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―あおぞら―

日中韓学術交流の近況

東京農工大学農学部
松田　和秀

国際交流委員長を務めております松田です。今回の「あお
ぞら」では、大気環境学会の最近の日中韓学術交流について
紹介させていただきます。大気環境学会は、韓国大気環境学
会(KOSAE, Korean Society for Atmospheric Environment)
および中国環境科学学会大気分会(CSES-AAE, Association 
of Atmospheric Environment of Chinese Society for 
Environmental Sciences)とそれぞれ学術交流覚書を取り交
わしております1）。日韓の覚書は2003年に締結されており、
AJAE (Asian Journal of Atmospheric Environment)の共同発
行2）は、世代を超えた学術交流の成果と言えます。2015年
に日中の覚書が締結されてからは、日中韓3カ国による交流
が始まり、相互訪問による学術交流やAJAEの共同運営（出
資を含む）が進められています。
大気環境学会は、これまで、2017年の第58回年会（神戸
市）および2019年の第60回年会（東京都府中市）において、
3カ国学術交流を主催しました。第58回では「First step of 
cooperation among JSAE, CSES, KOSAE」、 第60回 で は
「For a better understanding of air pollution in East Asia」と
題した国際交流シンポジウムを年会プログラムの中で実施し
ました。いずれの回もシンポジウム後に3学会の会合を設
け、今後の学術交流やAJAEのSCI登録（Impact Factor取
得）に向けた取り組みについて話し合いました。

AJAEのSCI登録については、現AJAE Editor-in-chiefの
奥田知明先生が積極的に取り組まれておられ、今のところ一
歩手前のESCIとして登録されています。ESCIとは、Emerging 
Sources Citation Indexの略で、“SCIの掲載基準には達して
いないが、ジャーナルとして国際的な基準に達しており、か
つ今後、質の向上が見込まれるジャーナル”と定義されたも
のです。KOSAE、CSES-AAEともに、それぞれの会員数
は、日本の大気環境学会の倍以上です3）。SCIに登録された
場合、3学会から多くの論文が投稿されることが見込まれる
ため、AJAEは、高いポテンシャルをもったジャーナルだと
思います。AJAEに掲載された論文を積極的に引用するな
ど、SCI登録に向けた具体的な取り組み（あおぞら4）参照）
に、ご協力いただければ幸いです。

3カ国持ち回りの学術交流とは別に、中国のCSES-AAE
は、毎年の年会で国際シンポジウムを開催しており、毎回、

日韓の研究者を招待しています。私は、広州年会（2015年）
以降、上海（2016年）、北京（2017年）、青島（2018年）、成
都（2019年）と5年連続で参加してきました。この間、
CSES-AAEの年会参加者数は急増しており、2015年に171
件だった発表件数は、2019年には796件にまで増加してい
ます。参考までに、2019年の第60回大気環境学会年会の発
表件数は387件です。CSES-AAEの勢いは、その紹介記事5）

の写真からも垣間見ることができます。
残念ながら日本の大気環境学会の会員数は減少傾向にあり
ますが、若手研究者の方々は、このような日中韓学術交流に
積極的に参加していただき、当該地域における大気環境研究
の勢いに触れ、国際的な視野を持って、大気環境学会を発展
させていってほしいと思っています。
1） 松田和秀 (2017) あおぞら（第52巻6号）

 doi.org/10.11298/taiki.52.pref06_1
2） 松田和秀 (2011) あおぞら（第46巻1号）

 doi.org/10.11298/taiki.46.Pref01_1
3） KOSAE (2018) あおぞら（第53巻3号）

 doi.org/10.11298/taiki.53.pref03_1
4） 奥田知明 (2017) あおぞら（第52巻2号）

 doi.org/10.11298/taiki.52.pref02_1
5） CSES-AAE (2019) あおぞら（第54巻4号）（電子ジャー
ナル配信2019/7/10）

CSES-AAE成都年会にて（左から韓国のSong先生、松田、
奥田先生）



J. Jpn. Soc. Atmos. Environ. Vol. 55 No. 3 （2020）

事務局紹介

株式会社国際文献社（公益社団法人大気環境学会　事務局）
 https://bunken.co.jp/
●国際文献社について

2019年10月に大気環境学会様の事務局業務を受託させていただきました株式会社国際文献社と
申します。弊社は新宿区山吹町に本社ビルを構え、学術研究団体の事務局機能強化、事業活動およ
び財務基盤整備の支援を目的とした下記7つの事業を展開し、それぞれの機能を担う各事業部門が、
ニーズに合わせ横断的に連携して適切な対応を行い、学会活動に貢献することを目指しています。
「日本中の学会を元気にする」をモットーに、現在140を超える様々な学会に対してご支援をさせて
いただいております。

1. 印刷版および電子版学術定期刊行物の製作 2. 学会事務局支援業務
3. 学会会計支援業務 4. 論文審査支援・編集業務 5. 出版業務
6. 学術講演会支援業務 7. インターネット付随サービス業務

●大気環境学会における主な委託業務
(1)　学会事務・学会会計
学会事務部門では会員様に対し丁寧で分かり易いご案内を心がけております。会計部門では専門

スタッフが透明度の高い会計業務の遂行と財務基盤整備を行っています。主な業務は以下となりま
す。
①事務局業務
・ 会員業務全般（各種お問合せ対応、会費のご請求、会員様の入退会に係る業務全般）
・理事会・常任理事会の開催補助（出欠取纏め）
②会計業務
・出納管理、口座管理、決算・監査資料作成、内閣府定期提出資料の作成
③学会ホームページ運用・更新関連
・ホームページ掲載依頼への対応 

(2)　編集事務局業務
編集事務局は、円滑・迅速な査読管理体制、学術雑誌の質を担保し、学術ニーズを

十二分に満たす製作事務体制を構築しています。主な業務は以下となります。
①編集事務業務
・依頼原稿および記事の執筆依頼、催促および収集
・投稿原稿の受付ならびに投稿要件の照合
・審査の進行管理
・掲載決定後の論文管理および英文要旨校閲依頼
・学会事務局へ原稿料支払い、掲載料および別刷り請求依頼
②製作事務業務
・原稿指定および校正用ゲラ作成
・著者および委員会校正依頼
・J-STAGEコンテンツ作成（書誌XML、PDF）と登載手配
・発行に伴う事務および連絡
投稿論文の審査期間の短縮、学会誌の質の向上等、学会員の皆様に満足のいくサービスを提供してまいります。今後、審査の高速化・効率

化および編集委員の先生方への負担軽減のため、弊社で開発した投稿査読システムを導入予定です。導入時期はまだ決定しておりませんが、
7‒8月には稼働できる見込みです。たくさんのご投稿をお待ちいたします。また、上記業務に関するお問合わせは、大気環境学会誌編集事務
局までご連絡ください（jsae-edit@bunken.co.jp）。

●その他のサービスご紹介
(1)　会議室のご提供
学会事務委託の付帯サービスとして、会議室の無償貸し出しを行っています。

(2)　役員選挙のweb投票
現在学会の役員選挙web投票化の検討中です。開発部門を持つ弊社ならではの持ち味を活かして業務効率化を進めてまいります。詳細が確

定しましたらお知らせいたします。 

●お問合せ先
公益社団法人大気環境学会事務局　　　　　　担当：林　信宏　jsae-post@bunken.co.jp　
〒162‒0801　東京都新宿区山吹町358番地5　TEL： 03‒6824‒9392　FAX： 03‒5227‒8631

※各種ご連絡を確実にお受け取りいただけますよう、電子メールの登録・更新をお願いします。

本社（アカデミーセンター）外観

学会事務 林、営業 小野、編集 栗橋・相本
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第61回大気環境学会年会のお知らせ（第4報）

第61回大気環境学会年会は、長野県松本市での年会開催に向けて準備を進めておりましたが、新型コロナウイルスの感染
拡大により、誌上開催とすることを決定しました。
誌上開催にあたり、現時点で決まっている開催方法について示しますが、今後変更等が生じる場合は、遅滞なく年会HPで
発表しますので、ご確認ください。

会期 （講演要旨集PDFファイルのダウンロード可能期間） 
： 2020年9月14日（月）～10月4日（日）
誌上開催
年会ホームページ： https://sec.tobutoptours.co.jp/2020/61jsae_matsumoto/

【注意点】
・例年通り、事前払込期間終了後の参加費は高くなりますので、事前払込（期限： 8月7日）をお勧めします（事前払込：正会
員、賛助会員、法人会員B 5,000円、学生会員2,500円、事前払込期間終了後：正会員、賛助会員、法人会員B 6,000円、学
生会員3,000円）。

・事前参加登録者には年会ホームページから講演要旨集のPDFファイルをダウンロードできるようにします。また、今回の年
会では誌上開催の形式をとるため、冊子体の講演要旨集やプログラム集は配付しません。なお、法人会員Bおよび賛助会員
へは、講演要旨集CDを配付します。
・会員の参加申し込みには会員番号が必要です。会員番号のお問い合わせは、学会事務局本部へメールにてお願いいたしま
す。学会事務局本部： jsae-post@bunken.co.jp

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： 6月12日（金）

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： 7月17日（金）

4. 参加費、演題登録費を払い込む。 事前払込（割引）期限： 8月7日（金） 
8月8日（土）以降：参加費が高額になります。

5. 年会開催期間中
 【登録者】HP上で講演要旨集（PDF）をダウンロードする。メールでパスワードを受け取る。

2.　プログラム（予定）
シンポジウム、特別集会、分科会、一般研究発表は全て誌上発表

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下さい。

3. 2　年会参加費および事前払込割引（期限8月7日（金））
事前払込期間終了後の参加費はより高額になりますので、
できるだけ事前払込(期限： 8月7日)をお願いします。年会
ホームページの案内に従って、クレジットカード、または銀
行振込みでお支払い下さい。

参加費
事前払込 事前払込期間終了後

正会員 ¥5,000 ¥6,000
法人会員A ¥7,500 ¥8,000
法人会員B ¥5,000／人 ¥6,000／人
学生会員 ¥2,500 ¥3,000
賛助会員 ¥5,000／人 ¥6,000／人
名誉会員 無料
非会員 ¥7,500 ¥8,000
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3. 3　参加費等払込み後の取り消し
参加費、演題登録費を払込み後の取り消しは、受け付けで
きませんので、ご了承下さい。

3. 4　講演要旨集（PDFファイル）について
参加登録者は、年会ホームページで講演要旨集のPDF
ファイルをダウンロードできるようにします。ダウンロード
期間は、会期とした2020年9月14日（月）～10月4日（日）で
す。

3. 5　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
発表形式は講演要旨集の誌上発表のみです。

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
て下さい。演題登録費（演題1題につき2,000円）は参加費と
ともに払い込んで下さい。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
して下さい。

4. 3　申込み時の注意事項
a. 筆頭発表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（http://www.jsae-net.org）で入会手続きを行っ
てから、申込みをして下さい。

b. 筆頭発表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
必ず入力して下さい。なお、特別集会、分科会などは
この数に含みません。

c. 英文題名は修正・訂正していただくことがあります。
d. 発表申込みは、必ず共同発表者全員の了承を得てから

行って下さい。
e. 一般研究発表の要旨につきましては、事前に委員会で

審査を行います。要旨の内容が大気環境学会年会発表
として委員会が不適切と判断した場合には不採択と
し、委員会から投稿者に対して理由を附して8月15
日（土）までに不採択となった旨を通知します。この
場合、演題登録費は返却しません。

4. 4　演題登録期限および発表申込み金
a. 演題登録期限： 2020年6月12日（金）
b. 演題登録費：演題1題につき2,000円を、参加登録後

に演題登録を行ってから、年会参加費とともに払い込
んで下さい。払込み後の返金はできませんので、ご了
承下さい。

4. 5　講演要旨原稿の提出
提出期限： 2020年7月17日（金）
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下さい。

a. 年会ホームページでのみ原稿を受付けます。
b. 期限を過ぎて提出された原稿は受け付けません。
c. 原稿作成の詳細については後述の「要旨原稿作成・提
出の手引き」をご覧下さい。

d. 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。

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
でお送り下さい。
申込み期限： 2020年5月29日（金）
申込み先：第61回大気環境学会年会事務局
Email: jsae61@shinshu-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
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演題登録費は不要です。

6.　研究発表の申込み時の入力項目および発表部門
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、後日お送りする指定の様式で事務局にお送り下さい。）
【筆頭発表者情報】
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a. 氏名（漢字、ローマ字）
b. 会員番号
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. 申し込みサイトのパスワード

【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

【発表部門】
a. 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希望まで選択して下さい。

b. 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
入力して下さい。

【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、7月17

日（金）までに提出して下さい。）

発表部門・分類一覧（予定）
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・地域汚染
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

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 その他

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
お問い合わせ下さい。
【年会ホームページアドレス】
https://sec.tobutoptours.co.jp/2020/61jsae_matsumoto/

【第61回大気環境学会年会に関するお問い合わせ先】
　信州大学 医学部 衛生学公衆衛生学教室
　　第61回大気環境学会年会事務局
　　〒390‒8621 長野県松本市旭3‒1‒1
　　TEL: 0263‒37‒2622
　　FAX: 0263‒37‒3499
　　Email: jsae61@shinshu-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）事業開発推進部
　〒160‒0023  東京都新宿区西新宿7‒5‒25　 

西新宿プライムスクエア16階
　TEL: 03‒5348‒2703
　FAX: 03‒5348‒2704
　Email: 61jsae_matsumoto@tobutoptours.co.jp
　受付時間：平日9 : 30～17 : 30　土日・祝日休業
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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『演題登録・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下さい。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」までご連絡下さい。

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『演題登録・講演要旨提出』へア
クセスして下さい。
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
考に作成して下さい。
・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下さい。
・所定の位置に講演題目、名前、所属を記入して下さ
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
うにして下さい。
・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ポイントにして下さい。

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下さい。
⑤原稿をPDFファイルに変換して下さい。
・Adobe Acrobat等でPDFファイルに変換して下さい。
・PDF変換の際には、フォントの埋め込みを行って下

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下さい。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
注意下さい。

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『演題登録・講演要旨提出』より
アップロードして下さい。

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、『演題登
録・講演要旨提出』より修正したPDFファイルをアッ
プロードして下さい。
・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下さい。なお、発表申込み
期限である6月12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下さい。

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、お手続き下さい。

3.　講演要旨原稿提出期限： 2020年7月17日（金）
期限までに提出されなかった場合は、講演要旨集に掲載で
きませんのでご了承下さい。
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Diurnal-, Seasonal- and Site-Dependent Variability in Ground-level Total Non-Methane Hydrocarbon in 
Nagpur City of Central India
Deepanjan Majumdar*, Ashok Gangadhar Gavane   1

ABSTRACT
Temporal & spatial variations in ground-level total non-
methane hydrocarbon (TNMHC) were studied in Nagpur 
urban agglomeration (UA) for a year over three seasons viz. 
post-monsoon (September‒October), winter (January‒
February) and summer (May‒June) in 2013‒14. Ground-
level TNMHC showed low to moderate spatial (over 
residential, commercial, traffic intersections, residential cum 
commercial sites) and temporal (at 7:00, 13:00; 18:00 and 
23:00 h in all three seasons) variations. There was no specific 
increasing or decreasing trend with time, either within a day 
or a season. Daily mean concentration of TNMHC (averaged 
over concentrations at 7:00, 13:00; 18:00 and 23:00 h) 
ranged from 0.88‒1.73 ppmV, 1.75‒4.04 ppmV and 1.20‒
1.53 ppmV at residential sites; 2.99‒6.47 ppmV, 1.52‒
7.38 ppmV and 0.98‒1.63 ppmV at traffic site; 0.83‒

1.15 ppmV, 2.03‒3.24 ppmV, 1.1‒1.70 ppmV at residential 
cum commercial sites and 1.05‒4.79 ppmV, 6.2‒8.58 ppmV, 
0.34‒0.64 ppmV at the purely commercial site, during post-
monsoon, winter and summer, respectively. Occasional 
spikes (TNMHC＞10 to ＜13.6 ppmV) were observed on 
three occasions over two sites in winter but reasons thereof 
remained unidentified. During Diwali Festival （in post-
monsoon） marked by large-scale firecrackers bursting, 
observed TNMHC concentrations hovered around 
3‒5 ppmV, which almost matched with 90th percentile of 
other post-monsoon concentrations. Highest mean seasonal 
TNMHC concentration was observed during winter, 
followed by means of post monsoon and summer seasons 
while mean ground-level TNMHC concentrations on 
weekdays were slightly higher (1.17‒1.21 times) than 
weekends over all seasons.

Development and Field Application of a Passive Sampler for Atmospheric Mercury
Seung-Hwan Cha, Young-Ji Han*, Ji-Won Jeon, Young-Hee Kim, Hyuk Kim, Seam Noh, Myeong-Hee Kwon   14

ABSTRACT
In this study, a passive sampler for gaseous elemental 
mercury (GEM) was developed and applied to field 
monitoring. Three Radiello® diffusive bodies with iodine-
impregnated activated carbon (I-IAC) as a Hg adsorbent 
were placed in an opaque acrylic external shield with a 
stainless steel lid. The performance of the passive sampler 
was evaluated at seven monitoring sites in South Korea. Hg 
uptake mass by the passive sampler linearly increased as the 
deployment time increased up to four months. The 
reproducibility of the sampler uptake mass for the different 
deployment periods was also good, and the average relative 
standard deviation calculated for the three adsorbents in 

onexx passive sampler was 9％. Using the Hg concentration 
measured by an active sampler, an experimental sampling 
rate (SR) of 0.082 m3 day－1 was obtained. It was shown that 
the experimental SR was significantly affected by 
meteorological parameters, and a calibration equation was 
successfully derived based on wind speed, temperature, and 
relative humidity. With the calibrated SRs, there was a 
significant correlation between the active and passive Hg 
concentrations. When the passive samplers were deployed in 
an industrial district, the GEM concentration showed very 
large spatial variation, suggesting its potential for application 
in future field monitoring.

Effect of Nafion Dryer and Cooler on Ambient Air Pollutant (O3, SO2, CO) Measurement
Dong-June Kim, Trieu-Vuong Dinh, Joo-Yeon Lee, Dong-Jin Son, Jo-Chun Kim*   28

ABSTRACT
Water vapor causes many problems in ambient air 
measurement by absorbing target compounds concerned. In 
accordance with Korean national standards and international 
organization for standardization (ISO), water removal 
devices (WRDs) such as Nafion dryer and Cooler have been 
applied to analyzers to mitigate or remove the effect of water 

vapor on the measurement of ambient air pollutants. 
However, it is not clearly defined which WRDs are suitable 
for the measurement. Thus, Roll type Nafion dryer (RN), 
Mono type Nafion dryer (MN), and Cooler (CL) were 
investigated to figure out their water removal efficiencies and 
their effect on target compounds. Ozone (O3), sulfur dioxide 
(SO2), and carbon monoxide (CO) were used as target 
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compounds in this study. Concentrations of O3, SO2, and CO 
were 100 ppb, 150 ppb, and 25 ppm, respectively. All 
experiments were conducted at 25℃ and 1 atm. Water vapor 
was varied as 0, 30, 50, and 80％ of relative humidity (RH). 
In general, 10％ decrements of O3 and SO2 with respect to 
relative humidity were clearly observed. In terms of a 

recovery, all WRDs revealed significant effect on O3 and SO2 
recovery. Additionally, water removal of RN was the highest 
followed by MN and Cooler. Consequently, it was suggested 
that WRDs should be taken into account according to the 
chemical and physical specifications of ambient air 
pollutants of concern.

Temporal Variations and Characteristics of the Carbonaceous Species in PM2.5 Measured at Anmyeon 
Island, a Background Site in Korea
Jong Sik Lee, Eun Sil Kim, Ki-Ae Kim, Jian Zhen Yu, Yong Pyo Kim, Chang Hoon Jung, Ji Yi Lee*   35

ABSTRACT
Routine measurements of carbonaceous species in PM2.5 
inculidng organic carbon (OC), elemental carbon (EC), water- 
soluble organic carbon (WSOC), and humic-like-substance 
carbon (HULIS-C) in PM2.5 were performed at Anmyeon 
Island (AI) to clarify the seasonal variation and carbonaceous 
aerosol concentrations at a background site in Korea between 
2015 and 2016. The annual average OC and EC concentrations 
were 4.52±3.25 μg/m3 and 0.46±0.28 μg/m3, respectively, 
and there were no clear seasonal variations in OC and EC 
concentrations. The average concentrations of WSOC and 
water-insoluble organic carbon (WISOC) were 2.56±
1.95 μg/m3 and 1.96±1.45 μg/m3, respectively, and their 
composition in OC showed high temporal variations. A low 
correlation between WISOC and EC was observed, while 

WSOC concentrations were highly correlated with secondary 
organic carbon concentrations, which were estimated using 
the EC tracer method. The results indicate that the formation 
of secondary organic aerosols is a major factor for the 
determination of WSOC concentrations in this region. 
HULIS-C was the major component of WSOC, accounting 
for 39‒99％ of WSOC and the average concentration was 
1.88±1.52 μg/m3. Two distinct periods with high 
carbonaceous speciess in PM2.5 were observed and 
characterized by their OC/EC ratios. The high concentration 
of OC with high ratio of OC/EC was due to the influence of 
a mixture of emissions from biomass burning and secondary 
formation transported from outside AI. While, the high 
concentrations of OC and EC with low OC/EC ratio were 
related to local vehicular emissions.

Trend Characteristics of Atmospheric Particulate Matters in Major Urban Areas of Bangladesh
Md Masud Rana*, Munjurul Hannan Khan   47

ABSTRACT
The urban areas of Bangladesh suffer from severe air quality 
problem especially in dry season （November‒April） when the 
PM concentrations frequently rise to 7‒8 times of the WHO 
guideline value. The Clean Air and Sustainable Environment 
(CASE) Project of the Department of Environment has 
deployed countrywide continuous air monitoring systems to 
regularly monitor the air quality of the urban areas of 
Bangladesh. In this paper hourly concentrations of PM10 and 
PM2.5 captured using β-attenuation method from 2013 to 
April 2018 in six important cities located in different regions 
of the country were exhaustively analyzed. Statistical 
analyses, diurnal and seasonal trends, and polar plots of PM 
concentrations were examined. Long range sources were 
spotted by Concentration Weighted Trajectory (CWT) method, 
where the trajectories were calculated using HYSPLIT-4 
model. The analyses identified cities in the middle of the 
country (Dhaka, Narayanganj, Gazipur) as the most polluted 

ones while the city to the northeast region (Sylhet) was the 
least polluted. Average PM10 concentrations at Dhaka, 
Chattogram, Narayanganj, Gazipur, Sylhet and Barisal 
stations in dry seasons (November‒April) were found 238.7
±155.4, 190.7±108.5, 303.6±161.4, 227.3±142.7, 151.7±
105.0 and 170.7±108.4 μg m－3 respectively whereas those in 
wet seasons (May‒October) were 75.0±51.6, 55.5±40.8, 
102.4±84.4, 60.6±48.5, 52.7±38.3, and 54.4±41.6 μg m－3 
respectively. Correlative study of diurnal variations in PM 
concentrations and meteorological parameters revealed that 
the congenial meteorology aided in developing higher 
concentrations of both PM10 and PM2.5 during nighttime. 
Sources located to the northwestern districts (Naogao, 
Rangpur, Bogura) were traced by the CWT method 
contributing to the air pollution in other regions of the 
country. Outside the boundary, sources in Nepal, and Delhi-
NCR and Uttar Pradesh regions of India could have 
contributed to fine particles at the middle of the country.
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Missing Value Imputation for PM10 Concentration in Sabah using Nearest Neighbour Method (NNM) and 
Expectation‒Maximization (EM) Algorithm
Muhammad Izzuddin Rumaling, Fuei Pien Chee*, Jedol Dayou, Jackson Hian Wui Chang, Steven Soon Kai Kong, Justin Sentian   62

ABSTRACT
Missing data in large data analysis has affected further 
analysis conducted on dataset. To fill in missing data, 
Nearest Neighbour Method (NNM) and Expectation 
Maximization (EM) algorithm are the two most widely used 
methods. Thus, this research aims to compare both methods 
by imputing missing data of air quality in five monitoring 
stations (CA0030, CA0039, CA0042, CA0049, CA0050) in 
Sabah, Malaysia. PM10 (particulate matter with aerodynamic 
size below 10 microns) dataset in the range from 2003‒2007 
(Part A) and 2008‒2012 (Part B) are used in this research. To 
make performance evaluation possible, missing data is 
introduced in the datasets at 5 different levels (5％, 10％, 

15％, 25％ and 40％). The missing data is imputed by using 
both NNM and EM algorithm. The performance of both data 
imputation methods is evaluated using performance 
indicators (RMSE, MAE, IOA, COD) and regression 
analysis. Based on performance indicators and regression 
analysis, NNM performs better compared to EM in imputing 
data for stations CA0039, CA0042 and CA0049. This may 
be due to air quality data missing at random (MAR). 
However, this is not the case for CA0050 and part B of 
CA0030. This may be due to fluctuation that could not be 
detected by NNM. Accuracy evaluation using Mean 
Absolute Percentage Error (MAPE) shows that NNM is 
more accurate imputation method for most of the cases.

The Long-term Characteristics of PM10 and PM2.5 in Bangkok, Thailand
Supanan Chirasophon*, Pakpong Pochanart   73

ABSTRACT
The long-term characteristics of non-roadside (residential) 
PM10 and PM2.5 in Bangkok, Thailand was analyzed by using 
hourly concentrations of PM10 and PM2.5 which had been 
collected from 10 monitoring stations by the Pollution 
Control Department (PCD) of Thailand from 2006 to 2016. 
The results showed that most of the stations showed either 
the decreasing trend or no trend characters. The PM2.5 and 
PM10 during weekdays and dry season were higher than 
during weekends and wet season, respectively. The diurnal 
variations of both PM2.5 and PM10 exhibited multi-peaks 

characteristic, mostly 2 peaks during a day for PM2.5 and 2 to 
3 peaks depending on the locations for PM10. The PM2.5 and 
PM10 ratio of our residential monitoring stations was 0.61 in 
average which was in the same range as the PM2.5/PM10 ratio 
from the roadside monitoring stations. This shows that the 
common sources of PM2.5 and PM10 at both types of 
monitoring station were similar, probably mainly from the 
traffic and transportations. However, it was found that PM2.5/
PM10 ratio during wet season was lower than during dry 
season indicating the role of emission sources and removal 
process in each season.
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分科会・研究会だより 各分科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。

特別集会「気候変動の影響と自治体の対策について」
のお知らせ

「気候変動研究会」では大気環境学会で特別集会を誌上開
催する予定です（非会員の参加も可能）。国研・大学・地方
環境研の大気環境学会・会員のみならず、緩和策・適応策を
策定し推進する自治体関係者の方の参加も歓迎します。

主　催：気候変動研究会
趣　旨：  令和元年東日本台風や記録的暖冬等気候変動の影響

と考えられる異常気象が頻発している。国内各自治
体の研究機関は、地域気候変動適応センターとして
地域の気候変動の影響評価や地域気候変動適応計画
の策定により、地方自治体の適応策を推進すること
が法制化されている。大気環境学会には多数の地方
環境研究所の会員が所属しているため、国研、大
学、地方自治体関係者等多様なステークホルダー間

で、気候変動緩和・適応に関する調査研究、およ
び、適応計画の策定に関する情報交換を行う。

プログラム（講演内容については変更の可能性もあります。）
1. 気候変動適応法と国立環境研究所の役割
 藤田知弘　氏（国立環境研究所）
2. 定点カメラを用いた山岳地域における気候変動影響のモ
ニタリング

 小熊宏之　氏（国立環境研究所）
3. 長野県における気候変動の実態と自治体の対策
 浜田　崇　氏（長野県環境保全研究所）
4. 雪に関する気候変動の影響連鎖（インパクトチェーン）
 野口　泉　氏（北海道立総合研究機構）
5. 気候変動と感染症
 橋爪真弘　氏（東京大学）

本件に関するご質問等は大気環境学会事務局、あるいは、
研究会代表者までお願いします。
気候変動研究会・代表・栗林正俊（長野県環境保全研究所）

（kuribayashi-masatoshi-r@pref.nagano.lg.jp）

気候変動



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　産業インフラ事業本部　産業計測機器事業部



「大 気 環 境 学 会 誌」編 集 委 員

編集委員長 速　水　　　洋　早稲田大学 武　田　麻由子　神奈川県環境科学センター
副編集委員長 上　野　広　行　東京都環境科学研究所 辻　　　昭　博　京都府保健環境研究所
編 集 委 員 池　盛　文　数　名古屋市環境科学調査センター 戸野倉　賢　一　東京大学大学院
 大　西　一　成　聖路加国際大学公衆衛生大学院 中　村　篤　博　日本大学
 勝　見　尚　也　石川県立大学 早　崎　将　光　日本自動車研究所
 黄　瀬　佳　之　山梨大学大学院 原　　　政　之　埼玉県環境科学国際センター
 黒　川　純　一　アジア大気汚染研究センター 伏　見　暁　洋　国立環境研究所
 小　林　　　拓　山梨大学大学院総合研究部 堀　本　泰　秀　千葉県環境研究センター
 櫻　井　達　也　明星大学理工学部 増　田　淳　二　大阪市立環境科学研究センター
 定　永　靖　宗　大阪府立大学大学院 家　合　浩　明　新潟県保健環境科学研究所
 篠　原　直　秀　産業技術総合研究所 山　田　裕　之　東京電機大学
 柴　田　慶　子　いすゞ中央研究所 弓　本　桂　也　九州大学応用力学研究所
 嶋　寺　　　光　大阪大学大学院 米　倉　哲　志　埼玉県環境科学国際センター
 関　口　和　彦　埼玉大学大学院 和　田　龍　一　帝京科学大学

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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