymEB3H7otkX4lnFjH5NAy8-ftU-y3A/viewform


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

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
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