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第 61 回大気環境学会年会開催のご挨拶
第 61 回大気環境学会年会長
信州大学医学部教授

野見山

哲生

この度、第 61 回大気環境学会年会は、長野県において初めての開催となる機会をいただき、2020 年 9 月

16 日水曜日から 18 日金曜日にかけて松本市で開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大により誌上開催とすることとなりました。

2020 年 1 月にはすでに中国武漢で発生していた新型コロナウイルス感染症は、多くの感染者、感染後の死
亡者を出しながら、今尚ワクチンや治療薬は開発途上という状況です。このような状況を受け、全世界、本
邦で深刻な蔓延期であった本年 4 月、年会の役員、中部支部の役員と共に誌上開催に向けた検討を始めまし
た。4 月、5 月に理事会メンバーも交えた Zoom による会議、メール審議を経て、従前の集会形式の学会を断
念し、本学会初の誌上開催を決定いたしました。この決定を元に急遽開催方法、演題登録方法等を決め、全
学会員に誌上開催のご連絡をいたしましたところ、集会形式の学会には及ばないものの、多くの一般研究演
題（205 件）、分科会（8 分科会、32 件）、特別集会（2 集会、11 件）の申し込み、ご参加（252 人）をいただけ
ることになりました。年会への出席が何らかの学会資格とリンクしていないにもかかわらず、日頃の研究成
果を「レギュラーの年会」と違う開催形式の第 61 回年会にお申し込みいただいたこの演題等が、正に大気環
境学の研究の基礎、基盤であり、ご参加いただく皆様に敬意を表しますと共に、感謝申し上げます。また、
機器展示が無いにもかかわらず、学会誌への広告を始めとした年会への協賛は 17 社よりお申し込みをいた
だき、「イレギュラーな年会」を力強く支えていただけることになりました。協賛にご協力をいただきまし
た企業の皆様に厚く御礼申し上げます。
平素日本のみならず世界各国から観光客が訪れる本来の開催地松本市も、この状況に人通りも少なく、ひ
っそりとしています。新型コロナウイルス感染症が沈静化した後に改めて、自然豊かで良好な大気環境を有
する松本市を訪れていただけましたら幸いです。そして、次回以降の年会で、改めて対面し議論を交せるこ
とを心より祈り、年会長としてのご挨拶に代えさせていただきます。
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研究室紹介

産業技術総合研究所安全科学研究部門
リスク評価戦略グループ
●

産業技術総合研究所 安全科学研究部門の紹介
国立研究開発法人産業技術総合研究所は、我が国最大級の公的研究機関として

2001 年 4月に設立され、日本の産業や社会に役立つ技術の創出とその実用化や、
革新的な技術シーズを事業化に繋げるための「橋渡し」機能に注力して研究を推
進しています。
安全科学研究部門は、評価技術の開発を中心として、経済成長と環境保全、産
業保安の両立を図り、安全で持続的発展可能な社会の実現に貢献することをミッ
ションにしています。そのため、化学物質リスク評価、フィジカルリスク評価、
ライフサイクル評価の手法を3 つの柱として、新しい技術が社会に出る際に生じ
る複層的なリスクトレードオフ問題を定量化し、意思決定を支援するための研究
を行っています。
●

吸入暴露及び気管内投与した
ナノ粒子の肺内分布

リスク評価戦略グループのメンバー
リスク評価戦略グループには、7 名の常勤職員と9名の契約職員が所属してい

ます。研究員それぞれの専門分野が、コンピューターによる数値計算、化学分
析、動物試験や細胞試験、生態リスクにかかわる実態調査、環境媒体中濃度の実
測、それらを結ぶ統合的なリスク評価などであり、研究対象もヒト健康リスクか
ら生態リスクまでと多岐にわたっています。そのため、グループ内での研究発表
では、多面的な議論が行われており、ある専門分野の中だけだと想定もされない
質問が出ることも少なくないため、研究が内向きになってしまうことを防ぎやす
い構成になっていると思います。
●

リスク評価戦略グループの研究概要
化学物質のリスク評価・管理技術の開発・実施、ナノ材料（ナノ炭素、金属ナ

ノ粒子、セルロースナノファイバーなど）のリスク評価技術の開発、放射性物質

室内空気のサンプリングと換気測定
（クリスマスの夜のサンプリングでした）

のリスク管理のための線量の計測と評価を軸に研究を進めています。
化学物質のリスク評価・管理技術については、数理科学的手法を用いてヒト健
康への有害性推定、生態リスク評価に資する種の感受性分布の予測、複合曝露影
響や個体群レベル評価、などに用いる手法の開発といったコンピューターを駆使
した評価研究から、ミジンコなどを用いた金属の有害性試験や化学物質の室内環
境中での挙動を把握するための放散・吸脱着試験などの実験室実験、休廃止鉱山
や海域などにおける金属類の濃度と生態影響の調査や室内における化学物質濃
度・放散量・暴露量調査などの実践的リスク評価に繋がる実態調査まで、リスク
評価にかかわる幅広い研究が行われています。
ナノ材料（ナノ炭素、金属ナノ粒子、セルロースナノファイバーなど）のリスク
評価技術については、各種ナノ材料に対する動物試験や細胞試験を実施した上で、
簡便な有害性試験法の標準化のために、手順書などを作成・公表しています。
放射性物質のリスク管理のための線量の計測と評価については、小型個人線量

鉱山下流の河川での水質・生物調査
（理論家も駆り出されたりします（笑））

計を用いた実測と実態に合う将来予測や、帰還困難区域の住宅におけるハウスダ
ストおよびエアロゾル中の放射能計測を行っております。
●

リスク評価戦略グループの懇親
忘年会や暑気払い、送別会や新人歓迎会（今年はコロナのために実現できてい

ませんが）など、年に数回行う親睦会は、三陸から新鮮なサンマを取り寄せて
BBQ したり、北海道から新鮮なホタテや牡蠣を取り寄せて BBQ をしたり、芋煮
会で2種類の味の芋煮を大量に作って食したりと、毎度趣向を凝らした会を開催
しています。右の写真は、今年の1 月に出向から帰ってきた筆者のお帰りなさい
会でケーキ入刀をしている図です。
（篠原

直秀）

出向からお帰りなさい会でのケーキ入刀
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Conducting Polymer Nanoﬁbers based Sensors for Organic and Inorganic Gaseous Compounds
Ali Mirzaei, Vanish Kumar, Maryam Bonyani, Sanjit Manohar Majhi, Jae Hoon Bang, Jin-Young Kim, Hyoun Woo Kim*, Sang Sub Kim*,
Ki-Hyun Kim*

ABSTRACT
Resistive-based gas sensors built through the combination of
semiconducting metal oxides and conducting polymers
(CPs) are widely used for the detection of diverse gaseous
components. In light of the great potential of each of these
components, electrospun CPs produced by a facile
electrospinning method can oﬀer unique opportunities for
the fabrication of sensitive gas sensors for diverse gaseous
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compounds due to their large surface area and favorable
nanomorphologies. This review focuses on the progress
achieved in gas sensing technology based on electrospun
CPs. We oﬀer numerous examples of CPs as gas sensors and
discuss the parameters aﬀecting their sensitivity, selectivity,
and sensing mechanism. This review paper is expected to
oﬀer useful insights into potential applications of CPs as gas
sensing systems.

Passengers Exposure to PM2.5 in Self-polluted BRT-Diesel Operated Transport System Microenvironments
Guevara-Luna, Fredy Alejandro, Guevara-Luna, Marco Andrés*, Belalcázar-Cerón, Luis Carlos

ABSTRACT
BRT (Bus Rapid Transport) vehicles are a frequented
microenvironment, it consists of exclusive lines for the
transport of passengers in articulated buses. In many large
cities of developing countries BRT vehicles are diesel
operated buses emitting important amounts of PM2.5, a
pollutant related with many health aﬀectations. Evidence of
high exposure levels have been reported onboard BRT
vehicles, but detailed analysis of self-pollutions has not been
developed. In this research, measurements of PM2.5 inside
the BRT system of Bogota called TransMilenio were
performed. Speed and location data were recorded in realtime. In-situ measurements were performed in 3 lines of the
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system: Av. El Dorado, Av. Caracas and Calle 80, in diﬀerent
seat locations inside the buses. PM2.5 concentrations above
120 μg/m3 were measured for all the cases studied. Values
above the 24 h WHO (World Health Organization)
recommendation were registered. Trips were determined to
be between 20 to 40 minutes per passenger. A CFD
(Computational Fluid Dynamics) model was implemented to
simulate the exhaust emissions from the buses, 3 traﬃc
velocities of BRT were evaluated: 20, 32 and 60 km/h.
Measurements and simulation results were used to calculate
the self-pollution ratios inside the vehicles. The rear of the
buses was identiﬁed as the most polluted section onboard
with a ratio of selfpollution about 35％ average.

Satellite Based Interpretation of Stability Parameters on Convective Systems over India and Srilanka
Nandivada Umakanth*, Gubbala China Satyanarayana, Baby Simon, Myla Chimpiri Rao

ABSTRACT
India is frequently exposed to convective systems (CS)
during the hot period of pre-monsoon season. Huge
thunderstorms are more often over India in the recent years.
To analyze these systems, the stability parameters considered
as good precursors for understanding the physics of the
convective systems in prior to their occurrence. The present
study is concerned about the analysis of stability parameters
such as K Index (KI), Lifted Index (LI), Total Totals Index
(TTI), Humidity Index (HI), Convective available potential
energy (CAPE), Convective Inhibition (CIN), Lifting
Condensation Level (LCL) and Level of free Convection
(LFC) associated with severe convective systems over India
and Srilanka during April, 2015. First, INSAT-3D satellite
based brightness temperature (BT) product was used for
analyzing the initial, mature and dissipation stages of the
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convective system at every 30 min interval. The data
products from MODIS Terra satellite, MODIS Aqua satellite,
Era-Interim ECMWF reanalysis satellite data and IASI
satellite were used for understanding the thermodynamics
related to the occurrence of these convective systems. The
results of stability parameters that were derived from
MODIS Terra and Aqua satelliteʼs data products indicated the
favorable threshold values for the occurrence of convective
systems. Results from Era-Interim ECMWF reanalysis
satellite data also helps us to understand the dynamics
involved behind the convective system. The results from
IASI satellite also helped us to understand the severity of
convective systems during cloudy situations. The results of
this study impulse the need of satellites for analyzing the
convective systems prior to their occurrence.
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How Vegetation Spatially Alters the Response of Precipitation and Air Temperature? Evidence from
Pakistan
Waqar Ahmad, Afed Ullah Khan*, Fayaz Ahmad Khan, Muhammad Farooq, Ammar Ahmad Baig, Liaqat Ali Shah, Jehanzeb Khan

ABSTRACT
Precipitation, air temperature and Normalized Diﬀerence
Vegetation Index (NDVI) data of 32 sites for a period of
1983 to till date in Pakistan were collected with the objective
of studying the eﬀects of vegetation on precipitation and air
temperature in Pakistan. Spatial trends were assessed for
NDVI, precipitation and air temperature (maximum and
minimum). Increasing trends were observed at 18, 20, 24 and
26 number of monitoring stations for NDVI, precipitation
and maximum and minimum temperature respectively. The
trends of NDVI were compared with the trends of
precipitation and maximum and minimum temperature in
hilly and urban areas. NDVI and precipitation showed
parallel trends in hilly areas at 64％ of the monitoring
stations. Whereas, only 53％ of the stations displayed
parallel trends in urban areas. 71％ of the stations showed
opposite NDVI and maximum temperature trends and 79％
of the stations showed opposite NDVI and minimum
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temperature trends in hilly areas. However, in urban areas
only 47％ and 41％ of the stations showed opposite trends of
NDVI and maximum temperature and NDVI and minimum
temperature respectively. Pearsonʼs correlation coeﬃcients
were calculated to determine the eﬀects of vegetation on
precipitation and air temperature (maximum and minimum)
in hilly and urban areas. The results showed that there exists
positive relationship between NDVI and precipitation and
negative relationship between NDVI and temperature
(maximum and minimum) in most of the hilly areas.
However, in urban areas, the positive relationship between
NDVI and precipitation exists only in 47％ of the stations
and negative relationships between NDVI and maximum
temperature and between NDVI and minimum temperature
exist only in 47％ and 41％ of the stations respectively.
Results of the current study suggest aﬀorestation practices at
country level to reduce climate change eﬀects.

In-car and Near-road Exposure to PM2.5 and BC
Chang-Jin Ma, Gong-Unn Kang*

ABSTRACT
The current study aims to characterize the PM2.5 and the
equivalent black carbon (eBC) inside/outside vehicles
(hereafter called in/out-cabin ) and near roadway, and to
estimate their personal exposure to the driver himself as well
as the school-aged children. Based on the DoseDEP of a
mouse reaching the 90％ polymorphonuclear leukocytes
(PMNs90％) (Stoeger et al., 2006), the time (day) to reaching
the PMNs90％ in the blood of a male resident who lives
around the roadway was newly calculated. Five independent
measurements of PM2.5 and eBC were intensively taken in
May 2019 using the monitors attached to the interior and
exterior of the vehicle, respectively. In-cabin and out-cabin
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PM2.5 on the course of driving measurement ranged from
29.4‒47.4 μg/m3 with an average of 34.4 μg/m3 and 32.5‒
56.0 μg/m3 with an average of 45.6 μg/m3, respectively. The
eBC in/out-cabin ratio during idling on a busy road ranged
from 22％ to 86％ depending on the windows open/close and
ventilation on/oﬀ. The in-cabin DosePM2.5 (ng) for 30 seconds
on the test driving route ranged from 166‒240 ng with an
average of 190.4 ng. The average in-school DosePM2.5 (μg)
for the schoolchild attending the school near a bus stop is 1.2
times higher than that of schoolchild attending the school
away from a bus stop. The time (day) to reaching the
PMNs90％ due to DEP inhalation for the male resident who
lives around the roadway was estimated as 113 days.

【和訳情報】

車内および近道周辺における PM2.5 と BC の暴露
馬

昌珍，ガンゴンオン 1（福岡女子大学環境科学科，1 圓光保健大学医務行政学科）

今回の研究は、車の室内 / 外部と車道付近における PM2.5 及
び eBC の濃度特性と、それらの運転手自身と道路周辺の学
校に通う児童たちへの個人暴露を推定することを目的とし
た。マウスの白血球中、多形核白血球が 90％占めるまでの
DEP の曝露量 (PMNs90％)（Stoeger ら、2006 年）に基づいて、
車道周辺に住む男性の血液中の PMNs90％ に到達するまでの
時 間（日 数）を 新 た に 算 出 し た。2019 年 5 月 中 に 5 回 に わ
たって、車内外に取り付けられたモニターを用いて PM2.5 と
eBC の集中測定を行った。軽油バス追従測定中において、
車内および車外における PM2.5 は、それぞれ 29.4〜47.4 μg/
m3（平 均 34.4 μg/m3）、32.5〜56.0 μg/m3（平 均 45.6 μg/m3）

であった。交通量の多い道路でのアイドリング中において、
eBC の車内 / 車外比は、窓の開閉と換気のオン /オフに影響さ
れ、22％ から 86％ に変動した。テスト走行ルートでの毎 30
秒間の車内 DosePM2.5 (ng) は 166〜240 ng（平均 190.4 ng）で
あ っ た。 バ ス 停 近 く の 学 校 に 通 う 児 童 の 平 均 学 内 線 量
DosePM2.5 (mg) は、バス停から離れた学校に通う児童のそれ
より 1.2 倍高い結果となった。車道周辺に住む男性の DEP 吸
入による PMNs90％ 到達までの時間（日数）は 113 日と推定さ
れた。
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Estimating Mass Concentration Using a Low-cost Portable Particle Counter Based on Full-year
Observations: Issues to Obtain Reliable Atmospheric PM2.5 Data
Sayako Ueda*, Kazuo Osada, Makiko Yamagami, Fumikazu Ikemori, Kunihiro Hisatsune

ABSTRACT
Expanding the use of a recently introduced low-cost particle
monitor (DC1700 Dylos Air Quality Monitor) for sensing
atmospheric PM2.5 requires comparison with data obtained
using a certiﬁed method for PM2.5 based on appropriate
atmospheric observations. Full-year measurements of
atmospheric aerosols were taken in Nagoya, Japan during
March 2017‒March 2018 using the DC1700 to measure the
particle number concentrations of ＞0.5 and ＞2.5 μm
diameter particles and to measure the PM2.5 mass
concentration (Mdry, PM2.5) using an automated β attenuation
mass monitor (PM712). The number-size distribution was
measured using an optical particle counter (KC01D). The
dried mass concentration of 0.5‒2.5 μm particles (Mdry, 0.5‒2.5)
was estimated from the ambient relative humidity and the
DC1700 number concentration. The values of Mdry, 0.5‒2.5
were invariably less than those of Mdry, PM2.5. The coeﬃcient
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of determination and slope of Mdry, 0.5‒2.5 to Mdry, PM2.5 for the
year were, respectively, 0.68 and 0.40. Slope values changed
seasonally from 0.24 in July and August 2017 to 0.55 in May
and April 2017. Light absorbing particles, smaller-ﬁne
particles, and the estimation method of Mdry, 0.5‒2.5 were
inferred as causes of the diﬀerence between Mdry, 0.5‒2.5 and
Mdry, PM2.5. Especially, we estimated a large contribution (ca.
54％ underestimation of Mdry, 0.5‒2.5 into Mdry, PM2.5) of particles
smaller than the minimum detection diameter of DC1700.
The seasonal variation of Mdry, 0.5‒2.5/Mdry, PM2.5 was related to
the volume fraction of particles smaller than 0.5 μm. Good
correlation of Mdry, 0.5‒2.5 to Mdry, PM2.5 suggests that data
obtained using DC1700 with a correction factor are useful as
a rough proxy of atmospheric PM2.5 within a season.
However, precise estimation of PM2.5 from the DC1700
number concentrations should include appropriate
corrections of the size distribution, not only hygroscopicity.

【和訳情報】

通年観測に基づく低コストポータブル粒子カウンターを用いた粒子質量濃度の推定： 信頼できる大気中 PM2.5 デ
ータを取得するための問題
上田紗也子 1*，長田和雄 1，山神真紀子 2，池盛文数 2，久恒邦裕 2（1 名古屋大学大学院環境学研究科，2 名古屋市環境科学調査センター，* 日本
学術振興会特別研究員）

近年入手可能な低コスト粒子モニター (Dylos Air Quality
Monitor・DC1700) を利用して大気中微小粒子状物質 (PM2.5)

濃度を測定するためには、既に認証されている方法で測定し
た PM2.5 データと比較する必要がある。2017 年 3 月から 2018
年 3 月に名古屋で大気エアロゾル粒子の通年観測を実施し
た。DC1700 で粒子直径＞0.5 μm と＞2.5 μm の粒子個数濃
度 を 測 定 し、 ベ ー タ 線 吸 収 法 に よ る PM2.5 質 量 濃 度 (Mdry,
PM2.5) と比較した。粒子個数濃度の粒径分布は光散乱式粒子
カウンターで測定した。外気の相対湿度と DC1700 による粒
子個数濃度から 0.5‒2.5 μm 粒子の乾燥時の質量濃度 (Mdry, 0.5‒
2.5) を見積もったところ、Mdry, 0.5‒2.5 は Mdry, PM2.5 より常に低
かった。一時間平均の Mdry, 0.5‒2.5 の Mdry, PM2.5 に対する年間の
決定係数 R2 と傾きはそれぞれ、0.68 と 0.40 であった。傾き
の 値 は、2017 年 7‒8 月 に 0.24、2017 年 3‒4 月 に 0.55 と 季 節

変化を示した。Mdry, 0.5‒2.5 と Mdry, PM2.5 の違いをもたらす要因
として、検出感度の低い光吸収性粒子や測定下限 (0.5 μm) よ
り小さい粒子の存在、Mdry, 0.5‒2.5 の算出方法に伴う影響につ
いて検討した。その結果、DC1700 の測定下限よりも小さい
粒子の存在が大きく影響する（Mdry, 0.5‒2.5 は Mdry, PM2.5 を約
54％過小評価する）と見積もられた。Mdry, 0.5‒2.5/Mdry, PM2.5 の
季節変化は 0.5 μm より小さい粒子の体積割合の変化と関係
性が見られた。Mdry, 0.5‒2.5 と Mdry, PM2.5 の良好な相関関係は、
DC1700 と補正関数から得られるデータが大気中 PM2.5 濃度
の大まかな代替値として利用できることを示唆している。た
だし、より正確な PM2.5 濃度を DC1700 による粒子数濃度か
ら見積もるには、吸湿性だけではなく粒径分布の季節変化を
含めた補正が必要である。

Development of 100 μmol mol − 1 Cl2 Standard Gas Mixture for Accurate Calibration of Ambient Cl2 Sensors
and Stack Emission Monitors
Jinsang Jung*, ByungMoon Kim, Sanghyub Oh

ABSTRACT
To accurately measure Cl2 mixing ratio using stack emission
monitors and leak monitoring sensors in a workplace, it is
essential calibrating monitors and sensors periodically using
a Cl2 standard gas mixture. Because there is no reliable
analytical technique for Cl2, an international standard for
high-pressure Cl2 gas mixtures has not been established. A
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novel approach for the quantiﬁcation of Cl2 was developed
using quadrupole mass spectrometry (QMS) with an
expanded uncertainty of 0.7 μmol mol − 1. A 100 μmol mol − 1
chlorine (Cl2)/N2 gas mixture was produced through a twostep procedure involving dilution of Cl2 with N2 in highpressure aluminum cylinders. To check the consistency
between 100 μmol mol − 1 Cl2 gas mixtures in diﬀerent

N36
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cylinders, Cl2 gas mixtures were quantiﬁed using the QMS
based approach. It was found that four cylinders of 100 μmol
mol − 1 Cl2 gas mixtures prepared in 2016 agreed within
0.7 μmol mol − 1. The longterm stability of 100 μmol mol − 1
Cl2 gas mixtures was assessed through changes in the Cl2
mixing ratio over a one-year. It was found that the 100 μmol

mol − 1 Cl2 gas mixture was stable within 0.7 μmol mol − 1
over one year. Finally, 100 μmol mol − 1 Cl2/N2 gas mixture
was successfully developed in a high pressure cylinder with
an expanded uncertainty of 2.0 μmol mol − 1 (k＝2; 95％
conﬁdence level).
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青野光子

最近、ブリット・フィズと称するイギリス産のスパークリ
ングワインがなかなかの美味と評判で、フランスのシャン
パーニュにも比肩する勢いとか。また、北海道産のワインも
世界からの注目を集めていると聞く。しかしイギリスや北海
道がワインの名産地になったのは近年のことで、これは気候
変動によるブドウの栽培環境の変化が一因といわれている。
農業と気候変動は直結しており、ある場所における適地適作

る小規模な大気や水の動態、そして作物の気象に対する反応

が変化して新しい名産地ができるばかりでなく、むしろ、気

について、惑星大気から光合成まで、気象と農業に関する

象災害の激甚化、頻発や、大気汚染等の環境変動による農業

バックグラウンドがしっかりと解説される。そして、農業の

への影響が強く危惧されている。これから農業を志す人は、

現場で重要となる自然災害とその具体的な対策（第 5 章）、畑

農作物や新しい施設農業を含む農業技術に関する知識のほ

や温室等施設の環境調節についての解説（第 6 章）がある。

か、気候変動をふまえた気象や環境に関する広範で膨大かつ

ここでは温度、降水、風等の災害と、実際に使われているト

新しい知識、さらには気象や植物の計測技術に関する知見も

ンネルやマルチ等の農地の整備方法との関連も挙げられてい

必要とされるのだ。しかし途方に暮れることはない。ここに

る。さらに、地球温暖化や大気汚染といった環境問題と農業

農業気象と環境に関する優れた入門書「農業気象・環境学

生態系との関係（第 7 章）に加え、気象に関する各種パラ

第 3 版」がある。

メータの測定、作物（植物）の成長やガス交換の測定、植物

本書は以下の 8 章からなっている。

群落の熱・物質収支の測定、リモートセンシング技術や AI

第1章

気象の仕組み

による農業ビッグデータ解析（第 8 章）等、学術的な最新の

第2章

天気と気候

知見も紹介されている。

第3章

地表近くの気象環境

第4章

作物の気象反応

しており、IT 化がどれだけ進んで Society が 5.0 またはそれ

第5章

農業気象災害とその対策

以上にアップされても、人類の文明ある限り、そして人がご

第6章

耕地と施設内の環境調節

飯を食べる限り、農業も進化し続けるだろう。宇宙空間や他

第7章

環境変動と農林生態系

の惑星に進出しても、そこには必ず大気を含む農業の環境が

第8章

農業気象の調査法

あり、適地適作があるはずである。まずは地球での農業を志

前半の第 1 章から第 4 章では、太陽と各惑星の紹介から始
まって、気象、天気、気候に関する基礎知識、農業に関係す

農業は、新石器時代以来の人類の営みの基盤の全てを網羅

す学部生向け教科書、また実際に農業に携わっている方の参
考書として本書を推薦したい。
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3 つの章が有機エアロゾルの反応に関する内容となっている。
Chapter 3 Gas-Phase Reactions Related to Secondary

大気環境科学、特に大気化学の分野において「化学反応」

Organic Aerosols

お よ び Chapter 4

Aqueous-Phase

は最も基本的かつ重要な要素の一つである。20 世紀におけ

Reactions Related to Secondary Organic Aerosols は二次有

る大気中の化学反応に関する研究分野は、気相均一反応や光

機エアロゾルの生成・反応過程で重要となる化学反応につい

化学反応が主体であった。これらの反応系に関してはすでに

ての解説である。Chapter 3 では揮発性有機化合物の大気中

数多くの研究がなされており、現在ではその多くが体系的に

における気相酸化反応の、Chapter 4 では雲・霧粒や水性エ

解明されている状況である。一方、21 世紀になる前後あた

アロゾル内等、大気中の水相における化学反応の各論がまと

りから、エアロゾルの関与する多相反応の重要性が認識され

め ら れ て い る 。 Chapter 5

るようになり、昨今 PM2.5 や二次有機エアロゾルが注目され

Reactions at Organic Aerosol Surfaces では、有機エアロゾ

ていることも手伝って、現在の大気化学の研究においては気

ルの変質・エイジングを議論する上で重要な、有機エアロゾ

相反応だけでなく、液相反応や不均一反応も含めた多相反応

ル表面における酸化反応について解説されている。

を考慮することの必要性が高まっている。

Heterogeneous Oxidation

一方、大気化学反応では有機物だけでなく、水や無機固体表

本書は以前本学会の会長も務められた秋元肇先生による大

面上における不均一反応も重要である。Chapter 6 Reactions

気化学の教科書の第 2 弾である（ご存知の方も多いと思われ

at the Air-Water and Air-Solid Particle Interface では、大気‒

るが、第 1 弾は『大気反応化学』である）。『大気反応化学』の

水界面における不均一反応にはじまり、海塩粒子等無機塩のエ

ほうは、大気中での化学反応全般について体系的に解説され

アロゾル表面、大気‒海水界面における重要な反応について解

た良書であるが、本書のほうは大気中の化学反応の中でも、

説されている。また、無機固体表面上での反応や、極域等寒冷

エアロゾルが関連する多相反応に特化した内容となってい

地で特に重要となる雪氷表面上での反応についても解説されて

る。何でも、秋元先生が『大気反応化学』を執筆されている

いる。Chapter 7 Atmospheric New Particle Formation and

ときに、多相反応の重要性について改めて強く認識され、そ

Cloud Condensation Nuclei では大気中での新粒子生成や、粒

の後国内における大気中多相反応の研究分野の第一人者であ

子成長・雲凝結核生成について、その基礎理論から解説されて

る、北海道大学の廣川淳先生とともに、不均一反応・多相反

いるとともに、これまでの室内実験、フィールド観測により得

応に関する教科書を執筆されるに至って、ごく最近出版され

られ た 知 見 が まとめられ て いる。最後の Chapter 8 Field

たのが本書である。
本 書は 8 つの C h a p t e r から構 成され ている。Chapter 1

Historical Background of Atmospheric Secondary Aerosol

Observations of Secondary Organic Aerosols では、これまで
実施されたフィールド観測により得られた二次有機エアロゾル
に関する知見が詳しくまとめられている。

Research は導入の章であり、大気中で二次生成するエアロゾ

現在、エアロゾルが関わる多相反応の重要性が高まってお

ルに関する歴史的背景について、酸性雨や光化学スモッグ等の

り、関心のある会員の方も多いと思われる。しかしながら、

大 気 環 境 問 題をまじえて 解 説され ている。次 の Chapter 2

いざ実際に不均一反応や多相反応の分野に本格的に取り掛か

Fundamentals of Multiphase Chemical Reactions では、多相

ろうとすると、（評者も含めて）ハードルの高さを感じる方

反応を学ぶ上で基礎となる化学熱力学、化学平衡・相平衡、溶

も多いのではないであろうか。その大きな理由の一つとし

液化学・溶液反応速度論について解説されているとともに、不

て、これまで不均一反応や多相反応に関してまとめられた本

均一反応速度論、表面反応の物理化学、および大気エアロゾル

が存在しなかったことがあると思われる。本書は基礎から最

の化学・物理的特性について、基礎から丁寧に説明されている。

新の知見まで網羅された、大気中での多相反応に関する初め

有機エアロゾルは、大気エアロゾル・PM2.5 の中の大きな割

ての体系的な教科書であり、今後不均一反応・多相反応に関

合を占め、その生成・反応過程も未知な部分が多いことから、

する研究・教育や勉強を行う際の「バイブル」として、是非

現在の重要な研究分野の一つである。本書も Chapters 3‒5 と

お勧めしたい一冊である。
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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。

2.

PM1 の長期観測から見えたこと〜PM2.5､ SPM との比較
から〜

年会分科会のオンライン開催のお知らせ

米持真一

3.
第 61 回年会における都市大気エアロゾル分科会を、下記

氏（埼玉県環境科学国際センター）

自動車排ガス由来の超微小粒子について
藤谷雄二

氏（国立環境研究所）

の要領でオンライン開催いたしますので、ぜひご参加いただ
きますようご案内申し上げます。

参加申込： 氏名、所属、参加種別（※）を明記して、9 月 11 日
（金）までに電子メール（件名は「都市大気エアロ

日

時： 令和 2 年 9 月 18 日（金）15:00〜17:00

開催形式： Zoom（参加申込者にミーティング ID・パスワー
ドをお知らせします）

ゾ ル 分 科 会 参 加 申 込」）で jsae.aerosol@gmail.

com 宛にお申し込みください。
※基本的に年会参加登録者を対象としますが、学会

テーマ： 大気エアロゾルの粒径を改めて考える

の会員であれば対象に含めます。年会参加登録者

プログラム：

は「年会参加」、それ以外は学会の会員種別を明

1.

ガス・微小粒子・粗大粒子同時測定による無機イオン成
分の動態
速水

洋

氏（早稲田大学）

記してください。
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年会参加者へのご案内
今回は誌上開催となる為受付はございません。
事前参加登録をお済ませの方へは、参加証（領収書付）を郵送します。

講演要旨集
講演要旨集の印刷体の作成は今回致しません。
年会ホームページから PDF ファイルを閲覧、ダウンロード出来るようにします。
参加登録・支払を済ませた方向けに、講演要旨集の PDF へアクセスする ID・パスワードをお
伝えいたします。
掲載期間は、2020 年 9 月 14 日（月）～10 月 4 日（日）と致します。

一般研究発表（口頭発表）について
今回は誌上開催となる為、口頭発表のお時間はございません。

ポスター発表について
今回の年会では、ポスター発表はございません。

特別集会・分科会
今回は誌上開催となりますが一部についてはオンライン開催を企画しております。
年会ホームページの「年会当日のご案内」の項にてご案内いたします。

優れたポスター発表に関する表彰
今回ポスター発表を行なわない為、実施いたしません。

環境機器展・技術セミナー
誌上開催となる為、今回は開催いたしません。
なお巻末にご協賛企業様の広告を掲載させて頂くと共に、大会ホームページ上に企業のバナー
広告を掲載いたしております。

懇親会
今回は実施いたしません。

その他
誌上開催の為、講演者に対する質問については今回は受け付けません。
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総

会

令和 2 年度大気環境学会総会
日

時 ： 令和 2 年 9 月 17 日（木）11：00～12：00

場

所 ： 北とぴあ 第 2 研修室
〒 114-8503

東京都北区王子 1-11-1

TEL：03-5390-1100
定時総会
1）大気環境学会長挨拶
2）令和元年度大気環境学会賞、論文賞表彰
3）令和元年度事業報告、収支決算報告及び監査報告【第 1 号議案】※
4）大気環境学会役員の選任【第 2 号議案】※
5）令和 2 年度事業計画及び収支予算【第 3 号議案】
6）名誉会員の推戴【第 4 号議案】
7）第 62 回及び第 63 回大気環境学会年会開催地【第 5 号議案】
8）その他
※第 1 号議案、第 2 号議案は審議事項
第 3 号議案、第 4 号議案、第 5 号議案は報告事項
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大気環境学会 学術賞（斎藤潔賞）受賞者
オキシダント前駆物質 NOx、VOC の精密測定と大気ラジカル測定装置の開発と大気環境測定に
関する研究
梶井 克純（京都大学大学院地球環境学堂および人間・環境学研究科）

大気環境学会 功労賞受賞者
自動車排出ガスの実態把握・対策評価研究と大気環境学会の運営に係る長年の功績
横田 久司（元（公社）大気環境学会事務局長）

大気環境学会 進歩賞受賞者
植物に対する微小粒子状物質とオゾンの影響に関する研究
山口 真弘（長崎大学 総合生産科学域）

論 文 賞
（最優秀論文賞）
バイオマス燃焼を排出源とする PM2.5 一次粒子の有機成分について［54 巻 4 号］
市川 有二郎，内藤 季和

（技術調査部門）
地下鉄構内空気中粒子状物質の特性調査［54 巻 1 号］
奥田 知明，坂出 壮伸，岩田 歩，藤原 基

（ノート・速報部門）
都市圏周辺のオゾン濃度変化と NO タイトレーション（⾸都圏を中心に）［54 巻 5 号］
吉⾨ 洋

（学生・若手部門）
粒子状有機硝酸連続測定装置の開発［54 巻 6 号］
向井 智樹，松本 淳，定永 靖宗

（AJAE 部門）
Potential Diversified Transportation Energy Mix Solutions for the ASEAN Countries [AJAE
Vol. 13, No. 1]
Kazutaka Oka, Wataru Mizutani, Shoichi Ichikawa
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特別集会
特別集会 1

気候変動の対策と自治体の対策について

日時・会場 ： 誌上開催
世 話 人 ： 栗林 正俊（長野県環境保全研究所），野口 泉（北海道立総合研究機構）
講

演 ：
1. 気候変動適応法と国立環境研究所の役割
藤田 知弘（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 1），井手 玲子 1），浜田 崇 2）
（1. 国立環境研究所，2. 長野県環境保全研究所）
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（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，濱原 和広，芥川 智子，山口 高志，鈴木 啓明，長谷川 祥樹，小野 理
（北海道立総合研究機構）
5. 気候変動と感染症
橋爪 真弘（東京大学）
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特別集会 2

HOx ラジカルが駆動する酸化反応により揮発性炭化水素から生成される
エアロゾル

日

時 ： 令和 2 年 9 月 18 日（金）13 : 30～16 : 00

会

場 ： web 開催

世話人 ： 梶井 克純（京都大学，国立環境研究所），村野 健太郎（京都大学）
座

長 ： 坂本 陽介（京都大学，国立環境研究所），河野 七瀬（京都大学），村野 健太郎（京都大学）

講

演 ：
1. VOC 多成分分析及び発生源寄与推定
福﨑 有希子（横浜市環境科学研究所）
2. 植物起源揮発性炭化水素研究のレビュー
谷 晃（静岡県立大学）
3. 大気中における HOx ラジカル反応性観測および揮発性炭化水素との反応経路の定量的評価
手法の開発
河野 七瀬（京都大学），黎 珈汝（京都大学），周 俊（京都大学），坂本 陽介（京都大学，
国立環境研究所），梶井 克純（京都大学，国立環境研究所）
4. HOx 反応性観測を基にしたエアロゾル−オゾン生成間相互作用に関する研究
坂本 陽介（京都大学，国立環境研究所），周 俊（京都大学），河野 七瀬（京都大学），
梶井 克純（京都大学，国立環境研究所）
5. 森林大気における植生起源有機エアロゾルのフィールド観測研究
宮﨑 雄三（北海道大学）
6. HOx ラジカル暴露によるα-ピネン由来二次有機エアロゾルの不均一過程
佐藤 圭（国立環境研究所），藤谷 雄二（国立環境研究所）
，中山 智喜（長崎大学），
サティアムールティ ラーマサーミ（国立環境研究所），森野 悠（国立環境研究所），
梶井 克純（京都大学，国立環境研究所）
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分科会
分科会 1

酸性雨分科会

テーマ ： 山岳・高山地域における湿性沈着・乾性沈着調査・研究
日

時 ： 2020 年 9 月 16 日（水）15 : 00～17 : 00

会

場 ： web 開催

世話人 ： 藍川 昌秀（北九州市立大学），井上 智博（千葉県環境研究センター），岩崎 綾（沖縄
県衛生環境研究所），大原 真由美（元・広島県立総合技術研究所保健環境センター），
木戸 瑞佳（富山県環境科学センター），佐藤 啓市（（一財）日本環境衛生センターアジ
ア大気汚染研究センター），武 直子（新潟県保健環境科学研究所），堀江 洋佑（兵庫県・
淡路県民局），松本 利恵（埼玉県環境科学国際センター），皆巳 幸也（石川県立大学），
山口 高志（（地独）北海道立総合研究機構環境）
座

長 ： 山口 高志（（地独）北海道立総合研究機構環境）

講

演 ：
1. 高山地点測定局における大気成分（ガス・粒子），降水成分濃度の特徴
佐藤 啓市（アジア大気汚染研究センター）
2. 立山における霧水，降水および積雪中の化学成分の特徴
渡辺 幸一（富山県立大学）
3. 世界遺産・富士山頂で地球大気環境を調べる：雲水化学観測を中心に，最近の大気中マイ
クロプラスチックまで
大河内 博（早稲田大学理工学術院）
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分科会 2

室内環境分科会

テ ー マ ： 新型コロナウイルスの感染対策と室内環境
会

場 ： web 開催

世 話 人 ： 篠原 直秀（産業技術総合研究所），青柳 玲児（株式会社ガステック），池田 四郎
（株式会社ガステック），石坂 閣啓（愛媛大学），光崎 純（製品評価技術基盤機構），
野口 美由貴（成蹊大学），水越 厚史（近畿大学）
座

長 ： 青柳 玲児（株式会社ガステック）

講

演 ：
1. 新型コロナウイルス感染に関連する室内空気中の挙動に関する既往研究について
篠原 直秀（産業技術総合研究所，（一社）室内環境学会化学物質分科会）
2. 新型コロナウイルスの多経路曝露からの感染リスクのモデリング
水越 厚史，中間 千香子，奥村 二郎，東 賢一
（近畿大学医学部環境医学・行動科学教室）
3. 職場の共有スペースにおける手指消毒による気中エタノール濃度の変化
池田 四郎 1, 2），青柳 玲児 1）
（1. 株式会社ガステック，2.（一社）室内環境学会化学物質分科会）
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分科会 3

健康影響分科会

テ ー マ ： 大気環境と感染症
日時・会場 ： 誌上開催
世 話 人 ： 伊藤 剛（（一財）日本自動車研究所），定金 香里（大分看護科学大学），
上田 佳代（京都大学）
講

演 ：
1. 長距離輸送されるバイオエアロゾルが及ぼすヒト健康影響
○牧 輝弥 1），市瀬 孝道 2），定金 香里 2），能田 淳 3），御手洗 聡 4），森本 耕三 4），
川下 理日人 1）
（1. 近畿大学，2. 大分看護科学大学，3. 酪農学園大学，4. 結核研究所）
2. 越境大気汚染と感染症推移の考察とマスク着用による個人防護効果
○大西 一成（聖路加国際大学公衆衛生大学院環境保健学分）
3. 大気汚染，および喫煙曝露と呼吸器感染症
○石井 幸雄（筑波大学医学医療系，同附属病院土浦市地域臨床教育センター）
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分科会 4

臭気環境分科会

テ ー マ ： 臭気対策行政の最新動向
日時・会場 ： 誌上開催
世 話 人 ： 樋口 隆哉（山口大学），上野 広行（公益財団法人東京都環境公社東京都環境科学研
究所），佐藤 博（長崎国際大学），重岡 久美子（公益社団法人におい・かおり環境協会），
祐川 英基（祐川臭気コンサルタント事務所），樋口 能士（立命館大学），増田 淳二
（大阪市立環境科学研究センター）
座

長 ： 樋口 隆哉（山口大学）

講

演 ：
1. 最近の悪臭防止行政の動向と取組
東 利博（環境省水・大気環境局大気生活環境室）
2. 特定悪臭物質の炭化水素類の一斉分析法の検討内容と分析におけるポイント
榎本 長蔵（株式会社環境管理センター）
3.「飲食業の方のための臭気対策マニュアル」の改訂のためのアンケート調査結果
重岡 久美子（公益社団法人におい・かおり環境協会）
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分科会 5

都市大気エアロゾル分科会

テ ー マ ： 大気エアロゾルの粒径を改めて考える
日時・会場 ： 誌上開催
世 話 人 ： 長谷川 就一（埼玉県環境科学国際センター）
座

長 ： 長谷川 就一（埼玉県環境科学国際センター）

講

演 ：
1. ガス・微小粒子・粗大粒子同時測定による無機イオン成分の動態
速水 洋（早稲田大学）
2. PM1 の長期観測から見えたこと～PM2.5，SPM との比較から～
米持 真一（埼玉県環境科学国際センター）
3. 自動車排ガス由来の超微小粒子について
藤谷 雄二（国立環境研究所）
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分科会 6

大気環境モデリング分科会

テ ー マ ： 2020 年船舶燃料油硫黄分の規制強化から期待される大気質改善効果
日時・会場 ： 誌上開催
世 話 人 ： 櫻井 達也（明星大学），速水 洋（早稲田大学），板橋 秀一（電力中央研究所），
嶋寺 光（大阪大学）
座

長 ： 櫻井 達也（明星大学）

講

演 ：
1. 2020 年船舶燃料油硫黄分規制強化による SOx・PM 排出量削減効果の算定
○櫻井 達也，伊藤 美羽（明星大学）
2. 船舶周辺の動向 燃料性状予測および大気汚染物質排出量に与える影響について
○華山 伸一（日本海事協会）
3. C 重油及び A 重油使用時の船舶から排出される PM の実船観測
○中坪 良平 1, 2），高石 豊 1），松村 千里 1），平木 隆年 1），大下 佳恵 1），羽賀 雄紀 1），
今 吾一 3），楠 将史 3），吉田 明輝 3），速水 健斗 3），浅川 大地 4），岡村 秀雄 5）
（1. 兵庫県環境研究センター，2. 兵庫県農政環境部管理局整備課，3. 海技教育機構，
4. 大阪市立環境科学研究センター，5. 神戸大学内海域環境教育研究センター）
4. 観測データに基づく瀬戸内地域における PM2.5 濃度特性の解析
○荒木 真，嶋寺 光（大阪大学）
5. 高解像度衛星計測から見た瀬戸内地域の PM2.5 大気汚染状況の変化
○板橋 秀一 1），速水 洋 2），嶋寺 光 3），荒木 真 3），櫻井 達也 4）
（1. 電力中央研究所，2. 早稲田大学，3. 大阪大学，4. 明星大学）
6. 瀬戸内地域でとらえた船舶燃料油規制強化前後の大気質の変化
○速水 洋 1），板橋 秀一 2），中村 篤博 3），金澤 啓三 4），伊藤 武志 5），高木 洋 5）
（1. 早稲田大学，2. 電力中央研究所，3. 日本大学，4. 香川高専，5. 弓削商船高専）
7. 瀬戸内地域におけるモデル解析から見る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 1），荒木 真 1），櫻井 達也 2），茶谷 聡 3），板橋 秀一 4），速水 洋 5）
（1. 大阪大学，2. 明星大学，3. 国立環境研究所，4. 電力中央研究所，5. 早稲田大学）
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分科会 7

環境大気モニタリング分科会（全国環境研協議会共催）

テ ー マ ： 2020 東京オリンピックと大気環境
日時・会場 ： 誌上開催
世 話 人 ： 齊藤 伸治（（公財）東京都環境公社 東京都環境科学研究所），島田敦之（香川県環境
保健研究センター）
座

長 ： 中嶋 吉弘（東京農工大学）

講

演 ：
1. 東京都の夏季における大気汚染物質の挙動
齊藤 伸治（（公財）東京都環境公社 東京都環境科学研究所）
2. 光化学 Ox 汚染の傾向と予測
吉⾨ 洋（産業技術総合研究所）
3. 暑さ指数（WBGT）の活用について
永田 佳之（環境省 水・大気環境局 大気環境課大気生活環境室）
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分科会 8

放射性物質動態分科会

テ ー マ ： 東京電力福島第一原子力発電所事故による大気環境汚染のこれまでとこれから
日

時 ： 2020 年 9 月 16 日（水）10 : 00～12 : 00

会

場 ： web 開催

世 話 人 ： 五十嵐 康人（京都大学 複合原子力科学研究所）
，井上 智博（千葉県環境研究セン
ター），大河内 博（早稲田大学 理工学術院），大原 利眞（国立環境研究所 福島支部），
梶野 瑞王（気象研究所 環境・応用気象研究部），堅田 元喜（茨城大学 地球変動適応
科学研究機関），兼保 直樹（産業技術総合研究所 環境管理技術研究部⾨），篠原 直
秀（産業技術総合研究所 安全科学研究部⾨），反町 篤行（福島県立医科大学 総合科
学教育研究センター），鶴田 治雄（リモート・センシング技術センター），森口 祐一
（国立環境研究所），森野 悠（国立環境研究所 地域環境研究センター），渡邊 明（気
候変動研究所）
座

長 ： 渡邊 明（気候変動研究所）

講

演 ：
1. SPM テープろ紙の分析からわかった事故後初期の大気中放射性物質の動態
鶴田 治雄（リモート・センシング技術センター）
2. 大気輸送沈着モデルを用いた事故後初期の甲状腺被ばく線量推計と課題
大原 利眞（国立環境研究所 福島支部）
3. 大気へ放出された放射性物質の物理・化学性状と生態学的再浮遊過程
五十嵐 康人（京都大学 複合原子力科学研究所）
4. 地表面に沈着した放射性セシウムの再飛散フラックス測定の試み
反町 篤行（福島県立医科大学 総合科学教育研究センター）
5. 放射性物質の降下量変動
渡邊 明（気候変動研究所）
6. 放射性物質の沈着メカニズムと再浮遊・再沈着におけるエアロゾル微物理特性の重要性と
未解明性
梶野 瑞王（気象研究所 全球大気海洋研究部）
7. 放射性物質に関する自治体でのモニタリング
井上 智博（千葉県環境研究センター）
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一般研究発表

講演一覧

光化学オキシダント/VOC
埼玉県内の時間値データに基づく光化学オキシダント ○市川有二郎・佐坂公規・野尻喜好・長谷川就一・米持真一（埼玉県環
境科学国際センター）

O-A-001 とその前駆物質の地域的・時間的関係性について

埼玉県内の時間値データに基づく光化学オキシダント ○市川有二郎・佐坂公規・野尻喜好・長谷川就一・米持真一（埼玉県環
境科学国際センター）

O-A-002 と気象要素の地域的・時間的関係性について

O-A-003 光化学オゾンの夏季高濃度と気温の相関をどう見るか ○吉門 洋（産業技術総合研究所）
東京五輪の交通規制試行による NOx・NMHC の変化

O-A-004 と夏季の光化学オキシダントの事例解析

○長谷川就一（埼玉県環境科学国際センター）

ドローン（UAV）を活用した上空 1000m の O3 の終夜 ○米持真一（埼玉県環境科学国際センター）
・山本祐志・Right Kristopher
（グリーンブルー株式会社）

O-A-005 計測

群馬県における近年の光化学オキシダント濃度の季節 ○坂本祥一・熊谷貴美代・田子 博（群馬県衛生環境研究所）
・菅田誠治（国
立研究開発法人国立環境研究所）

O-A-006 性の変化

2019 年 5 月における高濃度光化学オキシダント事象に

O-A-007 ついて

富山県における地上および上空の過酸化水素とホルム

O-A-008 アルデヒド濃度の測定（Ⅱ）

○小原幸敏・池田有里・園山隼人・藤原 誠（島根県保健環境科学研究所）
○渡辺幸一・長堀 友・楊 柳・尾形佳行・中村 賢・大谷拓也（富山県立大学）

O-A-009

○黎 珈汝・河野七瀬（京都大学）
・坂本陽介（京都大学/国立環境研究所）
・
周 俊・村野健太郎・小野夏樹・白 羽（京都大学）
・定永靖宗（大阪府立大学）
・
沿岸工業地域における夏季の総 OH 反応性測定、横浜
中嶋吉弘（東京農工大学）
・福崎有希子・小宇佐友香（横浜市環境科学研
大気環境観測、2019
究所）
・佐藤 圭・Sathiyamurthi Ramasamy・吉野彩子・高見昭憲（国立
環境研究所）
・中山智喜（長崎大学）
・梶井克純（京都大学/国立環境研究所）

O-A-010

○福崎有希子・小宇佐友香（横浜市環境科学研究所）
・河野七瀬・周 俊・
黎 珈汝・小野夏樹・白 羽（京都大学）
・坂本陽介（京都大学/国立環境研
多数の組成データを用いた大気汚染物質の発生源寄与
究所）
・定永靖宗（大阪府立大学）
・中嶋吉弘（東京農工大学）
・佐藤 圭・
解析、横浜大気環境観測、2019
Ramasamy Sathiyamurthi・吉野彩子・高見昭憲（国立環境研究所）
・中
山智喜（長崎大学）
・梶井克純（京都大学/国立環境研究所）

O-A-011

○野尻亮太・定永靖宗・向井智樹・大原 和（大阪府立大学）
・河野七瀬・
周 俊・黎 珈汝・小野夏樹・白 羽（京都大学）
・坂本陽介（京都大学/国
オゾン光化学生成速度直接測定によるオゾン生成レ 立環境研究所）
・福﨑有希子・小宇佐友香（横浜市環境創造局環境科学研
ジーム判定、横浜大気環境観測、2019
究所）
・中嶋吉弘（東京農工大学）
・佐藤 圭・Ramasamy Sathiyamurthi・
吉野彩子・高見昭憲（国立環境研究所）
・中山智喜（長崎大学）
・松岡雅也（大
阪府立大学）
・梶井克純（京都大学/国立環境研究所）

O-A-012

○中嶋吉弘（東京農工大学）
・小宇佐友香・福﨑有希子（横浜市環境創造
局環境科学研究所）
・周 俊・黎 珈汝・小野夏樹・白 羽・河野七瀬（京都大学）
・
ホルムアルデヒド・グリオキサールの集中観測、横浜
坂本陽介（京都大学/国立環境研究所）
・定永靖宗（大阪府立大学）
・佐藤
大気環境観測、2019
圭・Ramasamy Sathiyamurthi・吉野彩子・高見昭憲（国立環境研究所）
・
中山智喜（長崎大学）
・梶井克純（京都大学/国立環境研究所）

O-A-013

○中山智喜・上野祐莉子
（長崎大学）
・佐藤 圭・Ramasamy Sathiyamurthi
（国
立環境研究所）
・福﨑有希子・小宇佐友香（横浜市環境科学研究所）
・河
レーザー吸収分光法による気相アンモニアの連続測
野七瀬・周 俊（京都大学）
・坂本陽介（国立環境研究所/京都大学）
・定永
定、横浜大気環境観測、2019
靖宗（大阪府立大学）
・中嶋吉弘（東京農工大学）
・吉野彩子・高見昭憲（国
立環境研究所）
・梶井克純（国立環境研究所/京都大学）

O-A-014

○蓮沼英樹（環境情報科学センター/兵庫医科大学）
・Martinez Rivera
Liliana（環境情報科学センター/法政大学大学院公共政策研究科）
・会津賢
治・小池佳寛・小林弘里・渋谷 潤（環境情報科学センター）
・板野泰之（大
諸外国の光化学オキシダント対策に関するレビュー
阪市立環境科学研究センター）
・茶谷 聡（国立環境研究所地域環境研究セ
（第 2 報）
ンター）
・長谷川就一（埼玉県環境科学国際センター）
・山神真紀子（名古
屋市環境科学調査センター）
・星 純也（公益財団法人東京都環境公社東京
都環境科学研究所）
○藤村直哉・林 流星・迫 琢磨・武田正斗・角田浩基・矢崎 彰（大阪府
立高津高等学校）

O-A-015 太陽光照射下で進むラジカル反応の研究

植物起源 VOC を用いたクリーギー中間体の大気オゾ ○能村弦太（東京大学大学院新領域創成科学研究科）
・秦 寛夫（東京都環
境科学研究所）
・戸野倉賢一（東京大学大学院新領域創成科学研究科）

O-A-016 ン生成への影響評価

島根県における揮発性有機化合物（VOC）の濃度挙動

O-A-017 について

さいたま市における VOC の毎時測定データを用いた

O-A-018 平日と週末の違いについて

○園山隼人・池田有里・小原幸敏・藤原 誠（島根県保健環境科学研究所）
○鈴木隆仁・城 裕樹（さいたま市健康科学研究センター）

アカマツからの一次放出ガス中における各揮発性有機 ○坂本陽介（京都大学/国立環境研究所）
・岸本伊織（京都大学）
・梶井克
純（京都大学/国立環境研究所）

O-A-019 化合物の総 OH 反応性への寄与
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O-A-020 温暖化が植生の BVOC 放出に及ぼす影響

○奥村智憲（大阪府立環境農林水産総合研究所）
・小杉緑子（京都大学）

多孔質 PTFE チューブと UV/ 超音波ミストを用いた

O-A-021 空気浄化手法

○関口和彦・竹村草太（埼玉大学大学院理工学研究科）

ファインバブル発生器を用いた VOC ガスの液相捕捉 ○関口和彦・改發彬浩（埼玉大学大学院理工学研究科）
・安井文男（株式
会社テクノ菱和）

O-A-022 技術

乳牛舎から排出される揮発性有機化合物－科学的特徴

O-A-023 と畜舎内空気に含まれる揮発性有機化合物への排出源 ○相澤有香・宮崎あかね（日本女子大学）・田中伸幸（電力中央研究所）
の寄与
（2）
－

○高取惇哉（滋賀県琵琶湖環境科学研究センター）
・三田村徳子（滋賀県
衛生科学センター）
・江下 舞・南 真紀・瀧野昭彦（滋賀県琵琶湖環境科
学研究センター）

O-A-024 滋賀県の VOC 濃度に対する越境輸送の影響

東京都内における VOC 個別成分濃度の空間的・時間 ○星 純也・國分優孝・高橋和清（
（公財）
東京都環境公社 東京都環境科学
研究所）
・茶谷 聡（国立環境研究所）

O-A-025 的変動の解析（1）都内 5 地点における VOC 観測結果

東京都内における VOC 個別成分濃度の空間的・時間 ○茶谷 聡（国立環境研究所）
・國分優孝・高橋和清・星 純也（
（公財）東
京都環境公社 東京都環境科学研究所）

O-A-026 的変動の解析（2）シミュレーションによる再現性検証

粒子状物質1（分析・測定手法）
反応性窒素酸化物自動計測器（NA-724）を用いたガ ○中川修平・山村由貴・力 寿雄・濱村研吾（福岡県保健環境研究所）
・菅
田誠治（国立環境研究所）

O-B-001 ス状硝酸の観測及び検証

高時間分解能観測による九州北部への HNO3 輸送事例 ○山村由貴・濱村研吾・力 寿雄・中川修平（福岡県保健環境研究所）
・菅
田誠治（国立環境研究所）

O-B-002 の解析

4 段フィルターパック法における粒子状硝酸塩濃度の

O-B-003 粒径分離推定手法の開発

PM2.5 自動測定機ろ紙を用いた PM2.5 中の無機イオン

○小澤茉由子・松田和秀（東京農工大学大学院農学府）

O-B-004 成分分析

○弓場彬江・箕浦宏明（アジア大気汚染研究センター）

O-B-005 PM2.5 自動測定機の精度管理について

○内藤季和（元千葉県環境研究センター）
・石原 健・石井克巳（千葉県環
境研究センター）

ニューラルネットワークを用いた簡易 PM2.5 計測器の

O-B-006 データ補正について -2-

○久恒邦裕（名古屋市環境科学調査センター）

O-B-007 測定局における PM2.5 と SPM 測定値の関係について

○田村憲治（国立環境研究所）
・原 邦夫（産業医科大学）
・佐々木俊介（早
稲田大学）
・苅田香苗（杏林大学）
・矢野栄二（帝京大学）

PM

O-B-008 影響2.5

の捕集時間の違いが有機成分の測定値に与える

○池盛文数（名古屋市環境科学調査センター）
・齊藤伸治（東京都環境科
学研究所）
・長谷川 瞳（名古屋市環境科学調査センター）
・菅田誠治（国
立環境研究所）

2019 年 に 長 崎 で 観 測 さ れ た 大 気 中 フ ミ ン 様 物 質 ○高尾雄二・前崎風河・久保 隆（長崎大学環境科学部）
・BAI Wenzhi（同
大学院水産・環境科学総合研究科）
・長江真樹（長崎大学環境科学部）

O-B-009 （HULIS）の季節変動と起源推定

粒子状物質2（現象解明・事例解析）
O-C-001 変動

○大塚英幸・秋山雅行（北海道立総合研究機構 産業技術環境研究本部 エ
ネルギー・環境・地質研究所）
・向井人史・橋本 茂・笹川基樹（国立環境
研究所 地球環境研究センター）

O-C-002 大気エアロゾル硫酸塩の季節変化パターンについて

○伊藤憲男・溝畑 朗（大阪府立大学）

北海道の清浄地域における SPM 中無機元素の長期

2020 年 2 月～4 月の名古屋市における PM2.5 濃度の

O-C-003 低下

○山神真紀子・池盛文数・久恒邦裕（名古屋市環境科学調査センター）

新型コロナウイルス感染症流行期の長野県の大気汚染 ○中込和徳・山本明彦・町田 哲・原田 勉・池田友洋・掛川英男（長野県
環境保全研究所）

O-C-004 状況

関東甲信静における PM2.5 のキャラクタリゼーション

O-C-005 （第 11 報）

千葉県における PM

高濃度事例の自動測定機テープ

2.5
O-C-006 試料を用いた成分分析

PM2.5 成分濃度調査結果による東京周辺での国内影響

O-C-007 の推定
O-C-008

○佐藤翔大（栃木県保健環境センター 大気環境部）
○石井克巳（千葉県環境研究センター）
○岩本真二・日下部正和・村嶋暁子（日本環境衛生センター西日本支局）

○松本弘子（福岡市保健環境研究所）
・大河原龍馬（山形県環境科学研究
センター）
・小原幸敏・藤原 誠（島根県保健環境科学研究所）
・岡本利洋（山
気象的要因に着目した広域的な PM2.5 高濃度事例の
口県環境保健センター）
・長谷川就一（埼玉県環境科学国際センター）
・早
解析
崎将光（一般財団法人日本自動車研究所）
・清水 厚・菅田誠治（国立研究
開発法人国立環境研究所）
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O-C-009

○石原 健・石井克巳（千葉県環境研究センター）
・吉田実希・杉本恭利（奈
気象的要因に着目した大都市圏における PM2.5 高濃度 良県景観・環境総合センター）
・平野真弘・佐藤翔大（栃木県保健環境セ
事例の解析
（1）
ンター）
・長谷川就一（埼玉県環境化学国際センター）
・早崎将光（一般財
団法人日本自動車研究所）
・菅田誠治（国立研究開発法人国立環境研究所）

O-C-010

○吉田実希・杉本恭利（奈良県景観・環境総合センター）
・平野真弘・佐
藤翔大（栃木県保健環境センター）
・石原 健・石井克巳（千葉県環境研究
気象的要因に着目した大都市圏における PM2.5 高濃度
センター）
・長谷川就一（埼玉県環境科学国際センター）
・早崎将光（一般
事例の解析
（2）
財団法人日本自動車研究所）
・菅田誠治（国立研究開発法人国立環境研究
所）

O-C-011

○池盛文数（名古屋市環境科学調査センター）
・大塚英幸（
（地独）北海
気 象 的 要 因 に 着目し た 越 境 汚 染・ 地 域 汚 染 複 合 型 道立総合研究機構）
・長谷川就一（埼玉県環境科学国際センター）
・早崎将
PM2.5 高濃度事例の解析
光（一般財団法人日本自動車研究所）
・清水 厚・菅田誠治（国立研究開発
法人国立環境研究所）
福井市における 2019 年秋季の PM2.5 成分の周辺環境に

O-C-012 よる特徴について

○岡 恭子・川村恭平・小山幸男（福井県衛生環境研究センター）

福岡市における二次無機粒子成分のガス・粒子濃度の ○高橋克行・吉村有史・飯野翔太・柴崎みはる・村嶋暁子・日下部正和・
岩本真二（日本環境衛生センター）

O-C-013 自動連続測定結果の解析

O-C-014

○森兼祥太（徳島県立保健製薬環境センター）
・紺田明宏（愛媛県立衛生
環境研究所）
・浅川大地（大阪市環境科学研究センター）
・竹本光義（広島
四国地方の中央構造線に沿った PM2.5 近距離輸送の 県立総合技術研究所保健環境センター）
・中川修平（福岡県保健環境研究
解析
所）
・久保智子（兵庫県環境研究センター）
・牧原秀明（愛知県環境調査セ
ンター）
・藍川昌秀（北九州市立大学）
・菅田誠治（国立研究開発法人国立
環境研究所）

O-C-015

○竹本光義・久保田 光（広島県立総合技術研究所保健環境センター）
・牧
原秀明（愛知県環境調査センター）
・山神真紀子（名古屋市環境科学調査
センター）
・山本真緒（奈良県景観・環境総合センター）
・上野智子（和歌
瀬戸内海沿岸地域における PM2.5 高濃度事例に関する 山県環境衛生研究センター）
・浅川大地（大阪市立環境科学研究センター）
・
考察（2017 年夏季及び 2018 年夏季）
久保智子（兵庫県環境研究センター）
・中野温郎（岡山県美作県民局地域
政策部）
・森兼祥太（徳島県立保健製薬環境センター）
・紺田明宏（愛媛
県立衛生環境研究所）
・中川修平（福岡県保健環境研究所）
・藍川昌秀（北
九州市立大学）
・菅田誠治（国立研究開発法人国立環境研究所）

O-C-016

○中川修平（福岡県保健環境研究所）
・浅川大地（大阪市立環境科学研究
センター）
・紺田明宏（愛媛県立衛生環境研究所）
・森兼祥太（徳島県立保
2017 年夏季及び 2018 年夏季における瀬戸内海周辺の 健製薬環境センター）
・竹本光義（広島県立総合技術研究所保健環境セン
PM2.5 高濃度事例の解析
ター）
・久保智子（兵庫県環境研究センター）
・牧原秀明（愛知県環境調査
センター）
・西村佳恵（岡山県環境保健センター）
・藍川昌秀（北九州市立
大学）
・菅田誠治（国立環境研究所）

O-C-017

○浅川大地（大阪市立環境科学研究センター）
・牧原英明（愛知県環境調
査センター）
・久保智子（兵庫県環境研究センター）
・西村佳恵（岡山県環
2018 年 5 月の瀬戸内地域 PM2.5 高濃度事例の特徴と要 境保健センター）
・竹本光義（広島県立総合技術研究所保健環境センター）
・
因：前駆体ガス濃度の日変動からの考察
森兼祥太（徳島県立保健製薬環境センター）
・紺田明宏（愛媛県立衛生環
境研究所）
・中川修平（福岡県保健環境研究所）
・藍川昌秀（北九州市立
大学）
・菅田誠治（国立環境研究所）
春季と夏季の瀬戸内海沿岸部における大気エアロゾル ○中村篤博（日本大学 生物資源科学部）
・金澤啓三（香川高等専門学校
情報工学科）

O-C-018 中の窒素成分の変動

森林域における大気エアロゾル及びガス態アミン化合 ○桑原智大（山梨大学大学院）
・平井亜季（山梨大学生命環境学部）
・松
本 潔（山梨大学大学院）
・中野隆志（富士山科学研究所）

O-C-019 物の濃度変動
PM

及び PM

の成分分析による、PM2.5 高濃度事例

1.0
2.5
O-C-020 における発生源寄与の推定

東京都における大気中超微小粒子について－秋季の

O-C-021 データを中心に－

季節および流入経路別に見た PM1 と PM2.5 の存在比率

O-C-022 比較

○鶴丸 央・齊藤伸治（
（公財）
東京都環境公社 東京都環境科学研究所）
○釜谷光保・鶴丸 央（
（公財）
東京都環境公社 東京都環境科学研究所）
○城 裕樹・小山佑介（さいたま市健康科学研究センター）

○佐坂公規（埼玉県環境科学国際センター/埼玉大学大学院理工学研究
埼 玉 県 内 の 都 市部/郊 外 部 に お け る 2016 年 夏 季 の 科）
・王 青躍（埼玉大学大学院理工学研究科）
・箕浦宏明（一般財団法人
日本環境衛生センター アジア大気汚染研究センター）
・坂本和彦（埼玉大
学名誉教授）

O-C-023 PM 中の炭素成分（炭素 -14、EC、OC）の特徴
2.5

O-C-024 PM2.5 中の微生物を走査型電子顕微鏡で観察してみた ○石割隼人・武田麻由子（神奈川県環境科学センター）
流通反応器を用いた野焼き排気由来二次粒子生成能の ○藤谷雄二・佐藤 圭（国立環境研究所）
・池盛文数（名古屋市環境科学調
査センター）
・森野 悠（国立環境研究所）

O-C-025 評価

O-C-026 固定燃焼発生源からの凝縮性粒子の排出量推計

○森野 悠・茶谷 聡・田邊 潔・藤谷雄二（国立環境研究所）
・高橋克行（日
本環境衛生センター）
・佐藤 圭（国立環境研究所）
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関東地域の都市、郊外、森林地点における PM2.5 有機

O-C-027 マーカーの昼夜別観測

○熊谷貴美代・齊藤由倫・田子 博（群馬県衛生環境研究所）
・渡邊雅子・
飯島明宏（高崎経済大学）
・星 純也・齊藤伸治（東京都環境科学研究所）
・
森野 悠（国立環境研究所）

PMF モデルを用いた有機エアロゾルの寄与推計 関東 ○飯島明宏・渡邊雅子（高崎経済大学）
・熊谷貴美代・齊藤由倫・田子 博

O-C-028 地域の都市、郊外、森林地点における PM2.5 昼夜別観 （群馬県衛生環境研究所）・星 純也・齊藤伸治（東京都環境科学研究所）・
測をもとに

佐藤 圭・森野 悠（国立環境研究所）

2019 年 5 月の PM2.5 及び光化学オキシダント高濃度事 ○池盛文数（名古屋市環境科学調査センター）
・齊藤伸治（東京都環境科

O-C-029 例における PM2.5 中人為起源 SOA トレーサー成分の 学研究所）・長谷川 瞳（名古屋市環境科学調査センター）・菅田誠治（国
時間変動

O-C-030

立環境研究所）

○佐藤啓市（アジア大気汚染研究センター）
・開田有葉（新潟大学農学部）
・
日本 海 側 郊 外 測 定 局に おける有 機 マーカー 観 測と 高橋 司・霍 銘群・箕浦宏明・松谷 亮・弓場彬江・二見真理・桐山悠祐・
PM2.5 発生源解析
長谷川真梨子・小竹佑佳（アジア大気汚染研究センター）
・中田 誠（新潟
大学農学部）

O-C-031 PMF 法での PM2.5 発生源寄与推定結果の再配分

○岩本真二・日下部正和・村嶋暁子（日本環境衛生センター西日本支局）

O-C-032

○西村理恵（地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所）
・高岡
大（福井県衛生環境研究センター）
・寺本佳宏（三重県保健環境研究所）
・
奥野真弥（地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所）
・上野智
PMF 法による PM2.5 の発生源寄与解析において同一解 子（和歌山県環境衛生研究センター）
・小松寛卓（高知県衛生環境研究所）
・
を得るための検討
前田卓磨（長崎県環境保健研究センター）
・伊東矢顕（大分県衛生環境研
究センター）
・田知行紘太（鹿児島県環境保健センター）
・山口新一（北九
州市保健環境研究所）
・池盛文数（名古屋市環境科学調査センター）
・菅田
誠治（国立研究開発法人国立環境研究所）

O-C-033

○小原大翼（熊本県保健環境科学研究所）
・古澤尚英（熊本県環境生活部
熊本県内における PM2.5 モニタリングネットワークの 環境局環境保全課/熊本県人吉保健所）
・豊永悟史（熊本県環境生活部環境
効率化手法の検討
（Ⅰ）
：Regression Kriging 法による 局環境保全課/熊本県阿蘇保健所）
・荒木 真（大阪大学工学研究科）
・山本
空間濃度分布推定
裕典（熊本県保健環境科学研究所/熊本県環境センター）
・山崎文雅（熊本
県保健環境科学研究所）
・矢野弘道（熊本県環境生活部環境局環境保全課）

O-C-034

○古澤尚英（熊本県環境生活部環境局環境保全課/熊本県人吉保健所）
・小
熊本県内における PM2.5 モニタリングネットワークの 原大翼（熊本県保健環境科学研究所）
・豊永悟史（熊本県環境生活部環境
効率化手法の検討
（Ⅱ）
：効率化の検討対象となる測定 局環境保全課/熊本県阿蘇保健所）
・荒木 真（大阪大学工学研究科）
・山本
局判別方法の開発
裕典（熊本県保健環境科学研究所/熊本県環境センター）
・山崎文雅（熊本
県保健環境科学研究所）
・矢野弘道（熊本県環境生活部環境局環境保全課）
微小粒子状物質（PM2.5）成分の測定局間相関の空間

O-C-035 規模

寒候期の気温逆転層形成時の PM2.5 鉛直分布とその時

O-C-036 間変化のドローン観測

都市トンネル内外空気中における浮遊粒子の変質：中

O-C-037 国深圳市の観測事例

仙台市地下鉄構内移動及び乗車時の粒子状物質分布

O-C-038 調査

○菅田誠治・吉野彩子・高見昭憲（国立環境研究所）
○早崎将光・伊藤晃佳（一般財団法人 日本自動車研究所）
Hou Cong・Longyi Shao（中国 鉱 業 大 学 北 京 ）
・Wei Hu（ 天 津 大 学 ）
・
○張 代洲（熊本県立大学・環境共生学部）
・Chengmei Zhao・Jiaoping
Xin（中国鉱業大学北京）
・Xiaofeng Huang・Min Hu（北京大学）
○内田美穂（東北工業大学/東北大学大学院）

柔軟仕上げ剤を使用したクロスより空気中に放出され ○増満えみ（鳥取大学大学院 共同獣医学研究科）
・山本 海（空気汚染に
よる健康影響を考える会）

O-C-039 る微小粒子状物質の測定

酸性雨/沈着
中国香洲の pH 分布における pH5.6-6. の鋭いピークの

O-D-001 化学

○原 宏（東京農工大学 名誉教授）

日本で観測された高分解能降水データが示す酸性雨の ○加藤悠平（新潟大学大学院 自然科学研究科）
・大泉 毅・佐瀨裕之（ア
ジア大気汚染研究センター）
・中田 誠（新潟大学）

O-D-002 動態

ネットワーク観測（1990～2019 年）による首都圏酸性 ○田中 茂（慶應義塾大学理工学部）
・葛 永正・原 朋子（ST パートナーズ）
・
祐川湧哉（東京成徳大学高等学校）

O-D-003 雨の 30 年間の動向

O-D-004 立山・室堂平における霧水および降雨中の化学成分

○渡辺幸一・姫 玖玖・荒木幸洋・森 絢三郎（富山県立大学）
・加藤 咲・
朴木英治（富山市科学博物館）

O-D-005 全国酸性雨調査（109）－湿性沈着－

○久恒邦裕（名古屋市環境科学調査センター）
・山田大介（川崎市環境総
合研究所）
・牧原秀明（愛知県環境調査センター）
・大原真由美（大気環境
学会中国四国支部）
・上尾一之（環境省）

O-D-006

○岩崎 綾（沖縄県衛生環境研究所）
・濱村研吾（福岡県保健環境研究所）
・
全国酸性雨調査
（110）－フィルターパック法による粒 大小田修司（元鹿児島県環境保健センター）
・藍川昌秀（北九州市立大学）
・
子・ガス成分濃度－
向井人史（国立環境研究所［全国環境研協議会酸性雨広域大気汚染調査
研究部会］
）
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O-D-007

○山口高志（北海道立総合研究機構 エネルギー・環境・地質研究所）
・菊
全国酸性雨調査
（111）－乾性沈着（アンモニア濃度の 地優也（福島県環境創造センター）
・村野健太郎・徳地直子（京都大学）
・
パッシブ法と FP 法比較）
－
箕浦宏明（アジア大気汚染研究センター［全国環境研協議会 酸性雨広域
大気汚染調査研究部会］
）
○家合浩明（新潟県保健環境科学研究所）
・飯島 宏（島根県保健環境科学
研究所）
・尾川成彰（鳥取県衛生環境研究所）
・松田和秀（東京農工大学）
・
高石 豊・久保智子（兵庫県環境研究センター【全国環境研協議会 酸性雨
広域大気汚染調査研究部会】
）

O-D-008 全国酸性雨調査（112）－乾性沈着（沈着量の推計）－
千葉県における 2020 年冬季の粒子状 nss-SO42－ 及び

O-D-009 NH + 濃度の低下現象
4

冬季季節風時における降雪中非海塩起源硫酸イオン濃

O-D-010 度分布（1）

冬季季節風時における降雪中非海塩起源硫酸イオン濃

O-D-011 度分布（2）

スギ、コナラにおける大気－葉面間のアンモニアの交

O-D-012 換と濡れ性との関係

○横山新紀（千葉県環境研究センター）
○横山新紀（千葉県環境研究センター）
○横山新紀（千葉県環境研究センター）
○庭野元気（新潟大学）
・諸橋将雪・高橋雅昭・四柳宏基（アジア大気汚
染研究センター）
・松田和秀（東京農工大学）
・中田 誠（新潟大学）
・大泉
毅・佐瀨裕之（アジア大気汚染研究センター）

気温上昇に伴う大気中硝酸ガスおよび硝酸塩の沈着量 ○野口 泉・山口高志（
（地独）北海道立総合研究機構 エネルギー・環境・
地質研究所）

O-D-013 変化

O-D-014 大気由来の Ca や Cl の陸域生態系での役割
O-D-015

○佐瀨裕之・大泉 毅（アジア大気汚染研究センター）

○森岡知也（東京農工大学大学院農学府）
・反町篤行（福島県立医科大学
緩和渦集積法による東京郊外の森林におけるアンモニ
/東京農工大学大学院農学府）
・佐瀨裕之（アジア大気汚染研究センター）
・
ア交換フラックス
松田和秀（東京農工大学大学院農学府）
緩和渦集積法による長期観測に基づく森林における

O-D-016 NH フラックスへの影響因子
3

デニューダ・緩和渦集積法による長期観測に基づく森

O-D-017 林における硝酸ガス及び PM の沈着速度
2.5

○梅原実玖（東京農工大学大学院農学府）
・反町篤行（福島県立医科大学
/東京農工大学大学院農学府）
・佐瀨裕之（アジア大気汚染研究センター）
・
松田和秀（東京農工大学大学院農学府）
○徐 懋（東京農工大学大学院連合農学研究科）
・反町篤行（福島県立医科
大学/東京農工大学大学院連合農学研究科）
・松田和秀（東京農工大学大
学院連合農学研究科）

・反町篤行（福島県立医科大学
緩和渦集積法による長期観測に基づく森林における ○松本響子（東京農工大学大学院農学府）
/東京農工大学大学院農学府）
・松田和秀（東京農工大学大学院農学府）

O-D-018 PM 硫酸塩の沈着速度
2.5
O-D-019 の長期評価

○山賀桜子（東京農工大学大学院農学府）
・伴 聡美（日本環境衛生セン
ター）
・櫻井達也（明星大学）
・板橋秀一（電力中央研究所）
・松田和秀（東
京農工大学大学院農学府）

O-D-020 水溶性及び非水溶性有機態窒素の沈着

○松本 潔（山梨大学大学院総合研究部）
・坂田圭佑・渡辺悠也（山梨大学
生命環境学部）

日本の EANET 遠隔局における硫黄および窒素沈着量

石川県での冬季降水に含まれる微生物の簡易検出シー

O-D-021 トを用いた計測の試み

○皆巳幸也・根津大輝（石川県立大学）

放射性物質/有害化学物質
O-E-001

Cs の沈着量変動

○渡邊 明（気候変動研究所）

137

O-E-002 千葉県内のモニタリングポストにおける高線量事例（1） ○上治純子・根本創紀・井上智博（千葉県環境研究センター）
O-E-003 千葉県内のモニタリングポストにおける高線量事例（2） ○上治純子・根本創紀・井上智博（千葉県環境研究センター）
○反町篤行（福島県立医科大学/東京農工大学）
・松田和秀（東京農工大学）
・

O-E-004 ラドンを用いた冷温帯林におけるガス交換速度の測定 高木健太郎（北海道大学）
SPM テープろ紙の分析による福島原発事故後初期に

○鶴田治雄（RESTEC）
・大浦泰嗣（東京都立大学）
・海老原 充（早稲田大学）
・

O-E-005 おける放射性物質の関東地方から中部地方への輸送過 森口祐一（東京大学）・大原利眞・中島映至（国立環境研究所）
程の解明

川崎市における化学物質の大気中濃度推計に関する

O-E-006 検討

PRTR データを用いた化学物質の大気中濃度推計の精

O-E-007 度に関する検討

○金井正和・菊地美加・今村則子（川崎市環境局環境総合研究所）
・上仲
彩・上坂 弘・時岡泰孝・千室麻由子（川崎市環境局環境対策部）
・近藤啓
子・松崎 寿（独立行政法人 製品評価技術基盤機構）
○近藤啓子・松崎 寿（独立行政法人 製品評価技術基盤機構）
・金井正和・
菊地美加（川崎市環境局環境総合研究所）
・上仲 彩・上坂 弘・時岡泰孝（川
崎市環境局環境対策部）

O-E-008 柏崎市における大気中水銀の年乾性沈着量推計の試み ○福崎紀夫（新潟工科大学）
山間部および市街地での大気中ヘテロサイクリックア

O-E-009 ミン類濃度の季節変動

○高尾雄二（長崎大学環境科学部）
・久原憧子（同大学院水産・環境科学
総合研究科）
・久保 隆（長崎大学環境科学部）
・BAI Wenzhi（同大学院水
産・環境科学総合研究科）
・長江真樹（長崎大学環境科学部）
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大気粉じん中六価クロム化合物の測定結果に及ぼす誤 ○西村理恵・奥野真弥（地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研
究所）

O-E-010 差について

加熱脱離 GC/MS を用いた大気中及び PM2.5 中の有機

O-E-011 成分測定方法の検討

タイ農村の屋内バイオマス燃焼に由来する多環芳香族

O-E-012 炭化水素類の特性解析

○松谷 亮（アジア大気汚染研究センター）
○鳥羽 陽・Walaiporn Orakij（金沢大医薬保）
・Thaneeya Chetiyanukornkul
（チェンマイ大理）
・唐 寧（金沢大医薬保/金沢大環日本海域環境研究セ）
・
早川和一（金沢大環日本海域環境研究セ）

室内環境/沿道環境
O-F-001 乳牛舎内空気中の微生物濃度の特徴
O-F-002

○田中伸幸（電力中央研究所）
・相澤有香・宮崎あかね（日本女子大学）

○余田佳子（兵庫医科大学公衆衛生学）
・田村憲治（国立環境研究所）
・
空気清浄機の使用による屋内空気中エンドトキシン濃 足立 祥（エコチル調査兵庫ユニットセンター）
・大谷成人（兵庫医科大学
度の低減
公衆衛生学）
・中山祥嗣（国立環境研究所）
・島 正之（兵庫医科大学公衆
衛生学/エコチル調査兵庫ユニットセンター）

O-F-003 二酸化塩素ガス存在下での VOC ガスからの粒子生成

○関口和彦・中村駿太朗（埼玉大学大学院理工学研究科）

光触媒 LED 照明のフィールドにおける脱臭評価に関

O-F-004 する研究

連続測定データを用いた自動車からの NO2/NOx 排出

○中山貴博・浦川春樹・山川達也・馬場華奈子（長崎国際大学薬学部）
・
中村心一（さわせ薬局）
・野口美由貴（成蹊大学）
・辻 史郎（株式会社イ
ナヅマ電気工事）
・佐藤 博・小川由起子（長崎国際大学薬学部）

O-F-005 比推定にかかる課題

○板野泰之（大阪市立環境科学研究センター）
・和田龍一（帝京科学大学）

O-F-006 住宅地周辺道路での PM2.5 中微量元素の特徴

○工藤慎治・島田彩花・出島 修・大鉢隆矢・酒井佑理子（滋賀県立大学）

ジャカルタでの ACF フェンスによる沿道大気汚染の ○北田敏廣（豊橋技術科学大学）
・吉川正晃（大阪ガス株式会社）
・関下
信正（豊橋技術科学大学）

O-F-007 軽減：NOx 除去反応性および局所乱れの効果

ACF（高活性炭素繊維）フェンスの NO2 除去率評価 ○神崎隆男（大同大学）
・豊田一貴（豊正ブレーキ工業
（株）
）
・北田敏廣（豊
橋技術科学大学）
・吉川正晃（大阪ガス
（株）
）

O-F-008 方法の検討

都市・地域汚染/東アジア
O-G-001 湧水を活用した歩道における表面温度低減効果の検証 ○中島寛則（名古屋市環境科学調査センター）

O-G-002

○堅田元喜（茨城大学）
・久保田智大（茨城大学/日本原子力研究開発機構）
・
黒田久雄（茨城大学）
・渡邊未来・高橋晃子（国立環境研究所）
・中里亮治・
移流の重要性：農業系アンモニア揮散の影響を受けた 樽井美香（茨城大学）
・松本俊一・中川圭太・沼田康子・大内孝雄・細井
霞ヶ浦流域における事例研究
寛文（茨城県霞ケ浦環境科学センター）
・中川 惠・篠原隆一郎（国立環境
研究所）
・梶野瑞王（気象研究所）
・福島慶太郎・五十嵐康人（京都大学）
・
今村直広（森林総合研究所）
2020 年春季の九州北部におけるエアロゾル化学成分の ○吉野彩子・高見昭憲（国立環境研究所）
・原 圭一郎・西田千春・林 政彦（福
岡大学理学部）
・鵜野伊津志（九州大学応用力学研究所）

O-G-003 変化

長野伊那北における ACSA-14 を用いた大気中 PM の ○高見昭憲・高橋里美・吉野彩子（国立環境研究所）
・倉石典広（長野県
伊那北高校）

O-G-004 質量と化学組成分析

大気環境中の PM2.5 及び PM1 の無機元素・有機炭素

O-G-005 成分
PM

Chemical composition in the rainy season in Ho

O-G-006 Chi 2.5Minh City

O-G-007

○村田 克（早稲田大学 理工学術院）
・杉本颯馬（東京工業大学）
Tran Thi Minh Ngoc・Yusuke Fujii・Norimichi Takenaka（Osaka
Prefecture University）・To Thi Hien（Vietnam National UniversityUniversity of Science）

○ WanLi Xing・Lulu Zhang・Lu Yang・Hao Zhang・QuanYu Zhou・Xuan
Zhang（Graduate School of Medical Sciences, Kaznazawa University）
・Akira
Characteristics of PM-bound polycyclic aromatic Toriba（Institute of Nature and Environmental Technology, Kanazawa
hydrocarbons at a Roadside Air Pollution Monitoring University）・Kazuichi Hayakawa（Institute of Medical, Pharmaceutical and
Health Sciences, Kanazawa University）
・Ning Tang（Institute of Nature
Station, Kanazawa, Japan
and Environmental Technology, Kanazawa University/Institute of Medical,
Pharmaceutical and Health Sciences, Kanazawa University）

パッシブサンプラーを用いた夏期の大阪府内の NO2 お

O-G-008 よび O 濃度測定
3

○藤村直哉・大西里朋・角田奏恵（大阪府立高津高等学校）

ビッグデータを活用した中国の地域別 O3 汚染の特徴 ○箕浦宏明・朱 美華（アジア大気汚染研究センター）
・岡山紳一郎・渡辺
宏江（日産自動車
（株）
）

O-G-009 解析（FFT/Cluster 解析）

WRF/CMAQ を用いた瀬戸内地域の気象・排出特性が

O-G-010 大気汚染に及ぼす影響の評価

化学輸送モデルを用いた非線形 Land Use Regression

O-G-011 モデルによる大気汚染の時空間変動推計

○飯田章太・嶋寺 光・荒木 真・松尾智仁・近藤 明（大阪大学）
○衞藤信之介・荒木 真・嶋寺 光・松尾智仁・近藤 明（大阪大学）
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O-G-012

○楊 露・張 露露・張 昊・周 全渝・張 璇・邢 万里・鳥羽 陽・早川和一
（金沢大学）
・柏倉桐子（日本自動車研究所）
・呉 慶・周 志俊・陳 仁杰（復
アジアの都市域における大気中多環芳香族炭化水素の
旦大学）
・Heon Kim（Chungbuk National University, Korea）
・Vassily
特徴及び健康リスク評価
Mishukov・Andrey Neroda（Pacific Oceanological Institute, Russia
Academy of Science）
・唐 寧（金沢大学）

O-G-013

○ Hao Zhang・Lulu Zhang・Lu Yang・Quanyu Zhou・Xuan Zhang・
Wanli Xing（Graduate School of Medical Sciences, Kanazawa University）
・
Kazuichi Hayakawa（Institute of Nature and Environmental Technology,
Impact of COVID-19 Outbreak on the Long-range
Kanazawa University）
・Akira Toriba（Institute of Medical, Pharmaceutical
Transport of Common Air Pollutants in KUWAMS
and Health Sciences, Kanazawa University）・Ning Tang（Institute of
Nature and Environmental Technology, Kanazawa University/Institute of
Medical, Pharmaceutical and Health Sciences, Kanazawa University）

COVID-19 感染拡大による緊急事態宣言前後の自動車 ○早崎将光・堺 温哉・森川多津子・伊藤晃佳・伊藤 剛（一般財団法人日
本自動車研究所）
・中井里史（横浜国立大学大学院環境情報研究院）

O-G-014 交通と大気汚染物質濃度の関連

O-G-015 緊急事態宣言後に見られた大気汚染の変化
O-G-016

○米持真一（埼玉県環境科学国際センター）

地上観測・衛星計測から見たロックダウン時の中国の ○板橋秀一（電力中央研究所）
・王 哲・弓本桂也・鵜野伊津志（九州大学
排出量変化とわが国への影響評価
応用力学研究所）

O-G-017 HYSPLIT 流跡線解析による北東アジア影響 その 2

○箕浦宏明（アジア大気汚染研究センター）

アンモニアの排出量データの差異が CTM シミュレー

O-G-018 ションに与える影響

○桐山悠祐・黒川純一・佐藤啓市（アジア大気汚染研究センター）

EANET 湿性・乾性モニタリングにおける分析精度向 ○二見真理・弓場彬江・桐山悠祐・大泉 毅・箕浦宏明（アジア大気汚染
研究センター）

O-G-019 上にむけた解析（2 報）

O-G-020

○ Ning Tang（Institute of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences,
Kanazawa University/Institute of Nature and Environmental Technology,
Characteristic and Long-term Variation of Inorganic Kanazawa University）・Quanyu Zhou・Lulu Zhang・Lu Yang・Hao
Ions in the Atmosphere at a Japanese Remote Zhang・Xuan Zhang・Wanli Xing（Graduate School of Medical Sciences,
Kanazawa University）
・Akira Toriba（Institute of Medical, Pharmaceutical
Background Site, Wajima
and Health Sciences, Kanazawa University）
・Kazuichi Hayakawa（Institute
of Nature and Environmental Technology, Kanazawa University）

O-G-021

○ Lulu Zhang・Lu Yang・Quanyu Zhou・Xuan Zhang・Wanli Xing・Hao
Zhang（Graduate School of Medical Sciences, Kanazawa University）・
Ryohei Nakatsubo（Hyogo Prefectural Institute of Environmental
Sciences）・Jianrong Bi（College of Atmospheric Sciences, Lanzhou
University）・Yongjie Wei（State Key Laboratory of Environmental
Criteria and Risk Assessment, Chinese Research Academy of Environment
Effect of water-saturated Kosa particles on the
Sciences）
・Masayuki Shima（Department of Public Health, Hyogo College
degradation of naphthalene
of Medicine, Nishinomiya）
・Kazuichi Hayakawa（Institute of Nature and
Environmental Technology, Kanazawa University）
・Akira Toriba（Institute
of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences, Kanazawa University）
・
Ning Tang（Institute of Nature and Environmental Technology, Kanazawa
University/Institute of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences,
Kanazawa University）

2013～2017 年における中国の排出量規制による東アジ

O-G-022 アの大気汚染改善効果の評価

Health Risk Assessment of PM

○大前ひかり・嶋寺 光・松尾智仁・近藤 明（大阪大学）

and Ozone Pollution ○ Mingqun Huo・Ken Yamashita・Fang Chen（Asia Center for Air
Pollution Research）

2.5
O-G-023 in Pearl River Delta Region of China

O-G-024

○髙尾将志・ホーソタシン（金沢大学）
・池盛文数（名古屋市環境科学調
カンボジア・プノンペンでのナノ粒子特性の月別・年 査センター）
・和田匡司（大阪府立環境農林水産総合研究所）
・ソク ピシッ
別変動
ト（金沢大学）
・ハル シンヘン・タン チャンレアスメイ・ホァ シゥメイ（カ
ンボジア工科大学）
・畑 光彦・古内正美（金沢大学）

O-G-025

○ Muhammad Amin・Rahmi Mulia Putri（Graduate School of Natural
Science and Technology, Kanazawa University）・Zaky Farnas・Fadjar
Goembira（Department of Environmental Engineering, Faculty of
Engineering, Andalas University）・Worradorn Phairuang（Air Pollution
and Health Effect Research Center, Prince of Songkla University/Faculty
Status and characteristic of ambient aerosol in
of Environmental Management, Prince of Songkla University）
・Mitsuhiko
Padang City Area, Indonesia
Hata（Faculty of Geoscience and Civil Engineering, Institute of Science
and Engineering, Kanazawa University）・Masami Furuuchi（Faculty
of Environmental Management, Prince of Songkla University/Faculty of
Geoscience and Civil Engineering, Institute of Science and Engineering,
Kanazawa University）
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O-G-026

○ Rahmi Mulia PUTRI・Muhammad AMIN（Kanazawa University）・
Fumikazu IKEMORI（Nagoya City Environmental Center）・Masashi
WADA（Research Institute of Environment, Agriculture and Fisheries,
Osaka Prefecture）・Tetra F. SUCIARI・Al Fattah FAISAL M・Astri
Status and characteristic of nanoparticle（PM 0.1）at
NOVARINA・Sri Rafiah Nam BINTANG（Center for Environmental
different sites in North Sumatera Province, Indonesia
Health Engineering and Disease Control, Medan City, Indonesia）
・Surapa
HONGTIEAB（Kanazawa University）
・Masami FURUUCHI（Kanazawa
University/Prince of Songkla University, Thailand）・Mitsuhiko HATA
（Kanazawa University）

植物影響

O-H-001

○太田丹理・高橋 慶（東京農工大学大学院 農学府）
・村尾直人（北海道
大学大学院 工学研究院）
・佐瀬裕之（アジア大気汚染研究センター）
・山
都市緑化樹 9 種におけるブラックカーボン粒子の葉面
口真弘（長崎大学大学院 水産・環境科学総合研究科）
・村上 尚（東京農
沈着量の樹種間差異とそれに関与する葉面特性
工大学大学院 工学研究院）
・半 智史・渡辺 誠・高田秀重・伊豆田 猛（東
京農工大学大学院 農学研究院）
生育環境の異なるコナラ成木の樹冠内における葉の特 ○則定優成（東京農工大学大学院農学府）
・伊豆田 猛・渡辺 誠（東京農
工大学大学院農学研究院）

O-H-002 性と虫害の関係

佐治章子・○佐治 光（国立環境研究所）
・小野公代・小野道之（筑波大学）
・
中嶋信美・井上智美・青野光子（国立環境研究所）

O-H-003 植物にオゾン耐性を付与する新規遺伝子の解析（2）
パンジーの生育に対するオゾンの影響をマンニトール

O-H-004 は緩和するか？

石川県白山域のブナに対するオゾンによる影響の簡易

O-H-005 評価
O-H-006

○皆巳幸也・鉄矢真広（石川県立大学）
○皆巳幸也・向 由佳（石川県立大学）

○布施 剛・青木拓朗・松本美佐子・黎 婧・有浦 涼・張 雅卓（東京農工
ブナ苗の葉のガス交換速度に対するオゾン、高濃度 大学大学院 農学府）
・黄瀬佳之（山梨大学大学院 総合研究部）
・山口真弘（長
CO2 および土壌への窒素負荷の単独および複合影響
崎大学大学院 水産・環境科学総合研究科）
・渡辺 誠・伊豆田 猛（東京農
工大学大学院 農学研究院）
高濃度 CO および土壌窒素負荷条件で栽培したブナ苗

2
O-H-007 の葉のオゾン吸収量推定モデルの構築

○山口真弘・宮口光太（長崎大学大学院 水産・環境科学総合研究科）
・松
本美佐子（東京農工大学大学院 農学府）
・黄瀬佳之（山梨大学大学院 総
合研究部）
・渡辺 誠・伊豆田 猛（東京農工大学大学院 農学研究院）

O-H-008

○有浦 涼・松本美佐子・黎 婧・布施 剛・青木拓朗・張 雅卓（東京農工
ブナ苗の光合成の変動光に対する応答性に与える高濃 大学 大学院農学府）
・黄瀬佳之（山梨大学 大学院総合研究部）
・山口真弘（長
度 CO2 とオゾンの単独および複合影響
崎大学大学院 水産・環境科学総合研究科）
・伊豆田 猛・渡辺 誠（東京農
工大学 大学院農学研究院）

O-H-009

○黎 婧・布施 剛・青木拓郎・松本美佐子・有浦 涼（東京農工大学大学
院農学府）
・宮口光太（長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科）
・張
ブナ苗の成長に対するオゾン、高濃度 CO2 および土壌
雅卓（東京農工大学大学院農学府）
・黄瀬佳之（山梨大学大学院総合研究
への窒素負荷の 単独および複合影響
部）
・山口真弘（長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科）
・渡辺 誠・
伊豆田 猛（東京農工大学大学院農学研究院）
気候変動と地上オゾンが飯綱高原のカラマツ・ブナに

O-H-010 及ぼす影響を評価する試み
O-H-011

○栗林正俊（長野県環境保全研究所）
・小熊宏之（国立環境研究所）
・佐々
木博行・家合浩明（新潟県保健環境科学研究所）
・高橋善幸・清水英幸（国
立環境研究所）

○青木拓朗・布施 剛・松本美佐子・黎 婧・有浦 涼・張 雅卓（東京農工
ブナ苗の積算純光合成量に対するオゾン、高濃度 CO2 大学大学院 農学府）
・黄瀬佳之（山梨大学大学院総合研究部）
・山口真弘
および土壌への窒素負荷の単独および複合影響
（長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科）
・渡辺 誠・伊豆田 猛（東京
農工大学大学院 農学研究院）

臭気/動物影響・毒性評価/疫学・リスク評価
O-I-001

主要な悪臭発生源を対象とした臭気強度評価に用いる
○樋口隆哉・今井 剛・関根雅彦（山口大学大学院創成科学研究科）
基準臭物質の選定

O-I-002

様々な臭気強度評価尺度の実験的比較

O-I-003

umu 試験による大気の遺伝子毒性と多環芳香族炭化水 ○久保 隆（長崎大学環境科学部）
・BAI Wenzhi（同大学院水産・環境科
素類の相関
学総合研究科）
・名切幹菜・長江真樹・高尾雄二（長崎大学環境科学部）

O-I-004

ヒト肺胞上皮細胞株 A549 細胞における Si 粒子の化学 ○細谷純一・伊藤 剛（日本自動車研究所）
・石井幸雄（筑波大学）
・坂本
的特性の違いが炎症関連遺伝子の発現に及ぼす影響
和彦（埼玉大学名誉教授）
・内山巌雄（京都大学名誉教授）

O-I-005

・石井幸雄（筑波
気液界面培養下の気道上皮細胞への排ガス曝露影響評 ○村木直美・伊藤 剛・田村久美子（日本自動車研究所）
大学）
・酒井康行（東京大学）
・渡邉 肇（大阪大学）
・高野裕久（京都大学）
価法の検討－in vitro -in vivo の炎症応答の比較－

O-I-006

黄砂発生地のバイオエアロゾル中の真菌類の気管支喘 ○市瀬孝道・定金香里（大分県立看護科学大学）
・牧 輝弥（近畿大学理工
息誘導能の比較
学部生命科学科）

○樋口隆哉・今井 剛・関根雅彦（山口大学大学院創成科学研究科）
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O-I-007

黄砂発生地の真菌類と加熱黄砂の複合曝露による気管 ○定金香里・市瀬孝道（大分県立看護科学大学人間科学講座生体反応学）
・
支喘息増悪の比較
牧 輝弥（近畿大学理工学部生命科学科）

O-I-008

真菌誘性喘息モデルマウスに対するアジアの砂塵と ○市瀬孝道・定金香里（大分県立看護科学大学）
・牧 輝弥（近畿大学理工
PM2.5 の影響
学部生命科学科）

O-I-009

○堺 温哉・早崎将光・森川多津子・伊藤 剛・伊藤晃佳（日本自動車研究
東京都区内の幹線道路における自動車交通量と NOx
所 エネルギ・環境研究部）
・中井里史（横浜国立大学大学院 環境情報研
濃度の関連性
究院）

O-I-010

・島 正之（兵庫医科大
統計モデルと物理モデルの融合による近畿地方におけ ○荒木 真・嶋寺 光（大阪大学大学院工学研究科）
学公衆衛生学）
る PM2.5 成分濃度の日単位での推計

O-I-011

Land Use Regression（LUR）モデルへの詳細な気象場 ○辻本昌礼・山本浩平・久保秀貴・亀田貴之（京都大学大学院エネルギー
の導入に関する検討と国内 PM2.5 濃度分布推定
科学研究科）

O-I-012

○ Xuan Zhang・Lulu Zhang・Lu Yang・Hao Zhang・Quanyu Zhou・Wanli
Xing（Graduate School of Medical Sciences, Kanazawa University）
・Yongjie
Wei（State Key Laboratory of Environmental Criteria and Risk Assessment,
The impact of exposure to particulate matter and Chinese Research Academy of Environment Sciences, China）・Aikira
gaseous pollutants to human lung function in Beijing Toriba（Institute of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences, Kanazawa
University）
・Kazuichi Hayakawa（Institute of Nature and Environmental
and Baoding, China
Technology, Kanazawa University）・Ning Tang（Institute of Medical,
Pharmaceutical and Health Sciences, Kanazawa University/Institute of
Nature and Environmental Technology, Kanazawa University）

O-I-013

大気中オゾン濃度と喘息発作との関連：姫路市におけ
○島 正之・余田佳子（兵庫医科大学公衆衛生学）
る長期的観察研究

O-I-014

新型コロナウイルス感染に関わるリスクの推定

○篠原直秀・小栗朋子（産業技術総合研究所）

移動発生源/排出インベントリ/排出規制・抑制技術・コベネフィット
デ ィ ー ゼ ル 市 バ ス の NOx real world emission 調 査 ○箕浦宏明（アジア大気汚染研究センター）
・丹下 健（日本特殊陶業）
・
王 丕维・欧 健（廈門市監測センター）

O-J-001 （OBD 調査結果）

○岡田めぐみ・舟久保千景・陸田雅彦・山﨑 実・秦 寛夫・柳井孝一・我
部正志（
（公財）
東京都環境公社 東京都環境科学研究所）

O-J-002 短時間ソーク後の小型使用過程車からの VOC 排出量

大型使用過程車からの VOC 排出量に対するソーク時 ○舟久保千景・岡田めぐみ・陸田雅彦・山崎 実・秦 寛夫・柳井孝一・我
部正志（
（公財）
東京都環境公社 東京都環境科学研究所）

O-J-003 間の影響

小型使用過程車におけるガソリン直噴車の PM・PN ○山﨑 実・陸田雅彦・秦 寛夫・岡田めぐみ・舟久保千景・柳井孝一・我
部正志（
（公財）
東京都環境公社 東京都環境科学研究所）

O-J-004 排出調査

○須藤 潤（東京農工大学）
・近藤美則・今野秀徳（国立環境研究所）
・中
嶋吉弘（東京農工大学）

O-J-005 自動車排気ガス中に含まれる亜硝酸濃度の測定（2）

Hantzsch 法による自動車排気ガス中の HCHO 濃度の ○針谷周平（東京農工大学）
・今野秀徳・近藤美則（国立環境研究所）
・
中嶋吉弘（東京農工大学）

O-J-006 リアルタイム測定

高分解能衛星観測データを用いた排出インベントリ評 ○黒川純一（アジア大気汚染研究センター）
・弓本桂也（九州大学応用力
学研究所）
・板橋秀一（電力中央研究所）

O-J-007 価の可能性について

全国を対象とした炭素排出量・人工排熱量インベント ○原 政之・本城慶多（埼玉県環境科学国際センター）
・井原智彦（東京大
学）
・平野勇二郎（国立環境研究所）
・Du Jiaoman（東京大学）

O-J-008 リの開発

2018 年度版 PM

等大気汚染物質排出インベントリ作

2018 年度版 PM

等大気汚染物質排出インベントリ作

O-J-009 成の取り組み 1.2.5 自動車排出量推計

O-J-010 成の取り組み 2.2.5 固定発生源等の排出量推計

○新田竜太・佐藤 厚（株式会社 数理計画）
・森川多津子（一般財団法人
日本自動車研究所）
・笛木章亘（株式会社 NTT データ CCS）
・梅崎良樹・
小島建太（社会システム 株式会社）
○笛木章亘（株式会社 NTT データ CCS）
・森川多津子（一般財団法人日
本自動車研究所）
・新田竜太・佐藤 厚（株式会社数理計画）
・梅崎良樹・
小島建太（社会システム株式会社）

排ガス直接観測を利用した船舶由来排出量算定手法の ○伊藤美羽・櫻井達也（明星大学理工学研究科）
・速水 洋（早稲田大学理
工学術院）
・板橋秀一（電力中央研究所）

O-J-011 妥当性評価

O-J-012 脱着挙動による活性炭吸着材中水銀種の推定

○高岡昌輝・北谷拓也・日下部武敏（京都大学）

有機系キレート剤を添着した活性炭の金属水銀除去 ○高岡昌輝・江川奨一・日下部武敏（京都大学）
・坪井裕基・増田隆洋・
服部正寛（東ソー株式会社）

O-J-013 評価

反応/測定技術
・坂本陽介・梶井克純（京都大学/国立
FAGE-LIF 法 を 用 い た RO ラ ジ カ ル の 検 出 お よ び ○河野七瀬・Jiaru Li（京都大学）
環境研究所）

O-K-001 NO との反応速度定数の決定2
2

O-K-002 窒素酸化物各化学種の精密測定に係る最近の進歩

○下野彰夫・疋田利秀（株式会社汀線科学研究所）
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ガス状有機硝酸連続測定装置に対する窒素酸化物によ

O-K-003 る干渉の影響評価

○大原 和・向井智樹・松岡雅也・定永靖宗（大阪府立大学大学院工学研究科）

熱消散法を用いた樹液流計測によるコナラ林のオゾン ○田中亮志（東京農工大学大学院農学府）
・伊豆田 猛・松田和秀・渡辺
誠（東京農工大学大学院農学研究院）

O-K-004 吸収量の推定

○鈴木義浩・丸島 渉・左成信之・斎藤恒生（柴田科学株式会社）
・高澤嘉ー・

O-K-005 迅速に大気中の化学物質を捕集するサンプラーの検討 橋本俊次（国立環境研究所）

真空紫外 1 光子イオン化質量分析装置を用いた車道 ○辻 典宏（日本製鉄/金沢大学）
・鈴木哲也・岩本尋樹（日鉄テクノロジー）
・

O-K-006 上芳香族分子のオンサイト・リアルタイム測定技術の 西藤将之（日本製鉄）・金橋康二（日本製鉄/金沢大学）・山田裕之（東京
開発

電機大）

大気アンモニア濃度のリアルタイム計測：湿式と乾式 ○長田和雄（名古屋大学）
・齊藤伸治・鶴丸 央（
（公財）東京都環境公社
東京都環境科学研究所）
・中村稜雅（紀本電子工業株式会社）

O-K-007 法の比較

大気観測で用いるサンプリングチューブでのエアロゾ ○反町篤行（福島県立医科大学/東京農工大学）
・松本響子・松田和秀（東
京農工大学）

O-K-008 ル粒子の損失

フィルターパック法を用いた NO/NO2/HONO/HNO3 小田拓未・藤井佑介・竹中規訓（大阪府立大学大学院人間社会システム
科学研究科）

O-K-009 の同時測定手法の開発

○瀧本充輝（兵庫県環境研究センター）
・松尾智仁（大阪大学）
・前川鈴世（兵
庫県環境研究センター）
・中坪良平（兵庫県環境研究センター / 兵庫県環
境整備課）
・嶋寺 光・近藤 明（大阪大学）

O-K-010 機械学習によるアスベストの自動計測手法の開発
ヒドロキシベンゼンをコーティングしたポリエチレン

O-K-011 焼結フィルターによるオゾン除去

ポータブル測定器による実大気中での大気汚染物質の

O-K-012 観測

○坂元宏成（千葉大学大学院）
・内山茂久（千葉大学/国立保健医療科学院）
○辰巳紘奨・千島 峻・高橋智樹・加藤俊吾（東京都立大学）

数値解析・モデリング
近畿圏における過去 50 年間の大気質変動のモデリン

O-L-001 グ：異なる排出インベントリを用いた再現結果の比較 ○窪田桃子・嶋寺 光・松尾智仁・近藤 明（大阪大学）
中国東北部におけるバイオマス燃焼由来の PM2.5 広域

O-L-002 輸送を対象とした大気質モデル解析：2019 年 3 月の北 ○大西淳矢・浦西克維・嶋寺 光・松尾智仁・近藤 明（大阪大学）
海道における高濃度事例

大気質モデルを用いた東南アジアにおける将来の排出

O-L-003 量変動が大気質へ与える影響の評価

○迫 宏気・嶋寺 光・松尾智仁・近藤 明（大阪大学）

CMAQ による地上オゾン濃度再現性向上のための感 ○新谷創磨・嶋寺 光（大阪大学）
・山地一代（神戸大学）
・茶谷 聡（国立
環境研究所）
・松尾智仁・近藤 明（大阪大学）

O-L-004 度解析：洋上ハロゲン過程と鉛直拡散過程

O-L-005 電気自動車普及が大気環境に与える影響評価

○山田裕之・石井遼平・松井和樹（東京電機大学）

電気自動車の導入と火力発電需要増を考慮した大気環

O-L-006 境影響評価

○森川多津子（一般財団法人 日本自動車研究所）
・野村誠治・山本博之（マ
ツダ株式会社）
・伊藤晃佳・冨田幸佳・早崎将光（一般財団法人 日本自動
車研究所）

オーストラリア沿岸地域における海洋地球研究船での ○ 伊 藤 彰 記（JAMSTEC）
・Perron Morgane・Proemse Bernadette・

O-L-007 大気エアロゾル観測データを用いた大気化学輸送モデ Strzelec Michal・Gault-Ringold Melanie・Boyd Philip・Bowie Andrew（タ
スマニア大学）

ル「IMPACT」の評価

地域気候変化の評価のための力学的ダウンスケーリン ○足立幸穂・富田浩文（理化学研究所 計算科学研究センター 複合系気候
科学研究チーム/理化学研究所 開拓研究本部 富田数理気候学研究室）

O-L-008 グ手法の本質

○太田耕右・大熊一也・天野直哉・佐久間隆（宮城県保健環境センター）
・
岩沢正樹・吉川 穣・小泉 協・高野寛己（宮城県産業技術総合センター）

O-L-009 機械学習による大気汚染物質濃度の予測
大気 CO2 濃度の上昇と気候変動が中部山岳域における

O-L-010 カラマツ人工林の炭素収支の将来変化に与える影響の ○栗林正俊（長野県環境保全研究所）・伊藤昭彦（国立環境研究所）
モデル解析

環境社会科学・環境学習/その他
環境政策フレームワークから見た光化学オキシダント

O-M-001 対策に係る政策立案に向けた課題

旧厚生省時代の 大気汚染データ改ざんに起因する大

O-M-002 気汚染行政の実態とその改革の必要性

GPS 機能を持ったスマホを利用する各種目視法簡易測

O-M-003 定器の SDGs 活動における新たな活用方法

NO2 大気汚染の視点に立った肺がんの疫学調査の必

O-M-004 要性

○冨田幸佳（
（一財）日本自動車研究所）
○天谷和夫（元群馬大学）
○天谷和夫（元群馬大学）
○天谷和夫（元群馬大学）
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