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―あおぞら―
ウィズ・アフターコロナ時代における大気環境学会を考える
大気環境学会常任理事（広報委員会）
早稲田大学創造理工学研究科

大河内

博

2020 年度から 2021 年度の常任理事を拝命し、広報委員会委員長を仰せつかりました。東京都の上野広行氏（現副編集委員
長）と企画運営委員会および産官学連絡評議会も担当します。常任理事を拝命するのは 6 年ぶりになります。編集委員を 12 年
間勤めましたが、2008 年度から 2012 年度まで大原編集委員長のもとで副編集委員長、その後、編集委員長を引き継ぎ、現在
の編集委員長である速水洋氏（当時、電力中央研究所）にバトンタッチさせていただきました。編集委員会では学生・若手論
文、入門講座の立ち上げに携わりました。上野さんは東工大大学院修士課程での同期（一國研究室）であり、本学本専攻で博
士号を取得されました。速水さんは 2020 年 4 月に本学へ異動され、現在は同僚です。総務担当理事の米持真一氏（埼玉県環境
科学国際センター）も本専攻で博士を取得されました。今期の常任理事には、同年代でご縁のある方が多く、連携して大気環
境学会を盛り上げていきたいと思います。
さて、2020 年は東京オリンピック・パラリンピックが開催されて世界中から人々が集い、日本全国が活気に溢れる年とな
るはずでしたが、世界的な新型コロナウィルス感染拡大により暗転しました。社会のあり方が大きく変わりました。大学では
卒業式、入学式は中止となり、春学期講義はすべてオンラインとなりました。新入生は入学したのに一度もキャンパスに通学
できないという異常事態が続きました。
研究活動も中断を余儀なくされ、私たちも富士山頂で 2006 年から継続的に行ってきた夏季大気化学観測、カンボジアで

2017 年から行ってきた大気汚染調査も断念しました。国内外の学会や講演会も中止や延期となり、研究成果を社会にどのよ
うに発信し、社会還元していくべきか手探り状態でした。
ウィズコロナ時代では、学会はオンライン開催、対面／オンラインのハイブリッド開催が主流となりつつあるようです。オ
ンライン開催のメリットとして、開催地にかかわらず参加可能なこと、交通費がかからずお金の節約ができること、移動する
必要がなく時間の節約になることというメリットはあります。しかし、パソコン画面に向かって話し続けることに空虚な気分
を味わった方は少なくないのではないでしょうか。
学生諸君にとっては、対面でしか経験できない学会独特の緊張感、現地を訪れなければ味わえない地域の名産物、学会後
の観光という楽しみや実体験の機会が奪われてしまうのは大変悲しいことです。最近の就活も様変わりし、オンライン面接に
なっているようです。上半身だけスーツで、下半身は寝間着のまま面接を受けるというのは、嘘のような本当の話のようで
す。ただ、オンライン面接の導入により、首都圏で就職したい地方学生が、首都圏学生と対等に競えるようになったことは良
い側面であり、アフターコロナでもシステムとして残していけるとよいのではないでしょうか。
このような新しい状況下で、大気環境学会として学会員の研究成果を社会にアピールし、研究成果を社会還元するための広
報活動を考えなければなりません。企画運営委員会および産官学連絡評議会においても、ウィズコロナ時代にどのような企画
を行い、産官学の連携をどのように計っていくべきか考えなければなりません。任期は限られていますが、広報委員会として
は、他委員会と連携しながら、以下のことに取り組んでいきたいと考えています。
・研究成果の社会還元のための広報活動：HP の改定、SNS の積極的活用、ニュースレターの発行。
・地方会員増強のための広報活動：地方環境研究所等委員会と連携し、地方から新会員を掘り起こす。
・次世代研究者確保のための広報活動：企画運営委員会と連携し、大気環境研究の魅力を小中高生に伝える教育プログラム
を構築し、編集委員会と連携して啓蒙本を発行したり、YouTube 配信を行う。
・産業界との連携強化のための広報活動：産官学連絡協議会と連携をはかる。
・他学会との連携と差別化
僭越ではありますが、この 10 年間を振り返りつつ、SDGs（持続可能な開発目標）の達成ゴールとして設定されている 2030
年までの 10 年間に大気環境学会として取り組むべき研究課題について考えてみたいと思います。気候変動、脱炭素は上野さ
んが解説してくださっていますのでここでは触れません。

2021 年は東日本大震災から 10 年を迎えました。福島第一原子力発電所事故により、放射性物質が新たな大気汚染物質とし
て 2013 年に認定され、本学会にも放射性物質動態分科会が設立されました。住宅地、田畑では除染が行われ、空間線量率も
この 10 年間で激減し、モニタリングポストも撤去されつつあります。しかし、里山除染はようやく始まったばかりであり、
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廃炉問題、処理水問題、除染土壌問題など解決すべき課題は山積しています。これらの処理過程、あるいは、森林に蓄積され
ている放射性物質の大気への再飛散については常時監視が大切ではないでしょうか。

2013 年には、中国における高濃度 PM2.5 に端を発し、越境大気汚染や PM2.5 が社会的にクローズアップされました。その
後、国内でも、中国でも PM2.5 は減少傾向にあり、オゾンを除けば都市の大気質は改善傾向にあります。ただし、PM2.5 に含
まれる有害化学物質、酸化ストレスを引き起こす化学物質が減少しているのかどうかまでは十分なデータは集積されていませ
ん。本学会としても引き続き継続的なモニタリングが重要と考えられます。

2014 年には、御嶽山噴火により多数の人命が失われました。噴火前から麓では異臭がしていたとの登山者証言もあり、微
量火山ガスの常時監視に基づく早期検知システムの構築は大気環境研究の重要な課題と考えられます。しかし、本学会でこの
問題に取り組んでいるのは、加藤俊吾先生（東京都立大学）しか見当たりません。最近では、小型、軽量、低消費電力のセン
サーの開発が目覚ましく、国際会議では小型センサーを活用したセッションも設けられており、海外ジャーナルでは特集号が
組まれています。小型センサーは火山ガスモニタリング、マルチコプターを用いた大気汚染物質の鉛直観測、発展途上国にお
ける大気汚染調査への活用が期待されます。今後、本学会でも小型センサー開発とその大気環境研究への活用について活発に
取り組んでいくべきではないでしょうか。
この 10 年間で首都圏では時間雨量 30 mm を超える大雨が急増しており、一般にゲリラ豪雨と呼ばれています。その要因と
してヒートアイランド現象による上昇気流の発達が指摘されていますが、このような気象条件下では大気化学反応が活発に進
行するとともに大気汚染物質の集積も起こりうることから、ゲリラ豪雨生成には大気汚染物質も関与していることが指摘され
ています。最近では、山間部でも大雨が多発しており、地球温暖化と大気汚染の相乗効果について、早急に研究を進める必要
があるのではないでしょうか。

2020 年には、海洋プラスチックごみ削減のためにレジ袋が有料化され、プラスチックごみへの関心が高まりました。しか
し、新型コロナ感染拡大に伴って在宅学習・在宅勤務が増え、宅配やテイクアウトが盛んになり、プラスチック容器ゴミが急
増しています。エアロゾル感染防止のため、不織布マスクの使用が推奨されていますが、その 9 割はプラスチック製です。月
間で 1,290 億枚のマスク、65 億枚の手袋が世界全体で使用されたとの推定もあります。SARS-CoV-2 ウイルスはプラスチッ
ク上で 7 日間生存するため、不適切に廃棄されたプラスチックゴミが媒介物となり、新たな公衆衛生リスクをもたらしていま
す。これらのプラスチックゴミは環境で微細化され、マイクロプラスチックとして大気中にも浮遊しており、その健康影響が
懸念されていますが、実態がまったく掴めていません。環境省総合推進費として、2021 年度から本格的に大気中マイクロプ
ラスチックの実態解明と健康影響について取り組んで行く予定ですので、ご関心がありましたら是非ともお声がけください。
産官学連携のオールジャパンで世界をリードしていきたいと考えています。
最近では、香料成分をマイクロカプセルに閉じ込めて香りを長持ちさせるマイクロカプセル技術により、新たな公害問題で
ある 香害 の被害も報告されています。ただし、化学物質過敏症と同様に、微量な化学物質と健康被害との関係を科学的に
立証することが難しく、精神的なものとして片付けられてしまうケースが少なくありません。本学会としても、マイクロカプ
セル香害は取り組むべき重要な研究課題ではないでしょうか。
以上、雑ぱくではありますが、大気環境学会の広報委員会のあり方、今後 10 年間に本学会で取り組んでいくべき大気環境
問題について私見を述べさせていただきました。大気環境学会、企画運営委員会、産官学連絡評議会の活動に関しまして、学
会員の皆さまのご協力をいただけますと幸いです。
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研究室紹介

京都大学大学院エネルギー科学研究科エネルギー社会・環
境科学専攻エネルギー環境学分野（亀田貴之、山本浩平）

http://aerosol.energy.kyoto-u.ac.jp/

研究室の概要
当分野（研究室）は 2019 年 3 月に定年を迎えられた東野達教授（現京都大学名誉教授）の後を継ぎ、2020 年 2 月より現体制（亀
田貴之教授、山本浩平助教）にて新たにスタートを致しました。当記事執筆時（2021 年 3 月）のスタッフは亀田、山本のほか事務
補佐員が1 名で、学生は修士課程 8 名、学部 4 回生 8 名が在籍しています（エネルギー科学研究科は学部を持たない独立研究科で
すが、当分野では京都大学工学部地球工学科の講義や 4 回生の研究指導を兼担しています）
。歴代の大学院生の出身大学は非常に
バラエティーに富んでおり、およそ半分が京都大学以外の出身者です。また京都大学出身者についても、兼担先の工学部地球工
学科以外の学部や学科から多くの学生を受け入れています。
● 大学院入試について
当分野が所属するエネルギー社会・環境科学専攻（修士課
程）の入学試験は一風変わっており、いわゆる専門科目の試験
がありません。その代わりに、
「論述試験」なる科目が課され
ます。この科目はエネルギー社会・環境科学に関連して与え
られたテーマについて論述するもので、論理的思考力、理解
力、洞察力、文章構成力、表現力などを問う試験となってい
ます。このような入学試験が行われていることも、大学院生
の出身大学が多岐にわたっている理由の一つかもしれません
（入試について興味がある方は、当研究科のホームページもご
覧ください→http://www.energy.kyoto-u.ac.jp/jp/admission/）
。
● 研究について
当分野は、フィールド観測や模擬大気環境下における室内
大学院修了者の出身大学（過去 7 年間）
実験を行う「大気環境動態・反応研究グループ（担当：亀田）
」
および、化学輸送モデルや空間統計学の理論を応用した濃
度分布予測モデルなどによるシミュレーションを行う「大気
質モデリンググループ（担当：山本）
」で構成されており、大
気汚染物質の環境中における動態を包括的に理解するととも
に、安全・安心な社会の実現に貢献することを目指していま
す。大気環境動態・反応研究グループでは、大気中における
有害化学物質の非意図的生成、長距離輸送過程における大気
汚染物質の変質、エアロゾルの有害性評価等に関する研究や、
高速液体クロマトグラフィ（HPLC）
、ガスクロマトグラフ‒
質量分析装置（GC-MS）などを利用した大気粒子中有害化学
物質の新規測定法開発などを行っています。大気質モデリン
ググループでは化学輸送モデルや大気圏・水圏・地圏中の環
境動態をモデル化した多媒体モデルなどの環境モデルを用い
大気環境動態・反応研究グループの研究対象
て、都市域から全球スケールにおける PM2.5、オキシダント、
重金属などの環境負荷物質の動態解析と環境影響評価を行う
とともに、大気汚染物質の曝露による健康影響の定量的評価
の基礎となる、時間および空間的に高分解能を持つ大気汚染
濃度分布の予測モデルの開発・改良を行っています。
●

メンバーの集合写真（2020 年度卒業・修了式にて）

大気質モデリンググループの研究対象
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第 62回大気環境学会年会のお知らせ（第 4 報）
第 62 回大気環境学会年会は新型コロナウイルスの影響でオンラインで開催といたします。現時点で決まっている開催方法
については下記のとおりです。今後変更等が生じる場合は、年会ホームページに掲載するとともに、会員メールでご連絡いた
します。多数の会員のご参加をお待ちしています。
会期： 2021 年 9 月 15 日（水）〜9 月 17 日（金）
オンライン開催
年会ホームページ： http://conference.wdc-jp.com/jsae/2021/

年会参加および研究発表の流れ

1.

流れ

期限など

1.

年会ホームページの「参加登録」から参加登録し参加費を支払う。

9/17（金）まで。ただし、8/20（金）までに参加
登録するとプログラム集を事前発送。参加費
の 支 払 い は、 郵 便 振 替（8/20（金）ま で）か
クレジットカード（9/17（金）まで）にて

2.

発表する場合、参加登録時に演題数も登録し、参加費とあわせて発表
申込金を支払う。年会ホームページ「一般発表の申込み」より指示に 期限： 6 月 25 日（金）
従って申込む。

3.

年会ホームページ「一般発表の申込み」より指示に従って講演要旨原稿
を提出。

4.

年会開催期間中
【登録者】オンライン発表に参加。HP 上で講演要旨集（PDF）をダウン
ロードする。

期限： 7 月 16 日（金）

プログラム（予定）

2.

シンポジウム、特別集会、分科会、一般研究発表は全てオンラインにて発表

年会参加登録

3.
3. 1

年会参加登録期間

いただきます。
・一般発表を申込まれる場合、参加登録時に申込件数を申
告いただき、一件につき 2,000 円の発表申込金を年会参

2021 年 4 月 23 日（金）〜9 月 17 日（金）
・年会当日でも参加登録は可能ですが、決済はクレジット
カードのみとなり、プログラム集は事後発送となります。

加費とあわせてお支払いいただきます。
・登録完了後、確認のメールが送信されますので内容をご
確認ください。

・郵便振替決済を希望される方およびプログラム集の事前
発送を希望される方は 8 月 20 日（金）までに参加登録を
お願いします。

3. 3

参加費

左記の参加登録期間内に参加費のお支払いをお願いします。
3. 2

参加費

参加登録方法

・年会ホームページ「参加登録」の「参加登録はこちら」か
らご登録ください。
・会員の場合、参加登録に際して会員番号が必要です。会
員番号は、会費の請求書通知等でご確認いただくか、学
会事務局（jsae-post@bunken.co.jp）へお問い合わせく
ださい。
・参加登録の際には、プログラム集の送付先情報をご入力

正会員
法人会員 A
法人会員 B
学生会員
賛助会員
名誉会員
非会員

7,500 円
10,000 円
7,500 円／人
3,500 円
7,500 円
無料（招待）

10,000 円
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・お支払いは、クレジットカード、郵便振替がご利用可能

・同一演者による一般研究発表は 3 題まで（ただし、その
うち口頭発表は 1 題）といたします。なお、特別集会、

です（詳細はホームページに掲載）。

分科会などはこの数に含みません。

・参加費にはプログラム集の代金が含まれています。
・請求書などが必要な場合には、本稿最後に記載の「第 62

・発表申込みは、必ず共同発表者全員の了承を得てから

回大気環境学会年会ヘルプデスク」までお問い合わせく

行ってください。なお、発表内容に問題があると判断さ

ださい。

れた場合には申込みを受理しません。

3. 4

参加費等の払込み後の取り消し

参加費を払込み後の取り消しはお受けできませんので、ご
了承ください。
3. 5

4. 4

発表の種類

発表形式は以下の 2 種類です。
①口頭発表

Zoom ウェビナー形式（予定）

②ポスター発表

ポ ス タ ー の PDF フ ァ イ ル を 年 会

プログラム集、講演要旨集について

ポータルサイト内に掲示

・参加登録者には、プログラム集（冊子体）を送付いたし

・ポスター発表の質疑応答には専用の質疑応答チャット
システムを用い、年会 1 日目の午後にはライブ質疑の

ます。
・8 月 20 日（金）までに参加登録いただいた方には、年会

時間を設けます。
・ポスター発表では若手研究者・学生の希望者を対象に

の開催に間に合うよう事前に送付いたします。これ以降

優れた発表を表彰する予定です。

に参加登録いただいた場合には事後送付となります。
・講演要旨集は冊子体としては作成せず PDF ファイルと
して作成します。参加登録者は、年会ホームページにお
いて講演要旨集の PDF ファイルの閲覧、およびダウン
ロードをできるようにいたします。

4. 5

発表申込み時の入力項目

発表形式
口頭発表

または

ポスター発表

を選択

ポスター賞審査
一般研究発表の申込み

4.
4. 1

一般発表申込み期間

2021 年 4 月 23 日（金）〜6 月 25 日（金）

ポスター発表を申込みの学生・若手研究者は、審査希望
の有無を選択
発表部門
下記の発表部門・分類一覧の中から、希望する部門・分

4. 2

1.

発表申込みの流れ

類を第 1 希望は必ず、必要に応じて第 3 希望まで選択

発表申込み前に年会ホームページ「参加登録」より参

発表題目

加登録を行ってください。

2.

参加登録の際に、一般発表の申込件数を申告いただ
き、一件につき 2,000 円の発表申込金を年会参加費と
あわせてお支払いいただきます。なお、発表申込金を
払い込み後の返金はお受けできませんのでご了承くだ

3.

発表のタイトルを和文および英文で入力
キーワード
発表分類のためのキーワードを 3〜4 つ入力
要旨
発表分類のため、研究目的、方法、結果等を含んだ要旨

さい。

を 200 字以内で記入

参加登録完了後、以下のどちらかにより一般発表の申

所属機関名

込みを行ってください。
①参加登録完了画面に表示される「発表申込」ボタン
から申込み。
②参加登録完了後、①によりすぐに発表申込みをせ
ず、事後に年会ホームページ「一般発表の申込み」

発表者および連名者全員の所属機関名を和文または英文
で入力
発表者および連名者情報
発表者および連名者全員の氏名を漢字、フリガナ、ロー
マ字で入力し、所属をリストより選択

内の「一般研究発表の申込み・講演要旨原稿の提出
はこちら」からログインした後、「新規発表申込」ボ
タンから申込み。
4. 3

申込み時の注意事項

・筆頭発表者および講演者は会員に限ります（共同発表者
は非会員でも構いません）。未入会の方は、大気環境学
会ホームページで入会手続きを行ってから、発表申込み
をしてください。

※発表部門・分類一覧
1 大気汚染物質

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8

光化学オキシダント

VOC

粒子状物質 1（分析・測定手法）
粒子状物質 2（現象解明・事例解析）
酸性雨
放射性物質
有害化学物質
その他大気汚染物質

大気環境学会誌

第 56 巻

2 環境動態

2-1
2-2
2-3
2-4
2-5

室内環境
沿道環境
都市・地域汚染
東アジア
地球環境

3 影響

3-1
3-2
3-3
3-4
3-5

植物影響
材料・文化財影響
臭気
動物影響・毒性評価
疫学・リスク評価

4 発生源

4-1
4-2
4-3
4-4

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

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 分野横断的・

7-1 気候変動と緩和・適応
7-2 COVID-19 等感染症

8 その他

8-1 その他

危機的課題
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ページ数の上限は、一般研究発表 1 ページ、特別集会 4
ページといたします。特別集会の詳細については各企画責
任者に問い合わせてください。

2. 原稿を PDF ファイルに変換
4. 6

講演要旨原稿の提出

発表申込み後に講演要旨を提出していただきます。
提出期限：

2021 年 7 月 16 日（金）
提出方法：
・年会ホームページ「一般発表の申込み」内の「一般研究
発表の申込み・講演要旨原稿の提出はこちら」からログ
インした後、「要旨提出」ボタンから提出してください。

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

3. 原稿提出・修正
①年会ホームページ「一般発表の申込み」内の「一般研究

・年会ホームページでのみ原稿を受付けます。

発表の申込み・講演要旨原稿の提出はこちら」からログ

・期限を過ぎて提出された原稿は受付けません。期限まで

インした後、
「要旨提出」ボタンから PDF に変換した発

に提出されなかった場合は、講演要旨集に掲載できませ
んのでご了承ください。

表要旨原稿をアップロードしてください。
②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

4. 7

講演要旨原稿作成・提出方法

1. 要旨原稿作成
年 会 ホ ー ム ペ ー ジ よ り「原 稿 作 成 用 テ ン プ レ ー ト」
（Word 形式）をダウンロードするか、右図を参考に作成し
てください。

替えることは可能です。①と同じ操作で、修正した PDF
ファイルをアップロードしてください。
③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、登録した発表題目等もそれに合わせて修正してく
ださい。「一般研究発表の申込み・講演要旨原稿の提出
はこちら」からログインした後、発表申込の「修正」ボ
タンから修正することができます。なお、発表申込み期
限である 6 月 25 日以降は、プログラム編成上、要旨原稿
の入れ替え以外の発表題目や発表者名等の変更は原則と
して受付けませんのでご注意ください。
【参加登録および発表申込みに関するお問い合わせ先】
株式会社国際文献社

第 62 回大気環境学会年会ヘルプデ

スク

E-mail: jsae-desk@bunken.co.jp
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CONTENTS & ABSTRACT
Oxidative Potential of Ambient PM and Related Health Endpoints over South Asia: A Review
Anil Patel, Neeraj Rastogi* 

ABSTRACT
South Asia occupies only about 3.5% of the world s area
but, about 25% of the average world s population lives here
and is continuously exposed to severe air pollution.
Unprecedented development activities in most of the South
Asian cities emit primary and secondary pollutants into the
atmosphere. Particulate matter (PM), a principal air
pollutant, are tiny enough to remain suspended in the
atmosphere for a long time (about a week). They can
penetrate the human nasal airway and damage the lungs. PM
eﬀects on human health are assessed based on their mass
concentration, size distribution, and chemical composition.
Despite being critically important, studies related to PM
eﬀects on human health are limited over South Asia. In
recent years, only a few South Asian research groups started
studying the ability of atmospheric PM to cause human

https://doi.org/10.5572/ajae.2020.123

health hazards by generating in situ reactive oxygen species
(ROS). The capability of atmospheric PM to produce ROS
and/or deplete antioxidants is termed as their oxidative
potential (OP). Though limited, eﬀorts are made to identify
particular species with the higher OP. Atmospheric aging of
PM can also alter their OP. No studies from South Asia,
except a few from India, investigated how the atmospheric
aging changes the chemical and physical properties of PM and
aﬀect their OP over South Asia. These studies also showed
that OP depends more on PM composition rather than its
concentrations. Therefore, mitigation strategies for reducing
PM mass concentrations alone may not be suﬃcient, and
linking PM OP with signiﬁcant health eﬀects may be a better
way to regulate speciﬁc sources of PM rather than overall PM
mass. This review reports the necessities and limitations for
PM OP studies in South Asia and future directions.

Dry Capture of Low-level CO2 from Public Indoor Spaces using Chemically Modiﬁed Carbonaceous
Adsorbents̶A Review
Sujeong Heo, Wooram Kim, Tae Jung Lee, Adedeji A. Adelodun, Young Min Jo*

ABSTRACT
Although CO2 is prominent as the most important
greenhouse gas, responsible for 64% of anthropogenic global
warming, it is also a viable indicator for indoor air quality
(IAQ). Due to the incessant increase in the human population
and residence time indoors, the need to control indoor CO2
levels has become exigent. To this eﬀect, dryphase removal
technology via adsorption with zeolites, activated carbons
(AC) and activated carbon ﬁbers (ACFs) had suﬃced.
Chemically modiﬁed AC and ACF surfaces through alkali

https://doi.org/10.5572/ajae.2020.132

impregnation have been used to improve their selectivity
toward CO2 at room temperature. Here we appraise the
various methods in the literature and carry out performance
evaluation based on the physical and chemical modiﬁcation
induced by the chemical agents and experimental conditions.
This study reviews the improved adsorption of low
concentration (0.3%) via surface reformation of commercial
carbon-based adsorbents, and the highest adsorption capacity
was 2.2 mmol/g CO2 at the indoor level, which was achieved
by AC pellets doped with ammine functionalities.

Review: Analytical Procedure for Dithiothreitol-based Oxidative Potential of PM2.5
Myoungki Song, Sea-Ho Oh, Chaehyeong Park, Min-Suk Bae*

ABSTRACT
Given the associated health risks, various kinds of methods
have been developed to appraise the oxidative potential of
particulate matter. However, a standardized experimental
approach to assessing the oxidative potential has not yet
been established. Researchers need to apply reasonable
approaches pertinent to the characteristics of the samples and
the purposes of the respective studies and to understand the
limitations of each approach. In the present study, the
dithiothreitol-based analytical methods of measuring the

https://doi.org/10.5572/ajae.2021.015

oxidative potential of particulate matter were appraised for
factors that aﬀect the experimental results, such as the
sampling substrate, extraction solution, and dithiothreitol
reaction. This study reveals the limitations of each
experimental approach, which stem from hydrophilic and
hydrophobic characteristics, according to simulated lung
ﬂuid reactions. Analyses of a Teﬂon ﬁlter and simulated lung
ﬂuid were suggested as the most useful procedures based on
the results of prior studies.
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Assessment of Synergistic Impact of Ambient Surface Ozone and Fine Particulate Matter on
Experimentally Grown Wheat Crop
Rohit Sharma, Kamna Sachdeva*, Anu Rani Sharma

https://doi.org/10.5572/ajae.2020.080

ABSTRACT
The present study aims to understand how increasing surface
ozone and ﬁne particulate matter concentrations aﬀect wheat
crop productivity under ambient conditions. A pot
experiment was conducted spanning over a period of 117
days starting from December 2016 to April 2017 at one of
the receptor locations in Delhi characterized with high levels
of surface ozone and ﬁne particulate matter. The study site
recorded highest concentrations of PM1, PM2.5, PM10 and
surface ozone of 159 77 μg m−3, 172 79 μg m−3, 280
108 μg m−3 and 335 18 μg m−3, respectively during the crop
cycle indicating the high levels of air pollutants at the site.
The crops were treated with ascorbic acid under diﬀerent
experimental setups. A large number of growth, biochemical
and yield parameters were evaluated at the vegetative,
reproductive and grain formation stage of the crop cycle.

Results indicated that the chlorophyll content and harvest
yield of crops grown under ambient conditions were 〜23%
and 〜14% lower than those of crops grown under controlled
environment. Furthermore, a 〜13%, 5%, 15% and 10%
decline in root length, plant height, number of tillers and
number of leaves was observed in crops that were exposed to
only surface ozone in comparison to crops exposed to only
ﬁne particulate matter under vegetative stage, respectively.
Relative water content, chlorophyll content and air pollution
tolerance index observed 〜56%, 23% and 61% decline with
fully exposed setup in comparison control setup in the
vegetative stage, while 〜57%, 23% and 44% decline was
observed in the reproductive stage. Experiments also
suggested that surface ozone had a more pronounced
inﬂuence on overall productivity of wheat crops in
comparison to ﬁne particulate matter.

Development of A Low-Cost Simultaneous Low Volume Air Sampler Controlled with Sonic Venturi
Zikrilla Bobamuratovich Alimov, Hikaru Kusakari, Tomoaki Okuda*

https://doi.org/10.5572/ajae.2020.072

ABSTRACT
This study presents the results of designing a low-cost air
sampler for multi-component analysis of PM2.5. We
developed a multi-channel air sampling device using sonic
venturi (critical nozzle) that supplies a constant airﬂow rate
of 16.7 L/min. The constant ﬂow rate is achieved with a
backpressure ratio of 0.8 or less with a nozzle diameter of
1.375 mm. The sampler halves the cost of comparable
devices and simpliﬁes the hardware by replacing the ﬂow
meters with critical nozzles. For quantitative evaluation, we
measured the coeﬃcient of variation (CV) of each
component simultaneously collected ﬁve samples at various
particulate matter concentrations. This sampler can use

diﬀerent types of ﬁlters such as polytetraﬂuoroethylene and
quartz ﬁber ﬁlter at the same time. Meteorological conditions
such as ambient temperature, relative humidity and
atmospheric pressure did not seem to aﬀect much the ﬂow rate
of the sampler. The CV of multi sample analysis for TSP and
PM2.5 concentrations in all sampling periods were less than
10%. CV of multi sample analysis for most of the major
inorganic elements being within the range of 15% or less
shows that the precision is suﬃcient for reliable measurement.
We believe that the low-cost multiple air sampler will be used
world-widely, and it can contribute to many researchers in
both developed and developing countries.

【和訳情報】

音速ノズルにより定流量制御された低コスト多連ローボリュームエアサンプラーの開発
アリモフ ジクリラ ボバムラトビッチ 1, 2，草苅

輝 1，奥田知明 1*（1 慶應義塾大学理工学部応用化学科，2 タシケント工科大学ウズベキスタ

ン・日本青年技術革新センター）

PM2.5 の 多 成 分 分 析 を 目 的 と し た 低 コ ス ト の 多 連 ロ ー ボ
リュームエアサンプラーの開発を行った。音速ノズル（臨界
ノズル）を用いて 16.7 L/min の定流量制御を実現した。その
際のノズル径は 1.375 mm であり、背圧比 0.8 以下の時に定
流量となった。従来のサンプラーに対して、流量計を音速ノ
ズルに置き換えることで構造が簡素化され、製作コストを半
減させた。このサンプラーは四フッ化エチレン樹脂 (PTFE)
や石英繊維などの異なる種類のフィルターを同時に使用する
ことができる。気温や湿度、気圧といった気象条件は本サン
プラーの流量に大きな影響を与えていない。大気中の粒子状

物質濃度が異なる複数の期間において 5 つのサンプルを同時
に採取し、各粒子中の化学成分分析を行い、その定量値の平
均値に対する標準偏差の割合すなわち変動係数（CV）を得
た。TSP および PM2.5 濃度の CV は、すべてのサンプリング
期間において 10％以下だった。また、多くの無機元素の CV
は 15％以下の範囲に収まっており、信頼性の高い測定を行
うのに十分な精度が得られている。この低コスト多連サンプ
ラーは世界中で使用され、先進国、発展途上国を問わず多く
の研究者に貢献できるものと期待される。

N34

J. Jpn. Soc. Atmos. Environ. Vol. 56 No. 3（2021）

Air Pollution in Indian Cities and Comparison of MLR, ANN and CART Models for Predicting PM10
Concentrations in Guwahati, India
Abhishek Dutta*, Wanida Jinsart

ABSTRACT
Indian cities are increasingly becoming susceptible to
PM10 induced health hazards, thereby creating concern for
the country s policymakers. Air pollution is engulﬁng
the comparatively smaller cities as the rapid pace of
urbanization, and economic development seem not to lose
steam. A review of air pollution of 28 cities of India, which
includes tier-I, II, and III cities of India, found to have
grossly violated both WHO (World Health Organisation) and
NAAQS (National Ambient Air Quality Standard of India) in
respect of acceptable daily average PM10 (particulate matter
less than 10 μm in aerodynamic diameter) concentrations by
a wide margin. Predicting the city level PM10 concentrations
in advance and accordingly initiate prior actions is an
acceptable solution to save the city dwellers from PM10
induced health hazards. Predictive ability of three models,

https://doi.org/10.5572/ajae.2020.131

linear Multiple Linear Regression (MLR), nonlinear MultiLayer Perceptron class of Artiﬁcial Neural Network (MLP
ANN), and nonlinear Classiﬁcation and Regression Tree
(CART), for one day ahead PM10 concentration forecasting
of tier-II Guwahati city, were tested with 2016‒2018 daily
average observed climate data, PM10, and gaseous pollutants.
The results show that the non-linear algorithm MLP with
feedforward backpropagation network topologies of ANN
class, gives the best prediction value compared with linear
MLR and nonlinear CART model. Therefore, ANN (MLP)
approach may be useful to eﬀectively derive a predictive
understanding of one day ahead PM10 concentration level
and thus provide a tool to the policymakers for initiating in
situ measures to curb air pollution and improve public
health.

The Potential Contribution of VOCs on Ambient Air Odor
Hiroyuki Ueno*

ABSTRACT
In order to evaluate the potential contribution of VOCs on
ambient air odor in roadside, urban, suburban and
mountainous environments, the odor activity values (OAVs)
of 66 VOCs were calculated using the environmental
concentrations and the odor detection threshold values. The
OAVs were less than one, but were not small, considering
previous reports on odor concentrations in urban ambient air.
The OAVs from roadside and urban areas were nearly
identical, indicating that automobile exhaust gas does not

https://doi.org/10.5572/ajae.2020.085

have an important role in the potential odor. Acetaldehyde,
which is directly emitted from anthropogenic sources and is
also formed as a byproduct of photochemical reactions in the
air, appears to be the most important substance contributing
to the potential odor in each area. We also found that the
contribution of biogenic VOCs was large in mountainous
regions. In order to determine more precise OAVs, further
work is required to generate more reliable odor detection
threshold values.

【和訳情報】

環境臭気に対する VOC の潜在的な寄与
上野広行（東京都環境科学研究所）

環境臭気に対する VOC の潜在的な寄与を評価するため、66
種の VOC について、道路沿道、都市部、郊外、山間部にお
ける閾希釈倍数を環境濃度と検知閾値から計算した。閾希釈
倍数は 1 未満であったが、都市の大気中の臭気濃度に関する
以前の報告を考慮すると、小さくはなかった。道路沿道と都
市部の閾希釈倍数はほぼ同じで、自動車排出ガスは環境臭気

には大きな影響は与えていないと考えられた。アセトアルデ
ヒドは、人類起源の発生源から放出されるとともに、大気中
の光化学反応によっても生成されるが、環境臭気に最も寄与
している物質と考えられた。植物起源 VOC の寄与は山間部で
大きいことがわかった。より正確な閾希釈倍数を求めるため
には、より信頼性の高い検知閾値を得ることが必要である。

Development of Air Pollutants Emission Inventories for Ships around Japan on a High Geographical
Resolution
Tatsuya Sakurai*, Miu Ito, Shinichi Hanayama

ABSTRACT
This study developed a database of emission inventories
from ships around Japan using the activity data in the 2015

https://doi.org/10.5572/ajae.2020.096

Japanese ﬁscal year. The emission of air pollutants from
ships was estimated for fuel combustion in main engine,
auxiliary engines, and boilers onboard. The ships operations
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for the emission estimation in the exhaust gas consist of
ships in navigation, ships at anchor, and ﬁshing boats. For
the emission estimation regarding navigation ships, data
from Automatic Identiﬁcation System (AIS) received at the
stationary stations on land in Japan were used in this study to
calculate the activity. The emission amounts were compared
between the sea (Seto Inland Sea (SIS) and Tokyo Bay) and
prefectures surrounding those ocean areas. The ship emission
ratios in total anthropogenic emissions including the land
part reached SO2: 29%, PM: 40%, and NOx: 22% for the SIS
area. In Tokyo Bay, the ship emission ratios in total reached
SO2: 36%, PM: 28%, and NOx: 13%, and the emission
intensities per unit area for SO2 and PM2.5 are approximately
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three times higher than those in the other regions,
respectively. Therefore, the shipping traﬃc density is
relatively higher compared to transportation on land, and the
emission is condensed locally. Assuming that the 2020
global sulphur limit switched to a sulphur content of 0.50%
m/m, SO2 emissions could be reduced to 24% in SIS and
22% in Tokyo Bay, sulphate emissions could be reduced to
23% in SIS and 21% in Tokyo Bay, and PM emissions could
be reduced to 39% in SIS and 36% in Tokyo Bay. Therefore,
the 2020 global sulphur limit should reduce the emission
from ships around the Japan coastal area and improve the air
quality in congested water areas such as SIS and Tokyo Bay.

【和訳情報】

日本周辺海域を対象とした高解像度な船舶由来大気汚染物質排出量データの作成
櫻井達也 1，伊藤美羽 1，華山伸一 2（1 明星大学，2 日本海事協会）

本研究では 2015 年度を対象に、航行船舶、停泊船舶、なら
びに漁船の主機および補機機関の燃焼に由来する大気汚染物
質排出量を 3 次メッシュベースで推計した。推計で必要とな
る活動量については、航行船舶は船舶自動識別装置 (AIS：
Automatic Identiﬁcation System) の陸上局データを、停泊船
舶は 2015 年度港湾調査データを、そして漁船は 2015 年に至
近となる 2013 年漁業センサスデータを基として作成した。
排出量の推計では、定格機関出力、航海速力、推進年などの
船舶固有情報が必要となる。航行船舶を対象とした排出量の

算定では、AIS 情報に含まれる IMO 番号から船舶を特定し、
それぞれに実際の固有情報を適用することで、より実態に則
した排出量の算定を行った。停泊船舶および漁船を対象とし
た排出量の算定では、必要な情報を船種・船型毎に作成した
回帰式に基づくモデルや統計値を適用することで推計した。
併せて燃料油中硫黄分を 0.50% とした場合の排出量も推計
し、2020IMO 燃料油規制強化以降に期待される SOx および
PM2.5 排出量の削減効果についても考察した。

Atmospheric Occurrence of Particle-associated Nitrotriphenylenes via Gas-phase Radical-initiated
Reactions Observed in South Osaka, Japan
Takayuki Kameda*, Hiroshi Bandow

ABSTRACT
Nitrotriphenylenes (NTPs), which include the highly
mutagenic isomer 2-nitrotriphenylene (2-NTP), have been
detected in airborne particles. From a public hygienic point
of view, it is necessary to study the environmental
occurrence of NTPs in detail. In this study, concentrations of
ﬁve nitrated polycyclic aromatic hydrocarbons (nitro-PAHs)
including NTPs in airborne particles and of nitrogen oxides
(NOx; NO+NO2) and carbon monoxide (CO), at a location in
South Osaka, Japan, were measured at 3 h intervals. It was
found that the diurnal variations in the concentrations of
1-nitropyrene (1-NP), NOx, and CO were similar, being high
early in the morning and late in the evening. This ﬁnding
indicates that the occurrence of 1-NP is aﬀected signiﬁcantly
by primary emissions, particularly by automotive emissions.

https://doi.org/10.5572/ajae.2020.102

The concentration change in 1-nitrotriphenylene was similar
to that of 2-nitropyrene produced by an atmospheric OH
radicalinitiated reaction. On the contrary, the variations in
the concentrations of 2-nitroﬂuoranthene (2-NF) and 2-NTP
were signiﬁcantly diﬀerent from those of the other
nitro-PAHs, i.e., their concentrations increased during the
nighttime, suggesting that neither 2-NF nor 2-NTP was
emitted from the primary sources, but were formed via the
NO3 radicalinitiated nitration of the parent ﬂuoranthene and
triphenylene (TP) in the atmosphere. Based on the ambient
concentration of 2-NTP and the reported rate constant for the
reaction of TP with NO3 radicals, the yield of 2-NTP from
the gas-phase NO3 radical-initiated reaction of TP was
estimated to be 23%.

【和訳情報】

大阪南部において観測された気相ラジカル開始反応によるニトロトリフェニレンの大気内二次生成
亀田貴之 1，坂東

博 2（1 京都大学大学院エネルギー科学研究科，2 大阪府立大学大学院工学研究科）

大阪南部で 3 時間毎に大気粒子を捕集し、粒子中の強変異原
性 2-ニトロトリフェニレン（2-NTP）を含むニトロ化多環芳
香族炭化水素（nitro-PAH）濃度を定量した。1-ニトロピレン

および並行して測定した窒素酸化物（=NO+NO2）と CO の濃
度は、移動発生源からの直接排出の影響を受け早朝と夕方に
上昇した。1-ニトロトリフェニレンは、NO2 共存下において
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気相 OH ラジカル開始反応により大気内二次生成する 2-ニト
ロピレンと似た日内変動パターンを示した。一方、2-NTP
と 2-ニトロフルオランテン（2-NF）の濃度変化はいずれの
nitro-PAH とも異なっており、夜間に高濃度を示した。2-NF
は NO2 共存下で気相 NO3 ラジカル開始反応によって生成す
ることが知られており、観測期間中において 2-NTP も同じ

く気相 NO3 ラジカル反応によって大気内二次生成したもの
と推察された。親化合物であるトリフェニレン（Tp）と NO3
ラジカルとの反応速度定数および実大気中 2-NTP 濃度の定
量 値 を も と に、NO2 共 存 下 Tp‒NO3 ラ ジ カ ル 反 応 に よ る
2-NTP の生成収率は 23％と見積もられた。
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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。
プログラム：

大気環境学会北海道東北支部総会のお知らせ

基調講演
・科学コミュニケーションの来し方行く末

大気環境学会北海道東北支部では、研究発表会を含む以下

古澤輝由（立教大学理学部）

の総会を予定しています。ただし、Covid-19 の感染状況に

話題提供・事例紹介

よっては、Web での開催などへの変更も考えられますので、

・実施ハードルの高い大気環境教育

ご了承ください。

―調査研究スキルの教育活用―
齊藤由倫（群馬県衛生環境研究所）

日

時： 2021 年 10 月 29 日（金）10 時〜17 時

会

場： 東北工業大学

・サイエンスカフェの企画と実践

一番町ロビー 2 階ホール

―対話に向けた場のデザイン―
須賀

なお、昨年度は Web にて総会のみを開催し、研究発表会

・大気汚染をどのように見せるか？

を中止いたしましたが、過去の研究発表会の要旨などは以下

―実感を伴った理解のための工夫―

で確認できます。

https://drive.google.com/drive/folders/17Uc7TCdINC4mJZy

長谷川就一（埼玉県環境科学国際センター）
参加申込： 下記 URL に必要事項を記入して 5 月 14 日（金）ま

HDOtKlDwWn2qcALst

でにお申し込みください。

https://forms.gle/GSFjgwYZUr6bC3Sf8

関東

（関東支部のホームページにも URL を掲載しています）

科学コミュニケーション部会
キックオフセミナーのお知らせ

開催日数日前に Zoom のミーティング ID・パスコード
を電子メールでお知らせします。
問い合わせ先： 科学コミュニケーション部会長

科学コミュニケーションって何？
―

丈（長野県環境保全研究所）

長谷川就一（埼玉県環境科学国際センター）

つたえる・つくる・つなぐ の概念と実践―

E-mail: jsae.kanto.sc@gmail.com

令和2年度関東支部総会のお知らせ

社会が直面する様々な問題や課題について、進むべき方向
や打開策・解決策を議論し共有していくには、社会の様々な

日

時： 2021 年 5 月 28 日（金）12:30〜13:00

立場の間のコミュニケーションが必要ですが、その際に科学

場

所： オンライン開催

の観点からのコミュニケーションが鍵となります。では、大

議

事：

気環境問題に携わる私たちは、どのようなコミュニケーショ

・令和 2 年度支部・部会活動報告

ンを取っていったらよいのでしょうか。

・令和 2 年度中間会計報告
・令和 3 年度予算案

本セミナーは、関東支部に設立した科学コミュニケーショ
ン部会のキックオフとして、科学コミュニケーションに関す

・令和 3 年度活動計画案

る基礎的な事柄や現在地、そして大気環境などの環境問題に

・その他

関する科学コミュニケーションを実践している事例を知る機

申

込： 関東支部正会員の皆様は、電子メールにて配信する

会を企画しました。科学コミュニケーションについて、聞い

総会案内にある申込フォームから出欠のご回答をお願い

たことはあるけどまだよく知らないという方や何か始めてみ

します。ご欠席の場合は、同フォームより議事委任者を

たいと思っている方には道案内に、また、すでに実践してい

ご指名ください。アクセスできない方は、以下の問い合

る方には情報や意見を交わす場になればと思います。ご関心

わせ先までご連絡ください。オンライン情報は、出席申

のある方はぜひご参加ください。

込者へ電子メールにてお知らせします。
※総会に引き続き、支部講演会を開催します。

日

時： 2021 年 5 月 20 日（木）14:00〜16:45

申込締切： 5 月 25 日（火）

場

所： オンライン (Zoom)

問い合わせ先： 関東支部事務局

対

象： 大気環境学会会員（関東支部所属以外の会員も歓

〒347‒0115 埼玉県加須市上種足 914

迎、法人会員 B・賛助会員・名誉会員も含みます）、大

埼玉県環境科学国際センター内

気環境の調査・研究や行政に携わっている方

E-mail: jsae.kanto@gmail.com
FAX: 0480‒70‒2031

米倉、城
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令和2年度大気環境学会関東支部講演会
テーマ： 最近の気になる大気環境問題

渡辺

3.

誠（東京農工大学）

アンモニアの大気−表面間双方向交換
松田和秀（東京農工大学）

日

時： 令和 3 年 5 月 28 日（金）13:00〜16:30

費

場

所： オンライン開催

概

要： 最近の大気環境問題は、従来の枠を越えて新たな領

参加申込： 6 月 9 日（水）までに、氏名、所属を明記の上、下

域へと広がっています。気候変動、災害、マイクロプラ

記申込先へご連絡ください。
問合せ・申込先： 伴

スチックといった今後ますます重要となる課題へも、大
気環境問題としての取り組みが行われてきています。今
年度の関東支部講演会では、これらの研究を取り上げる

用： 参加費無料

E-mail: satomi_ban@jesc.or.jp

近畿

とともに、今年 4 月に対策が強化された石綿についても

反応と測定部会講演会のお知らせ

ピックアップし、最近の多岐にわたる大気環境問題につ
いて考えます。
プログラム（仮題を含む）
：

1.

大気中マイクロプラスチックの現状と課題
大河内

2.

博氏（早稲田大学創造理工学部）

3.

日

時： 令和 3 年 5 月 17 日（月）14:00〜16:30

会

場： Zoom によるオンライン開催

プログラム

(1) 梶野瑞王氏（気象研究所）

大気汚染防止法及び政省令の改正について
石山

粒子酸化能と健康ハザードのモデル予測可能性に関する

豊氏（環境省水・大気環境局大気環境課）

事故・災害の大気環境への影響とそのモニタリング手法

研究開発

(2) 鳥羽 陽氏（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科）
大気粒子及び燃焼発生源粒子の酸化能に対する多環芳香

開発

族炭化水素キノン類の寄与

中島大介氏（国立環境研究所環境リスク・健康領域）

4.

聡美（日本環境衛生センター）

気候変動が日本の大気質に与える影響

参加費： 無料

永島達也氏（国立環境環境研究所地域環境保全領域）

参加申込： お名前とご所属を明記の上、5 月 13 日（木）まで

申込先： 申込フォーム「https://arcg.is/TqXGq」よりお申し

に電子メールで下記宛へお申し込み下さい。お申し込み

込みください。アクセスできない方は、以下の問い合わ

いただいた方に Zoom の接続先をお知らせ致します。

せ先までご連絡ください。オンライン情報は、申込者へ

亀田貴之（京都大学； 反応と測定部会長）

電子メールにてお知らせします。

E-mail: tkameda@energy.kyoto-u.ac.jp

申込締切： 5 月 25 日（火）
費

気象拡散部会講演会のお知らせ

用： 参加費無料、pdf 資料代無料
※ pdf 資料は、当日のオンライン参加者にダウンロード
方法をお知らせします。

問い合わせ先： 関東支部事務局

米倉、城

テーマ： 放射性物質の環境動態と影響評価
日

時： 令和 3 年 5 月 28 日（金）15:00〜17:00

会

場： Zoom によるオンライン開催

〒347‒0115 埼玉県加須市上種足 914
埼玉県環境科学国際センター内

プログラム：

E-mail: jsae.kanto@gmail.com

司

会： 山本浩平（気象拡散部会長）

FAX: 0480‒70‒2031

講

演：

1.

大気放出放射性核種による被ばく線量評価

第32回酸性雨東京講演会
反応性窒素の大気沈着について考える（第 4 回）
主

催： 大気環境学会関東支部大気沈着部会

共

催： 大気環境学会酸性雨分科会、酸性雨研究会

日

時： 2021 年 6 月 15 日（火）14:00〜17:00

場

2.

福島第一原発事故由来の放射性セシウムの挙動： 一次放
出、沈着、再浮遊
梶野瑞王氏（気象研究所）

参加申込： 山本浩平（京都大学； 気象拡散部会長）

所： 都内またはオンライン開催（詳細が決まり次第、関

E-mail: yamamoto@energy.kyoto-u.ac.jp
件名：「近畿支部気象拡散部会講演会申込」とし、

森林および森内部空間における窒素酸化物とオゾンの放
出吸収量
和田龍一（帝京科学大学）

2.

高橋知之氏（京都大学複合原子力科学研究所）

東支部ホームページに掲載します）
プログラム（仮題を含む）
：

1.

（参加申込をされた方に後日接続先を連絡）

オゾンに対する樹木の応答

お名前・ご所属・メールアドレスの情報を添え
て、上記アドレス宛お申し込みください。参加費
は無料です。
申込締切： 令和 3 年 5 月 25 日（火）
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計 8 題発表があり、活発な質疑が交わされました。当日は九
州各県を含め沖縄から千葉県までの接続サイト総数 46 で約

60 名の参加をいただきました。発表及び参加された皆様に
感謝申し上げます。なお、支部総会はメールを利用して議事

日

時： 2021 年 3 月 12 日（金）14:00〜16:50

を進行し、メール返信によって承認を確認しました。「令和

会

場： zoom を用いた web 会議

元年度事業実施報告及び収支決算報告について」ほか 3 議題

九州支部では、室内環境学会九州支部と合同で標記の日時
に zoom を用いたオンライン会議として研究発表会を開催し
ました。大気環境部門から 5 題、室内環境部門からは 3 題の

に対し、過半数以上の承認をいただき、議決されました。

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

法規認証部法規渉外室

日本カノマックス株式会社
一般財団法人日本環境衛生センター
東日本高速道路株式会社
富士電機株式会社

パワエレシステム

インダストリー事業本部

「大 気 環 境 学 会 誌」 編 集 委 員
編集委員長

速

水

洋

早稲田大学

中

嶋

吉

弘

東京農工大学

副編集委員長 上

野

広

行

東京都環境科学研究所

中

村

篤

博

日本大学

編 集 委 員 浅

川

大

地

大阪市立環境科学研究センター

秦

寛

夫

産業技術総合研究所

板

橋

秀

一

電力中央研究所

早

崎

将

光

日本自動車研究所

市

川

有二郎

埼玉県環境科学国際センター

堀

本

泰

秀

千葉県環境研究センター

黄

瀬

佳

之
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