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1

―あおぞら―
大気環境行政の現状と課題
環境省水・大気環境局大気環境課長

長坂

雄一

我が国の大気汚染については、関係各位の様々な取組によ

また、越境大気汚染の軽減のためには国際的な連携の強

り、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、二酸化硫黄、一酸化炭素

化が重要です。日中韓三カ国環境大臣会合の合意に基づき

の環境基準達成率がほぼ 100% となるなど、全体として大き

毎年実施している、大気汚染に関する三カ国政策対話が昨

く改善されています。一方で、なお多くの課題が残されてい

年 7 月に WEB 開催され、大気環境の改善に向けた三カ国

ます。本稿では、大気環境に係る諸課題への対応についてご

の緊密な連携を継続するとともに、「3+X」協力としてこれ

紹介します。

までの成果を三カ国以外に共有・普及することとされまし

第一に、建築物の解体等に伴う石綿飛散防止対策です。建

た。このほかにも、多国間の枠組みである東アジア酸性雨

築物等の解体等工事における石綿の飛散防止対策を一層強化

モニタリングネットワーク（EANET）の活動を推進してお

するため、令和 2 年 6 月に大気汚染防止法を改正し、令和 3

り、昨年 11 月に開催された第 22 回政府間会合では、活動ス

年 4 月 1 日に一部を除き施行されました。法改正により、全

コープを大気汚染全般に拡大することを盛り込んだ中期計画

ての石綿含有建材への規制対象の拡大、都道府県等への事前

（2021–2025）が策定されました。本年 11 月には日本のホス

調査結果報告の義務付け及び作業基準遵守の徹底のために直

トで第 23 回政府間会合を開催する予定であり、拡大スコー

接罰が創設されました。また、法改正に併せて、事業者や自

プの下での具体的な活動等に関して議論を進めるとともに、

治体担当者を支援するため大気汚染防止法に基づく立入検査

関係者間の知見の共有や連携の強化を進めてまいります。

マニュアル策定の手引き、及び建築物の解体等に係る石綿飛

第三に、水銀大気排出対策です。水俣条約の的確かつ円滑

散防止対策マニュアルの改訂を行いました。今後、改正大気

な実施を確保するため、平成 27 年 6 月に大気汚染防止法が

汚染防止法の円滑な施行に向けて、事前調査等を行う一定の

改正され、平成 30 年 4 月 1 日から施行されています。地方

知見を有する者の育成、事前調査結果の電子報告システムの

公共団体や関係団体の協力を得て対象施設における水銀濃度

構築等の対応等、石綿飛散防止対策に引き続き取り組んでま

測定結果を収集すること等を通じて、改正法の適切な施行の

いります。

確保や、より実態に即した水銀大気排出インベントリーの作

第二に、微小粒子状物質（PM2.5）及び光化学オキシダン
トの対策です。PM2.5 については、国内外の取組により大気

成等を実施し、水銀の大気中への排出抑制を推進してまいり
ます。

環境が改善しているものの、一部の地域に環境基準非達成

第四に、有害大気汚染物質対策です。現在の有害大気汚染

があります。また、光化学オキシダントは依然として環境

物質のリストは平成 22 年の中央環境審議会の答申で見直さ

基準達成率が極めて低く、これらの削減対策が必要とされ

れたもので、「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物

ています。国内対策としては、中央環境審議会大気・騒音

質」として 248 物質が、「優先取組物質」として 23 物質が示

振動部会微小粒子状物質等専門委員会の中間取りまとめ（平

されています。同答申では、物質と対策のあり方の継続的検

成 27 年 3 月）を踏まえ、引き続きモニタリング体制や科学

討の必要性が指摘されており、前回見直しからおおむね 10

的知見の充実を図りつつ、総合的な対策を検討・実施してい

年が経過すること、PRTR 対象物質の見直しが進められてい

ます。また、光化学オキシダントについては、かねてより人

ることを踏まえ、有害大気汚染物質の選定及び効果的な対策

の健康だけでなく、植物への影響についても問題となってい

のあり方の検討を進めてまいります。

ました。加えて、主成分であるオゾンは短寿命気候汚染物質

環境省としては、各課題への対応を引き続き検討し取り組

（SLCPs）の一種とされ、地球温暖化防止の観点からも対策

んでいく所存です。また、環境省や地方公共団体等において

が求められています。こうした背景を踏まえ、新たに光化学

大気環境保全施策を講じていくためには、科学的知見を充実

オキシダント対策ワーキングプランの策定を進めており、大

させていくことが不可欠であり、大気環境学会における様々

気汚染対策と気候変動対策の両面から、重点的に取り組んで

な研究の成果に大いに期待しているところです。引き続きの

まいります。

ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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研究室紹介

（地独）
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 環境保全部
研究所の変遷
私たちの研究所の始まりは公害問題が顕在化してきた 1965 年に、北海
道立衛生研究所に公害科が設置されたときに遡ります。その後、1970 年に
大気部、水質部を持つ北海道公害防止研究所が設置されました。1991 年
に自然環境部を加え、環境保全部、環境科学部の 3 部で北海道環境科学研
究センターに改組し、2010 年に地方独立行政法人化により、北海道立総
合研究機構 環境・地質研究本部 環境科学研究センターとなりました。
2020 年に環境科学研究センター、工業試験場 環境エネルギー部、地質
研究所が統合し、現在のエネルギー・環境・地質研究所が発足し、環境保
全部は循環資源部と環境保全部に分かれました。
環境保全部は「北海道の「大気-森-川-海」を守り、活かす！」を目標に、
水環境、気候変動や酸性雨などの研究を主に担当する水環境保全グループ
と大気環境、化学物質対策などを担当するリスク管理グループで研究を進
めています。
（北海道東北支部長 野口 泉）
● 水環境保全グループ
空から海までの水の把握を目的として、雨から海水までを調査対象とし
ています。雨については利尻と札幌で降水を捕集し、酸性度や窒素沈着量
などについて長期のデータ蓄積と解析を進めています。加えて、北海道の
全積雪中の大気汚染物質量を把握する調査を概ね 4 年に一度行っています。
1988 年に開始し、今年、9 回目の調査を行いました。2‒3 月の雪が多い時
期に北海道中を移動しながら、雪を採取し、現在、解析を進めています。
最近は気候変動に関する取組みを強化しており、気候変動が北海道全体
へもたらす影響について、特に雪を中心に国立環境研究所、北大等と共同
研究を進めています。（環境研究総合推進費 2-2009）また、北海道の気候
変動が北海道の主要産業である観光に与える影響についても調査研究を進
めています。
（支部監事 山口高志）
● リスク管理グループ
人の健康や生態系を脅かす様々な環境リスクの管理、低減に関する研究
を実施しています。広い北海道をフィールドとした PM2.5 など大気環境汚
●

染物質の長期モニタリングや成分分析による発生源寄与解析など広域な大
気環境研究をはじめ、ダイオキシン類、PCB、農薬などの化学物質や環境
汚染物質のリスク評価などに取り組んでいます。また、バイオマスの燃焼
利用など新たな技術開発に伴う環境適合性の確認や排ガス中のダスト濃度
自動計測器の性能評価方法の JIS 化など、大気発生源の排出抑制に関する
研究開発にも取り組んでいます。
（支部幹事 芥川智子）

環境保全部＋学会員の集合写真

積雪調査（2021.2 札幌市郊外にて）

気候変動研究の共同研究者と共に

2018 年 4 月の札幌市の PM2.5 高濃度事例

排ガス中のダスト濃度自動計測器の性能評価試験
（JIS B 7996, 7997）
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第 63回大気環境学会年会ご案内（第 1 報）
期日： 2022 年 9 月 14 日（水）〜16 日（金）
場所： 大阪公立大学（2022 年 4 月名称変更予定）、現大阪府立大学
大阪府堺市中区学園町 1‒1
年会長（開催地）

： 竹中

規訓（大阪府立大学）

実行委員長

： 板野

泰之（大阪市環境科学研究センター）

事務局長

： 藤井

佑介（大阪府立大学）

常任理事（年会担当）
： 奥田

知明（慶應義塾大学）

可能な限り対面での開催を目指しています。3 年ぶりの対面開催（予定）ですので、ふるってご参加くださいますようお願い申
し上げます。新型コロナウィルス感染の影響等で、対面開催ができない場合は第 62 回のようなオンライン開催となる可能性
もあります。
＊第 63 回年会より、開催地の実行委員会と学会本部の年会委員会とが共同運営して開催します。
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N56

◆◆◆◆◆◆◆大気環境学会ニュース◆◆◆◆◆◆◆

Asian Journal of Atmospheric Environment
Vol. 15 No. 3 September 2021
CONTENTS & ABSTRACT
A Review on the Techniques Used and Status of Equivalent Black Carbon Measurement in Two Major
Asian Countries
Arpit Malik, Shankar G. Aggarwal *

ABSTRACT
Black Carbon (BC) is a major pollutant that poses immediate
health as well as long-term climatic threat to human
civilization. Globally, India and China are considered to be
among the signiﬁcant contributors of carbonaceous aerosol.
Therefore, in the recent past, several studies on BC
measurements have been conducted and reported in both
these countries. Optical absorbance measurement techniques
which give BC mass by measuring light absorbance of
aerosol have been used widely. Keeping these facts in mind,
here an attempt has been made to realise the current state of
Equivalent Black Carbon (EBC) measurement done in both
countries. Eighty EBC measurement studies published in last
15 years (2005‒2020) are analysed on the basis of technique,
instrumentation and various important parameters involved

https://doi.org/10.5572/ajae.2021.044

in measurements. It is found that EBC measurements in
India and China contain large uncertainties, and available
data are metrologically insuﬃcient to realise spatial
distribution and long-term temporal variation precisely.
Furthermore, MERRA-2 Surface Black Carbon (SBC) levels
and EBC measurements are compared and evaluated for
biases between spatial and temporal variation of modelled
data and ground measurements. It is observed that
standardization of measurement technique and parameters
involved in measurement is the need of the hour. Lack of a
reference method creates inconsistency and discrepancy
among the measurements. Recommendations for selection of
parameter/instrument and cautious measures are provided as
conclusion based on this review to improve overall
metrology of BC.

Prediction of Heatwave 2013 over Andhra Pradesh and Telangana, India using WRF Model
N. Naveena, G. Ch. Satyanarayana*, A. Dharma Raju, N. Umakanth, D. Srinivas, K. Sivasankar Rao, M. Suman
https://doi.org/10.5572/ajae.2020.117

ABSTRACT
Heatwaves are acknowledged to be the major meteorological
disaster, causing a noticeable impact on humans and animals
lives during the last few decades. The number, frequency,
duration, intensity, and areal extent of the heatwaves are on
the rise during recent years. The Maximum temperature data
of 2013 is analyzed to assess the synoptic nature, intensity,
frequency, and various signiﬁcant facets of the heatwave over
the south peninsular states of Andhra Pradesh and Telangana.
Indian subcontinent experienced a major heatwave during
2013, which claimed 1216 human lives. Even though the
highest intensity of maximum temperatures is observed in
May over major areas of India, the increasing (incidence,
duration, number of spells, and the sweltering temperatures)
number of heatwaves are observed over many parts of the
country. The northwest and southeast coastal regions are the
two heat wave prone regions. The advection of heat from the
northwest with the aid of north-westerly winds causes
heatwaves over northwest India to sweep or move towards

India s southeast and east coast. The heatwave record over
south-eastern India, i.e, Andhra Pradesh and the adjoining
Telangana state during May 22‒24, 2013 were described in
this study. Maximum temperatures above 40℃ are observed
with a sudden rise by 6 to 7℃ over the study region. An
attempt is made to predict the maximum temperatures 72
hours before the existence of a heatwave at 3 km horizontal
resolution using the Advanced core of the Weather Research
and Forecasting (WRF) model. Model predicted temperature
values match with observations and the statistical metrics
show a high index of the agreement, lower values for rootmean-square error and mean absolute error. Atmospheric
circulation patterns associated with this heatwave are also
presented. The arrest of sea breeze, the hovering of diabatic
heat because of subsidence is the factor that abetted the
heatwave blockade over the south-eastern part of the country.
The WRF model forecasts could present the occurance of the
heat wave over AP and Telangana region with 72 hour lead
time with high accuracy.
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Real-time Monitoring of Bioaerosol in a Residential Property in Central Tokyo
https://doi.org/10.5572/ajae.2021.055

Nobuyuki Tanaka*

ABSTRACT
Real-time onsite monitoring of indoor airborne microbes in a
residential property in central Tokyo was carried out in 2020
and 2021, following the onset of the COVID-19 pandemic. A
microbial sensor utilizing fluorescence emitted by
microorganisms was used to measure bioaerosol
concentrations in the living room and children s bedroom as
well as on the balcony. Indoor PM2.5 was also monitored
simultaneously at certain time points using a PM2.5 sensor.
The behavior of the residents was also recorded during some
monitoring periods. The average number concentration of
microbes as fungi in the living room was 15,100, 58,800,
and 10,600 counts m-3 in spring, summer, and winter,
respectively, increasing in summer when the outside

temperature was high. Microbial number concentrations
were closely related to human behavior, increasing rapidly
during periods of physical activity, but decreasing again
within 20‒30 min of the activity ending. There was no clear
correlation between indoor microbial number concentrations
and PM 2.5 concentrations, suggesting that indoor
microorganisms are concentrated in coarse particles, such as
dust, which are quickly removed via gravitational settling.
The concentration of indoor airborne microorganisms
decreased signiﬁcantly after ventilation, and although an
occasional increase was observed immediately after
ventilation, concentrations decreased again rapidly within
10‒20 min. These results suggest that even a short period of
ventilation can signiﬁcantly reduce the indoor bioaerosol.

【和訳情報】

東京都市部の一般住宅におけるバイオエアロゾルのリアルタイムモニタリング
田中伸幸（電力中央研究所）

COVID-19 パンデミック発生後の 2020 年と 2021 年に、東京

都心の一般住宅において室内空気中のバイオエアロゾルのリ
アルタイムオンサイトモニタリングを実施した。微生物が発
する蛍光を利用した微生物センサを用いて、居間や子供部
屋、バルコニーの微生物濃度を測定した。また、PM2.5 セン
サにより、室内の PM2.5 濃度を一定時間ごとに同時に測定し
た。加えて、一部のモニタリング期間において、居住者の行
動も記録した。居間における微生物（真菌換算）の平均個数
濃 度（counts m−3） は、 春、 夏、 冬 そ れ ぞ れ 15,100、
58,800、10,600 で、外気温が高い夏に増加した。微生物濃

度は居住者の行動と密接に関連しており、身体活動時に急激
に増加するが、活動終了後 20〜30 分以内に再び減少する傾
向が認められた。一方、室内の微生物濃度と PM2.5 濃度には
明確な相関は見られなかったことから、室内の微生物は埃な
どの粗い粒子に吸着しており、重力沈降によって空気中から
速やかに除去されることが示唆された。室内の微生物濃度は
換気後に大きく減少した。一部、換気直後に増加した場合も
あったが、10〜20 分以内に再び急速に減少した。これらの
結果から、短時間の換気でも室内のバイオエアロゾルを大幅
に減少させることができることが示唆された。

Incidence of Fungal Aerosols from Selected Crowded Places in Port Harcourt, Nigeria
Nedie Patience Akani*, Chidiebele Emmanuel Ikechukwu Nwankwo, Ebele Amaku, Oluchi Mercy Obilor
https://doi.org/10.5572/ajae.2021.036

ABSTRACT
The role of aerosols in the spread of infectious diseases cannot
be overemphasized in the face of increased environmental
pollution from diﬀerent sources. This study aimed at
determining the distribution of fungi occurring in the air
around human dwellings. The fungal aerosols were randomly
collected from ﬁve crowded environments (market, church,
school, motor park and crowded home) in Port Harcourt,
Rivers State, Nigeria and examined. The sedimentation
method was used for the microbiological sampling of air and
fungi were identiﬁed based on macroscopic and microscopic
method. The mean fungal load of the diﬀerent crowded
environments were as follows; market（3.19 0.43 log10 SFU
cm−2 min−1），church （2.96 0.33 log10 SFU cm−2 min−1），
school（3.22 0.29 log10 SFU cm−2 min−1），motor park（3.25
0.35 log10 SFU cm−2 min−1） and home （3.04 0.46 log10

SFU cm−2 min−1），with motor park having the highest and
church having the lowest. A total of 16 fungal isolates
belonging to twelve (12) genera were identiﬁed. They
included Aspergillus spp. (31.25％) and Paecilomyces sp.,
Mucor sp., Fusarium sp., Aspergillus sp., Rhizopus sp.,
Colletotrichum sp., Cryptococcus sp., Alternaria sp.,
Cladosporium sp., Chrysosporium sp. and Lophophyton sp.
each having a percentage occurrence of 6.25％. Although
there was no signiﬁcant diﬀerence（p≥0.05）in the fungal
population in the diﬀerent sampled locations, Motor Park was
observed to have the highest percentage occurrence (34.50％)
and church the least (9.35％). The percentage occurrence from
all sampled sites was in the order motor park＞school＞
market＞home＞church. The presence of some potential
pathogenic fungi such as Aspergillus ﬂavus pose serious
public health risks.
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A Study on the Eﬀect of Integrated Ozone and UVC-LED Approaches on the Reduction of Salmonella
typhimurium Bacteria in Droplets
Jee-Hyun Lee, Trieu-Vuong Dinh, Chang-Seon Song, Kee-Jong Hong, Jo-Chun Kim*

ABSTRACT
In the wake of the SARS-CoV-2 pandemic, inactivating
bioaerosols became a pivotal issue which helps to prevent
the transmittance of SARS-CoV-2. Thus, the current study
was conducted to investigate a potential inactivating method
using both ozone (O3) and ultraviolet C (UVC). Individual
and integrated eﬀects of O3 and UVC were compared. A
solution containing approximately 4〜7.3 106 CFU/mL of
Salmonella typhimurium bacteria was used to produce
bacteria droplets. These droplets were exposed to O3 and
UVC to determine the reduction rate of bacteria. The
exposure times were set as 1 and 30 minutes. Ozone
concentrations were 100 and 200 ppmv. UVC-LEDs were

https://doi.org/10.5572/ajae.2021.100

used as a UVC source. Peak wavelength of the UVC-LED
was 275 nm and the irradiation dose was 0.77 mW/cm2. In
terms of O3 and UVC-LED interaction, 194 ppmv styrene
was used as a target compound to be removed. Considering
the O3 and UVC-LED interaction, the presence of O3 could
reduce the performance of the UVC-LED, and UVC-LED
could also reduce signiﬁcant amount of O3. The sequence of
O3 and UVC-LED treatment was as follows: O3 was exposed
at ﬁrst, then UVC-LED, and this order showed the best
reduction ratio (＞99.9％). Therefore, if O3 and UVC-LED is
used to disinfect Salmonella typhimurium bacteria contained
in droplets, bacteria should be separately exposed to O3 and
UVC-LED in order to improve the inactivation eﬃciency.

Comparison of PMtotal, PM10, PM2.5, NOx, and SO2 Emission Factors from Coal-ﬁred Power Plants per Load
Change
JeongHun Yu, Jihan Song, DoYoung Lee, MyeongSang Yu, JongHan Jung, Sung-Nam Chun, GaYoung Lee, JongHo Kim*
https://doi.org/10.5572/ajae.2021.104

ABSTRACT
For two bituminous coal-ﬁred power plants with 500 MW and
pulverized coal combustion type, the concentration of PMtotal,
＞PM10, PM2.5‒10, PM2.5, NOx, and SO2 was measured, and
their emission factors were calculated through ﬁeld
measurement. The measurement points started from the
boiler downstream and continued to the air pollution control
devices (APCDs) that are installed in series, namely, the
selected catalytic reduction system (SCR), air preheater
(APH), electrostatic precipitator (ESP) and wet ﬂue gas
desulfurization system (WFGD). The measurement was
performed at one point for more than three times by using
the Korean standard method for air pollutants. However, all
measurement points, except for the stacks, were not
representative of the standard test method. In addition, the
PM concentration was too high to reduce the collection time
due to isokinetic sampling. There is a limitation of how
representative the measurement results can be. During the
ﬁeld measurement period, the power production rate of the

two coal-ﬁred power plants was 91.6％ and 79.2％ in the P-1
and P-2, respectively. Moreover, in the P-2, with a low
power production rate, the concentration of PMtotal, PM10,
PM2.5, and NOx was found to be low, and the emission factor
calculated by dividing the measured concentration value by
the fuel usage was also estimated to be low. Such results are
due to the coal combustion chamber and various types of
APCD being operated at a lower-load condition than the
design capacity. In turn, the number of pollutants generated
was less, and the removal eﬃciency of the pollutant became
high. However, it was found that the concentration of SO2
generated and the emission factor are more signiﬁcantly
aﬀected by the sulfur content of the coal than the load factor
change. To this end, reducing the operation load of the coalﬁred power plant improves the combustion eﬃciency and
APCDs performance and decreases the emission factor,
resulting in more reduction of the air pollutants than that
based on the simple calculation.

Analysis of High-Concentration PM2.5 Episodes during Winter 2019‒2020 in Seoul, Korea
Da-Som Park, Hyo-Jung Choi, Chan-Byeong Chae, Moon-Suk Kang, Jee-Ho Kim, Eun-Ae Lee, Yoon-Bae Chung, Young Sunwoo*
https://doi.org/10.5572/ajae.2021.095

ABSTRACT
PM2.5 is a WHO-designated ﬁrst-class carcinogen and coping
with high-concentration situations with high human risk is
becoming more important. In particular, Korea has a high
concentration of PM2.5 in winter due to its geographical
characteristics, which can be largely divided into foreign
inﬂows and domestic atmospheric stability. To determine
this, wind patterns and air pressure data were analyzed
representatively and episodes about high concentration

phenomena were classiﬁed. In this study, high-concentration
PM2.5 episodes, where the daily average PM2.5 concentration
in Seoul exceeded 35 μg/m3 between October 2019 to March
2020, were analyzed case-by-case. The criteria for the
separation of consecutive episodes were established. Then,
the designated episodes were classiﬁed into four categories
based on cause: atmospheric stagnation, combination of
causes, penetration from abroad, and accumulation. To
identify the causes of the episodes, wind direction, wind
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speed data, wind roses, and air quality forecast modeling
data obtained from Air Korea were studied. Fifteen
episodes were identiﬁed and analyzed and each were given a
classiﬁcation type. Furthermore, the phenomenon of highconcentration episodes was summarized after detailed
individual analysis of the episodes. As a result of case
analysis, just before there was an inﬂow from abroad due to
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strong wind speed, a characteristic of low PM2.5
concentration of air quality as a kind of cleaning eﬀect could
be found. In addition, alarm-level PM2.5 concentrations of
75 μg/m3 or higher were often made by external inﬂow. This
will contribute towards identifying the main causes of high
PM2.5 concentration episodes in Korea when it is applied
over a longer time period.
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令和 2 年度 公益社団法人大気環境学会 事業報告
（令和 2 年 7 月 1 日～令和 3 年 6 月 30 日）
1. 会員の状況
種

別

令和 2 年 6 月 30 日

令和 3 年 6 月 30 日

差引増減（△）

正 会 員

764 名

746 名

△18 名

法人会員 A

119 名

120 団体

法人会員 B

49 名

48 団体

△1 団体

学生会員

48 名

74 名

26 名

賛助会員

16 団体（19 口）

16 団体（17 口）

-

1 団体

正会員数は、令和元年度は 45 名の減少であったが、令和 2 年度は 18 名の減少になった。
学生会員は、令和元年度は 43 名の減少であったが、令和 2 年度は 26 名の増加になった。
2. 年会報告
第 61 回大気環境学会年会を、令和 2 年 9 月 14 日（月）から 10 月 4 日（日）にかけて、誌上開催した。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、年会としては初めての誌上開催となった。参加登録は 264 名
であり、内訳は正会員 184 名、学生会員 45 名、法人会員 A8 名、法人会員 B12 件、賛助会員 4 名、名誉会
員 0 名、非会員 11 名であった。一般発表件数は 205 件であり、特別集会 2 件（講演 11 件）、分科会 8 件
（講演 32 件）が実施された。企業協賛は、講演要旨集や年会ホームページへの広告掲載として 17 社にご協
力頂いた。コロナ禍における開催は、前例なき対応の連続であり、企画数、参加者数、協賛数の予測が困難で
あったが、多くの皆様のご支援、ご参加によって開催できた。
3. 総会開催
令和 2 年 9 月 17 日に東京都北区王子 1-11-1 北とぴあ第 2 研修室にて、令和 2 年度総会を開催した。審議
及び報告事項は以下の通りである。
１）令和元年度事業報告、収支決算報告及び監査報告
米持真一常任理事より令和元年度事業報告があり、中井里史常任理事より令和元年度収支決算報告があり、
野口 泉監事より監査報告がなされた。議長より質疑を求めた後、これらの報告を全員一致で決議した。
２）令和 2 年度事業計画及び収支予算について
米持真一常任理事より令和 2 年度事業計画が報告され、中井里史常任理事より令和２年度収支予算の説明
がなされた。事業計画及び収支予算については、定款第 35 条により、事業年度開始前に理事会を開催し、既
に承認されているため、本総会では事後報告であった。
３) 名誉会員の推戴
１
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大原利眞会長より、村野健太郎会員を名誉会員に推戴する旨の報告があり、承認された。
４) 第62回大気環境学会年会開催地
第62回大気環境学会年会を令和3年9月15～17日に、年会長を大原利眞会員（国立環境研究所）として開催
する予定であること、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からWeb開催とすることが報告され、承認さ
れた。
５) 第63回大気環境学会年会開催地
第63回大気環境学会年会を令和4年9月に大阪府立大学を主会場とし、年会長を竹中規訓会員（大阪府立
大学大学院）として開催する予定であることが報告され、承認された。
4. 理事会等開催
4.1. 理事会
１）定例の会議の開催
第 1 回：令和２年 8 月 12 日

Web 会議

審議内容：令和元年度事業報告、収支決算、監査結果、編集委員会報告、総会案内（確定版）、入退会
希望者等の承認、第 61 回年会の開催準備状況、役員選挙結果、
「大気環境未来 60」事業等
第 2 回：令和 2 年 9 月 29 日

Web 会議

審議内容：役員選出、入会希望者等の承認、ＡＪＡＥ委員会の新委員長承認、令和２年度編集委員会
構成案等
第 3 回：令和 3 年 6 月 25 日 Web 会議
審議内容：令和 3 年度事業計画、収支予算、資金調達及び設備投資見込、入退会希望者等の承認、令和 3
年度定時総会の開催方法と議案、名誉会員の推戴、役員の業務遂行報告等
２）令和元年度事業報告及び収支決算の承認（第 1 回理事会）
それぞれ、原案の通り承認された。
３）令和 3 年度事業計画及び収支予算の承認（第 3 回理事会）
それぞれ、
原案の通り承認された。
この結果を受け令和 3 年 6 月 30 日に内閣府に事業計画書等を提出した。
また、学会ホームページに掲載した。
４）名誉会員の推戴について
伊豆田 猛会長から提案があり、推戴に関する推薦書をもとに、令和 3 年度第 1 回理事会で審議することと
なった。
4.2. 常任理事会
１）定例の会議の開催
第 1 回：令和 2 年 8 月 7 日及び 11 日、第 2 回：令和 2 年 10 月 21 日、第 3 回：令和 2 年 12 月 18 日、第
4 回：令和 3 年 4 月 22 日、第 5 回：令和 3 年 6 月 11 日 (第 4 回以外は Web 会議)
第 4 回については、公益社団法人大気環境学会常任理事会に関する規程第 6 条第 3 項に基づく常任理事会
の決議の省略の方法によりメール審議とした。また、適宜メール等により必要事項を協議した。
２
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5. 支部長会
令和２年 8 月 12 日、Web 会議にて開催し、各支部の報告が行われた。
6. 出版等
１）大気環境学会誌
第 55 巻 4 号～第 56 巻 3 号の計 6 号（電子ジャーナル）を刊行した。これに加え、第 55 巻 1 号～6 号を
まとめた POD 版（冊子体）を２月に発刊し、法人会員と賛助会員に配付した。
２）第 61 回大気環境学会年会講演要旨集を刊行（年会事務局）した。
３）Asian Journal of Atmospheric Environment（AJAE）の Vol.14 No.3、No.4、Vol.15 No.1、No.2 を
発行した。
４）
「大気環境の事典」の増刷を行った。
7. 委員会開催
7.1. 倫理委員会
委員長から、旧委員に任期の確認を行なうとともに、4名の委員会メンバーを確定した。
7.2. 国際交流委員会
韓国大気環境学会主催によるオンライン国際シンポジウム「Post COVID-19 and air pollution」に協力し
た（令和 2 年 10 月 22 日開催）
。また、韓国大気環境学会および中国環境科学学会大気分会と AJAE に関する
Web 打合せを行った（第 1 回：令和 3 年 2 月 6 日、第 2 回：令和 3 年 4 月 7 日）。
7.3. 学会賞選考委員会
令和 3 年 5 月 31 日を締め切りとして、令和 2 年度の大気環境学会賞の公募を行なった。学会賞選考委員
会（令和 3 年 6 月 11 日、Web 会議）を開催し、各賞の選考を行い選考結果を常任理事会に報告した。
7.4. 編集委員会（編集実務委員会）
１） 定例の会議の開催
定例の会議を開催して学会誌の編集企画を行い、計6号（第55巻第4号～第56巻第3号）を刊行した。また、
適宜メール審議により必要事項を協議した。
第1回：令和2年7月31日、第2回：令和2年12月1日、第3回：令和3年2月5日、第4回：令和3年4月2日、第5
回：令和3年6月3日
２）論文審査
令和2年度に投稿のあった18論文について、掲載可否の審査を行った。
３）入門講座等の企画・掲載
入門講座を企画、掲載した。また、あおぞら、支部・分科会だより、研究室紹介を毎号掲載した。
４）その他
入門講座および解説のダウンロード販売を行った。J-STAGEの閲覧データを解析し、ホームページ上に
３
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J-STAGEアクセスランキングを掲載した。
7.5. 論文賞選考委員会
１）論文賞の選考対象論文
大気環境学会誌第 55 巻および AJAE 第 14 巻に掲載された論文とした（全 27 編）
。編集委員による推薦
（一次評価）と論文賞選考委員会における選考（二次評価）の 2 段階選考とした。
２）論文賞の選考
一次および二次評価を受けて、論文賞選考委員会（令和 3 年 6 月 7 日）を開催し、最優秀論文賞 1 編、
部門別論文賞 4 編(技術調査部門、ノート・速報部門、学生・若手部門、AJAE 部門)を論文賞候補として
常任理事会に推薦した。
7.6. 広報委員会
第３回常任理事会（令和 2 年 12 月 18 日)にて委員会メンバーを確定し、第 1 回広報委員会を令和 3 年 5
月 12 日に開催した。研究成果の社会還元のための広報活動、会員増強のための広報活動、次世代研究者確保
のための広報活動、関連他学会との連携と差別化等について検討した。
7.7. 企画運営委員会・産官学民連絡協議会
第３回常任理事会（令和 2 年 12 月 18 日)にて委員会メンバーを確定し、第 1 回委員会を令和 3 年 5 月 27
日に開催した。委員会の名称も含め、大気環境学会の改革、社会的なアピールに向けた活動内容を議論した。
7.8. AJAE 委員会
Asian Journal of Atmospheric Environment (AJAE)の Vol.14 No.3, No.4, Vol.15 No.1, No.2 を発行し
た。
7.9. 「大気環境未来 60」募金委員会
令和 3 年 7 月 9 日を締め切りとして、令和 2 年度の「大気環境未来 60」募金を活用した事業の公募を行い
2 件の応募があった。
7.10.

年会委員会

6 名の委員を選出した。また、年会委員会を代表して、奥田知明委員長が第 62 回大気環境学会年会の実行
委員会に出席した（令和 2 年 11 月 18 日、11 月 26 日、令和 3 年 1 月 21 日、3 月 8 日、4 月 28 日、6 月 1
日、6 月 3 日）
。
7.11.

地方環境研究所等委員会

非会員を対象としたアンケート調査を関東支部講演会で 2 回実施した（令和 3 年 3 月 16 日、5 月 28 日）
。
地方環境研究所の学会活動の活性化について、メール審議を行うとともに、令和 3 年 6 月 14 日に Web 会議
を開催した。
8. 支部報告
8.1. 北海道・東北支部
１）支部総会、支部学会等：令和 2 年 11 月 9 日（Web 開催）
① 支部総会：令和元年度支部活動報告及び決算報告、理事選挙の報告、監事、幹事の選出・承認、新支部長
４
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および新副支部長の決定、および令和 2 年度支部活動方針及び予算案の承認
② 支部学会：新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
2）支部ホームページ
過去の支部学術集会要旨集を掲載した。
8.2. 関東支部
１）支部総会：令和 3 年 5 月 28 日（Web 開催（国際文献社会議室を起点に実施））
議事：令和 2 年度支部・部会活動報告、令和 2 年度中間会計報告、令和 3 年度活動計画案、令和 3 年度予
算案．参加者 180 名（うち委任状 119 名）
２）支部役員会：第 1 回（令和 2 年 11 月 17 日：Web 開催）
、第 2 回（令和 3 年 1 月 25 日：Web 開催）、
第 3 回（令和 3 年 2 月 4 日：メール審議）
、第 4 回（令和 3 年 5 月 20 日：Web 開催）
．
3) 支部講演会：令和 3 年 5 月 28 日（Web 開催）
テーマ：
「最近の気になる大気環境問題」
、講演 4 件、参加者約 150 名
4) 部会活動報告（順不同）
新たな部会の新設・継続申請を経て 5 つの部会が承認され、以下の活動を行った。
① 大気沈着部会
講演会「第 32 回酸性雨東京講演会（共催：酸性雨分科会、酸性雨研究会」の開催

令和 3 年 6 月 15 日（Web

開催）テーマ：
「反応性窒素の大気沈着について考える（第 4 回）」、講演 3 件、参加者 37 名．
② 大気質調査部会
新型コロナウイルス感染の影響を鑑み、講演会は開催しなかった．
③ 粒子状物質部会
講演会
（共催：関東地方大気環境対策推進連絡会微小粒子状物質調査会議）
の開催 令和 3 年 3 月 16 日(Web
開催）テーマ：
「PM2.5 と光化学大気汚染の接点と課題」
、講演 3 件、参加者：99 名．
④ 植物影響部会
講演会（共催：植物分科会）の開催 令和 3 年 1 月 18 日(Web 開催）テーマ：「植物を起源とする揮発性
有機化合物（BVOC）の大気環境への影響」
、講演 2 件、参加者 31 名
⑤ 科学コミュニケーション部会
講演会の開催 令和 3 年 5 月 20 日(Web 開催） テーマ：
「科学コミュニケーションって何？ -“つたえる・
つくる・つなぐ”の概念と実践-」
、講演 4 件、参加者 80 名
8.3. 中部支部
１）評議員会：令和 2 年 12 月 3 日～12 月 11 日（メール審議）
議題：令和２年度中部支部総会へ提出する議題・資料について
２）支部総会: 令和 2 年 12 月 22 日（Web 開催、委任状含めて参加者 35 名）
議題：令和元年度の事業報告・決算報告・会計監査の報告、令和２年度事業経過報告、令和２年度決算
見込みについて、第 61 回大気環境学会年会の開催報告、令和３年度事業計画（案）・予算（案）、支部
役員の選挙方法について（支部規約の改正）、その他
５
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３）公開講演会：令和２年 12 月 22 日（Web 開催、講演 2 件、参加者 76 名）
8.4. 近畿支部

１）支部総会：令和 2 年 9 月 8 日、大阪大学工学研究科オープンイノベーションオフィス、令和元年度事業・
収支決算報告、委員会・部会報告、令和 2 年度計画・予算の承認
２）理事会・運営幹事会：第 1 回（令和 2 年 9 月 8 日）、第 2 回（令和 3 年 1 月 26 日）
３）委員会・部会活動
①学術委員会：支部研究発表会の開催 令和 2 年 12 月 21 日(Web 開催)一般発表 19 題、特別講演 1 題
（梶井克純「HOx ラジカルを追い求めて：光化学オキシダント生成機構の検証と定量化」
）
②情報・広報委員会：大気環境学会近畿支部ホームページの運営
③気象拡散部会：講演会の開催 令和 3 年 5 月 28 日（Web 開催）
テーマ：
「放射性物質の環境動態と影響評価」
、講演 2 件、参加者 26 名
④反応と測定部会：講演会の開催 令和 3 年 5 月 17 日（Web 開催）
テーマ：
「大気粒子の酸化能」
、講演 2 件、参加者 27 名
⑤人体影響部会：セミナーの開催 令和 3 年 3 月 25 日（Web 開催）
テーマ：
「大気汚染物質と妊婦・子どもの健康影響」
、講演 2 件、参加者 21 名
⑥エアロゾル部会・植物影響部会：合同講演会の開催 令和 3 年 5 月 21 日（Web 開催）
テーマ：
「気候変動及び大気汚染による植物影響」
、講演 3 件、参加者 34 名
8.5. 中国・四国支部
１）支部総会：令和 3 年 5 月 15 日（支部ホームページへの資料掲載による開催）
令和 2 年度事業報告・収支決算報告及び令和 3 年度事業計画・予算計画について
２）大気環境学会・日本水環境学会・廃棄物資源循環学会中国・四国支部合同講演会
令和元年度の開催予定が延期になっていたが、新型コロナウイルス感染症の影響によって引き続き当面延期
３）支部ニュースレター
令和 3 年 3 月、5 月、6 月の 3 回配信
8.6. 九州支部
１）支部総会：令和 3 年 3 月 12 日（メールにより議事を進行し、メール返信によって承認を確認した。）
議事：令和元年度事業実施報告及び収支決算報告、令和２年度事業計画及び予算、支部規約の改正、九州支
部役員の交代
２）支部役員会
令和 3 年 3 月 4 日（新型コロナウイルス感染拡大防止のため、メールを利用して議事を進行し、メール返
信によって承認を確認した。）
議事：令和元年度事業実施報告及び収支決算報告、令和２年度事業計画及び予算、支部規約の改正、支部役
員の交代
３）支部研究発表会 令和 3 年 3 月 12 日（Web 開催）
室内環境学会九州支部と合同で研究発表会を開催した。演題 8 件（大気環境 5 件、室内環境 3 件）、参加者
６
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9. 分科会等報告
9.1. 植物分科会
１）講演会の開催（関東支部植物影響部会との共催） 令和 3 年 1 月 18 日（Web 開催）
テーマ：「植物を起源とする揮発性有機化合物(BVOC)の大気環境への影響」、講演２件、参加者 31 名
２）世話人会の開催
令和 2 年 9 月 2 日、令和 3 年 2 月 26 日、5 月 11 日に開催
9.2. 大気環境モデリング分科会
１）年会分科会 令和 2 年 9 月 14 日～10 月 4 日（誌上）
テーマ：
「令和 2 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」講演 7 件
9.3. 酸性雨分科会
１）年会分科会 令和 2 年 9 月 18 日（Web 開催）
テーマ：
「山岳・高山地域における湿性沈着・乾性沈着の調査・研究」
、講演 2 件、参加者 76 名
２）第 32 回酸性雨東京講演会（関東支部大気沈着部会、酸性雨研究会との共催）の開催
令和 3 年 6 月 15 日（Web 開催）
テーマ：
「反応性窒素の大気沈着について考える（第 4 回）」
、講演 3 件、参加者 37 名
３）関西講演会の開催 令和 3 年 3 月 2 日（大阪府立環境農林水産総合研究所および Web 開催）
（近畿支部植物影響部会・エアロゾル部会、酸性雨分科会との共催）
テーマ：
「気候変動及び大気汚染による植物影響」
、講演 3 件、参加者 34 名
４）メールニュースの発行
457～469 号まで 13 回発行（メール会員 239 人・令和 3 年 6 月 23 日現在）
9.4. 環境大気モニタリング分科会
１）講演会（第 48 回研究会）の開催 令和 3 年 3 月 18 日（Web 開催）
テーマ：
「COVID-19 感染症流行が大気質に与えた影響」、講演 3 件、参加者 88 名
２）幹事会の開催
令和 2 年 12 月 24 日：第 48 回研究会の企画、テーマ、構成について検討した。
令和 3 年 4 月 2 日および 6 月 4 日：年会分科会の企画、テーマ、構成について検討した。
9.5. 健康影響分科会
1) 年会分科会（誌上）
テーマ：
「大気環境と感染症」
、講演 3 件
9.6. モビリティ環境分科会
１）名称の変更
分科会名称を「自動車環境分科会」から「モビリティ環境分科会」に変更し、大気環境とモビリティの係わ
りを広く取り上げる体制を整えた。
７
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２）年会分科会
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した。
9.7. 室内環境分科会
１）年会分科会 令和 2 年 9 月 25 日（Web 開催)
テーマ：
「新型コロナウイルスの感染対策と室内環境」、講演 3 件、参加者 32 名
２）講演会
令和 2 年 5 月 22 日に予定していた公開講演会（テーマ「加熱式たばこの現状と研究動向」）について、新
型コロナウイルス感染拡大のため、告示直前の令和 2 年 3 月末に延期を決定した。
9.8. 放射性物質動態分科会
１）講演会の開催 令和３年３月25日（福島県郡山市ビッグアイ）
テーマ：「東京電力福島第一原子力発電所事故による放射能大気汚染―これまでとこれから」講演7件、
参加者46名
9.9. 臭気環境分科会
１）年会分科会（誌上）
テーマ：
「臭気対策行政の最新動向」
、講演 3 件
9.10. 都市大気エアロゾル分科会
１）年会分科会 令和 2 年 9 月 18 日（Web 開催）
テーマ：
「大気エアロゾルの粒径を改めて考える」
、講演 3 件、参加者 56 名
9.11. 気候変動研究会
１）年会特別集会（誌上）
テーマ：
「気候変動の影響と自治体の対策について」
、講演 5 件

令和２年度事業報告には、
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34条第3項に規定す
る附属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項が存在しないので作成しない。
令和3年7月
公益社団法人 大気環境学会
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貸借対照表
2021年 6月30日現在
公益社団法人
科
Ⅰ

（単位:円）

大気環境学会
目

当年度

前年度

増

減

資産の部
１．流動資産
現金預金

14,397,951

9,645,419

4,752,532

未収会費

340,000

1,620,000

△ 1,280,000

未収金

173,000

235,400

△ 62,400

前払金

13,794

587,603

△ 573,809

14,924,745

12,088,422

2,836,323

1,269,500

1,269,500

0

その他固定資産合計

1,269,500

1,269,500

0

固定資産合計

1,269,500

1,269,500

0

16,194,245

13,357,922

2,836,323

未払金

1,691,249

109,100

1,582,149

前受金

2,000

0

2,000

前受会費

7,250,000

9,191,050

△ 1,941,050

流動負債合計

8,943,249

9,300,150

△ 356,901

負債合計

8,943,249

9,300,150

△ 356,901

7,250,996

4,057,772

3,193,224

7,250,996

4,057,772

3,193,224

16,194,245

13,357,922

2,836,323

流動資産合計
２．固定資産
(1) その他固定資産
斎藤基金

資産合計
Ⅱ

負債の部
１．流動負債

Ⅲ

正味財産の部
１．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計
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正味財産増減計算書
2020年 7月 1日から2021年 6月30日まで
公益社団法人

大気環境学会
科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
(1) 経常収益
受取会費
正会員会費
学生会員会費
法人会員A会費
法人会員B会費
賛助会員会費
終身会員会費
事業収益
大気環境学会誌事業
掲載料
広告料
会誌販売
セミナー事業
年会事業
参加費
要旨集販売
展示料
発表申込金
その他
受取補助金等
受取国庫補助金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
諸謝金
支払負担金
支払補助金
委託費
支払手数料
未収会費放棄損
雑費
租税公課
管理費
給料手当
退職給付費用
法定福利費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
支払補助金
委託費
支払手数料
未収会費放棄損
雑費
租税公課
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部
(1) 経常外収益
経常外収益計
(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増

（単位:円）
減

11,515,000
7,550,000
255,000
1,290,000
1,470,000
850,000
100,000
4,078,017
1,663,415
1,010,000
270,000
383,415
0
2,414,602
1,277,000
17,600
710,000
410,000
2
2,000,000
2,000,000
0
0
705,727
75
705,652
18,298,744

11,655,000
7,640,000
405,000
1,190,000
1,470,000
950,000
0
12,517,679
1,802,658
1,418,000
180,000
204,658
49,000
10,666,021
4,081,000
45,000
5,900,000
630,000
10,021
0
0
625,000
625,000
782,295
52
782,243
25,579,974

△ 140,000
△ 90,000
△ 150,000
100,000
0
△ 100,000
100,000
△ 8,439,662
△ 139,243
△ 408,000
90,000
178,757
△ 49,000
△ 8,251,419
△ 2,804,000
△ 27,400
△ 5,190,000
△ 220,000
△ 10,019
2,000,000
2,000,000
△ 625,000
△ 625,000
△ 76,568
23
△ 76,591
△ 7,281,230

13,041,252
0
0
0
0
0
0
83,651
0
79,599
912,516
0
20,000
738,623
17,891
10,225,158
94,814
869,000
0
0
2,064,268
0
0
0
0
123,363
14,996
0
0
17,785
11,670
188,516
1,157,357
23,401
521,000
3,400
2,780
15,105,520
3,193,224
0
3,193,224

20,953,024
1,094,512
550,550
206,004
210,040
291,226
555,074
143,608
8,817
646,555
692,814
2,693,537
329,264
714,262
112,124
12,688,881
0
0
5,756
10,000
3,496,880
273,628
51,501
52,511
64,194
370,565
29,224
2,205
1,806
67,196
460,355
246,167
980,070
137,091
0
757,377
2,990
24,449,904
1,130,070
0
1,130,070

△ 7,911,772
△ 1,094,512
△ 550,550
△ 206,004
△ 210,040
△ 291,226
△ 555,074
△ 59,957
△ 8,817
△ 566,956
219,702
△ 2,693,537
△ 309,264
24,361
△ 94,233
△ 2,463,723
94,814
869,000
△ 5,756
△ 10,000
△ 1,432,612
△ 273,628
△ 51,501
△ 52,511
△ 64,194
△ 247,202
△ 14,228
△ 2,205
△ 1,806
△ 49,411
△ 448,685
△ 57,651
177,287
△ 113,690
521,000
△ 753,977
△ 210
△ 9,344,384
2,063,154
0
2,063,154

0

0

0

0
0
3,193,224
4,057,772
7,250,996
7,250,996

0
0
1,130,070
2,927,702
4,057,772
4,057,772

0
0
2,063,154
1,130,070
3,193,224
3,193,224
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予算対比正味財産増減計算書
2020年 7月 1日から2021年 6月30日まで
大気環境学会
予算額
科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
(1) 経常収益
11,130,000
受取会費
7,380,000
正会員会費
200,000
学生会員会費
1,220,000
法人会員A会費
1,530,000
法人会員B会費
800,000
賛助会員会費
0
終身会員会費
3,870,200
事業収益
2,200,000
大気環境学会誌事業
1,600,000
掲載料
300,000
広告料
300,000
会誌販売
150,000
セミナー事業
1,520,200
年会事業
1,362,500
参加費
50,000
要旨集販売
107,700
展示料
0
発表申込金
0
その他
0
受取補助金等
0
受取国庫補助金
100
雑収益
100
受取利息
0
雑収益
15,000,300
経常収益計
(2) 経常費用
12,825,200
事業費
15,000
会議費
340,000
旅費交通費
120,000
通信運搬費
190,000
消耗品費
680,000
印刷製本費
200,000
諸謝金
500,000
支払負担金
100,000
支払補助金
10,680,200
委託費
0
支払手数料
0
未収会費放棄損
2,430,000
管理費
50,000
会議費
500,000
旅費交通費
30,000
通信運搬費
10,000
消耗品費
20,000
印刷製本費
0
賃借料
10,000
支払負担金
500,000
支払補助金
1,240,000
委託費
0
支払手数料
0
未収会費放棄損
50,000
雑費
20,000
租税公課
15,255,200
経常費用計
△ 254,900
評価損益等調整前当期経常増減額
0
評価損益等計
△ 254,900
当期経常増減額
２．経常外増減の部
(1) 経常外収益
0
経常外収益計
(2) 経常外費用
0
経常外費用計
0
当期経常外増減額
△ 254,900
当期一般正味財産増減額
4,057,772
一般正味財産期首残高
3,802,872
一般正味財産期末残高
3,802,872
Ⅱ 正味財産期末残高
公益社団法人

決算額

差

（単位:円）
異

11,515,000
7,550,000
255,000
1,290,000
1,470,000
850,000
100,000
4,078,017
1,663,415
1,010,000
270,000
383,415
0
2,414,602
1,277,000
17,600
710,000
410,000
2
2,000,000
2,000,000
705,727
75
705,652
18,298,744

△ 385,000
△ 170,000
△ 55,000
△ 70,000
60,000
△ 50,000
△ 100,000
△ 207,817
536,585
590,000
30,000
△ 83,415
150,000
△ 894,402
85,500
32,400
△ 602,300
△ 410,000
△ 2
△ 2,000,000
△ 2,000,000
△ 705,627
25
△ 705,652
△ 3,298,444

13,041,252
0
0
83,651
79,599
912,516
20,000
738,623
17,891
10,225,158
94,814
869,000
2,064,268
0
123,363
14,996
0
17,785
11,670
0
188,516
1,157,357
23,401
521,000
3,400
2,780
15,105,520
3,193,224
0
3,193,224

△ 216,052
15,000
340,000
36,349
110,401
△ 232,516
180,000
△ 238,623
82,109
455,042
△ 94,814
△ 869,000
365,732
50,000
376,637
15,004
10,000
2,215
△ 11,670
10,000
311,484
82,643
△ 23,401
△ 521,000
46,600
17,220
149,680
△ 3,448,124
0
△ 3,448,124

0

0

0
0
3,193,224
4,057,772
7,250,996
7,250,996

0
0
△ 3,448,124
0
△ 3,448,124
△ 3,448,124
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正味財産増減計算書内訳表
2020年 7月 1日から2021年 6月30日まで
公益社団法人

大気環境学会
科

Ⅰ

目

公益目的事業会計
公1

法人会計

小計

内部取引等消去

合

計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
(1) 経常収益
6,530,500

6,530,500

4,984,500

0

11,515,000

3,775,000

3,775,000

3,775,000

0

7,550,000

学生会員会費

178,500

178,500

76,500

0

255,000

法人会員A会費

903,000

903,000

387,000

0

1,290,000

法人会員B会費

受取会費
正会員会費

1,029,000

1,029,000

441,000

0

1,470,000

賛助会員会費

595,000

595,000

255,000

0

850,000

終身会員会費

50,000

50,000

50,000

0

100,000

4,078,017

4,078,017

0

0

4,078,017

事業収益

1,663,415

1,663,415

0

0

1,663,415

掲載料

1,010,000

1,010,000

0

0

1,010,000

広告料

270,000

270,000

0

0

270,000

会誌販売

383,415

383,415

0

0

383,415

年会事業

2,414,602

2,414,602

0

0

2,414,602

参加費

1,277,000

1,277,000

0

0

1,277,000

17,600

17,600

0

0

17,600

展示料

710,000

710,000

0

0

710,000

発表申込金

410,000

410,000

0

0

410,000

2

2

0

0

2

2,000,000

2,000,000

0

0

2,000,000

2,000,000

2,000,000

0

0

2,000,000

705,652

705,652

75

0

705,727

0

0

75

0

75

705,652

705,652

0

0

705,652

13,314,169

13,314,169

4,984,575

0

18,298,744

大気環境学会誌事業

要旨集販売

その他
受取補助金等
受取国庫補助金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用

13,041,252

13,041,252

0

0

13,041,252

通信運搬費

83,651

83,651

0

0

83,651

消耗品費

79,599

79,599

0

0

79,599

912,516

912,516

0

0

912,516

20,000

20,000

0

0

20,000

738,623

738,623

0

0

738,623

17,891

17,891

0

0

17,891

10,225,158

10,225,158

0

0

10,225,158

事業費

印刷製本費
諸謝金
支払負担金
支払補助金
委託費
支払手数料
未収会費放棄損

94,814

94,814

0

0

94,814

869,000

869,000

0

0

869,000

0

0

2,064,268

0

2,064,268

旅費交通費

0

0

123,363

0

123,363

通信運搬費

0

0

14,996

0

14,996

印刷製本費

0

0

17,785

0

17,785

賃借料

0

0

11,670

0

11,670

支払補助金

0

0

188,516

0

188,516

委託費

0

0

1,157,357

0

1,157,357

支払手数料

0

0

23,401

0

23,401

未収会費放棄損

0

0

521,000

0

521,000

雑費

0

0

3,400

0

3,400

租税公課

0

0

2,780

0

2,780

経常費用計

13,041,252

13,041,252

2,064,268

0

15,105,520

272,917

272,917

2,920,307

0

3,193,224

0

0

0

0

0

272,917

272,917

2,920,307

0

3,193,224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

他会計振替前当期一般正味財産増減額

272,917

272,917

2,920,307

0

3,193,224

当期一般正味財産増減額

272,917

272,917

2,920,307

0

3,193,224

管理費

評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部
(1) 経常外収益
経常外収益計
(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額

Ⅱ

一般正味財産期首残高

4,057,772

一般正味財産期末残高

7,250,996

正味財産期末残高

7,250,996
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財産目録
2021年6月30日現在
公益社団法人

大気環境学会

（単位:円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

(流動資産)
現金預金

普通預金

運転資金として

11,551,428
7,302,120

三井住友銀行新宿通支店49

51,658

三菱UFJ信託銀行新宿支店50
三井住友銀行新宿通支店80

2

三井住友銀行新宿通支店91

11

三井住友銀行新宿通支店05

1,182,632
3,015,005

みずほ銀行新宿支店26
郵便振替

運転資金として

2,846,523
2,846,523

郵便振替口座9049
未収会費

2020年度の未納会費

340,000

未収金

バナー広告、掲載料等

173,000

前払金

公益目的事業の業務に使用する翌事業年度委託費

流動資産合計

13,794
14,924,745

(固定資産)
その他固定資産
斎藤基金

1,269,500

定期預金

1,269,500

三井住友銀行新宿通支店31
固定資産合計

1,269,500

資産合計

16,194,245

(流動負債)
未払金

委託費、支払負担金等

公益目的事業及び管理目的に使用する委託費等

前受金

翌事業年度以降の年会参加費

公益目的事業の業務に使用する翌事業年度年会参加費

2,000
7,250,000

前受会費

流動負債合計

1,691,249

正会員

翌事業年度以降の会費

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度会費

5,930,000

学生会員

翌事業年度以降の会費

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度会費

340,000

法人会員A

翌事業年度以降の会費

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度会費

370,000

法人会員B

翌事業年度以降の会費

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度会費

360,000

賛助会員

翌事業年度以降の会費

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度会費

200,000

終身会員

翌事業年度以降の会費

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度会費

50,000
8,943,249

負債合計

8,943,249

正味財産

7,250,996
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財 務 諸 表 に 対 す る注 記
1.

重要な会計方針
（1）計算書類及びその附属明細書の作成基準
「公益法人会計基準」（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会、平成30年6月15日改正）を採用している。
（2）消費税の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

2.

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及びその残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び当期末残高は、次のとおりである。
補助金等の名称
持続化給付金
合計

交付者

経済産業省

前期末残高
(2020.6.30）
-

当期増加額
0

当期減少額

2,000,000
2,000,000

附属明細書
1.

基本財産及び特定資産の明細
該当なし

2,000,000
2,000,000

（単位：円）
当期末残高
貸借対照表上
(2021.6.30)
の記載区分
0
0
-
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令和２年度監査結果
去る令和 3年 7 月 26 日（月）16 時より、Web 会議にて、中井里史財務担当常任
理事、米持総務担当常任理事、伊豆田猛学会長、事務局の立会のもとで、令和２年度
事業実績及び一般会計決算について監査を実施致しました。
監査の結果、事業は適正に実施され、また、会計決算につきましては、貸借対照表、
正味財産増減計算書及び財産目録、預金残高など精査致しました結果、適正に処理さ
れていることを確認致しました。
なお、学会の会計状況及び活動状況につきまして、以下の点につきまして口頭にて
要望することと致しました。
「要望事項」
令和２年度は新型コロナウィルス感染症による緊急事態宣言やまん延防止等重点措
置が発出されるなど、学会活動が制約を受ける中、オンラインで会議・行事を実施す
るなど工夫をこらして適切に会務が執行されました。財政面では、事務局移転によっ
て経常費用が減少するとともに、効率的な会務の運営、書籍収入、持続化給付金の支
給などにより単年度で黒字となり、正味財産が増加しました。一方で、学会員は減少
数が低減したとはいえ、依然として長期減少傾向が続き、今後の学会運営は未だ楽観
視できる状況ではないことは言うまでもありません。また、今年度の黒字は一時的な
収入増によるところが大きく、恒常的な収入増を図るための取組が求められています。
以上のことから、令和３年度も引き続き、コロナ禍の状況に応じて柔軟な学会運営
に努めるとともに、学会の魅力を高め、会員や事業収入の増加にもつながるような新
たな取組に期待致します。また、大きな社会課題となっている気候変動問題に、本学
会としても積極的に対応していく必要があると考えられます。中長期的に持続可能な
学会をめざし、そのビジョンを会員の総意で描き、実現に至る計画を立てて実行され
ることを期待致します。
監事

大原

利眞

監事

市川

陽一
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令和3年度（公社）大気環境学会事業計画
（令和3年7月1日から令和4年6月30日まで）
1. 大気環境に関する普及啓発事業（公益目的事業）
1.1 会誌等の発行事業
大気環境の学会誌「大気環境学会誌」及び英文専門の「AJAE(Asian Journal of Atmospheric
Environment)」の発行を通じて大気環境に関する情報の普及啓発を行い、もって学術及び文化の発
展に寄与し、大気環境保全のために資することを目的として実施する。
(1)

大気環境学会誌の発行

機関誌として「大気環境学会誌」の電子ジャーナルを年6回発行する。同誌には、研究論文、総
説、入門講座等を掲載する。なお、研究論文、総説、入門講座等は、J-STAGEを通じて、不特定
多数の方にも閲覧可能とする（一部を除く）。
(2)

AJAE(Asian Journal of Atmospheric Environment)の発行

英文専門の学会誌であるAJAEには、主に日中韓三ヶ国の大気環境学会会員から投稿された大気
環境に関する英文の論文を掲載する。AJAEは、年4回発行する。また、本法人のホームページに
同じ内容の情報を掲載し、不特定多数の方にも閲覧可能とする。
1.2 年会、シンポジウム及び講演会等の開催事業
大気環境に関する年会、シンポジウム及び講演会等の開催を通じて、大気環境に関する情報の
普及啓発を行い、もって学術及び文化の発展に寄与し、大気環境保全のために資することを目的
として実施する。
(1)

年会

第62回大気環境学会年会を以下の日程で開催する。
会

期

： 令和3年9月15日（水）～ 9月17日（金）

会 場

： オンライン開催

学 会 長

： 伊豆田猛（東京農工大学）

年 会 長

： 大原利眞（埼玉県環境科学国際センター）

年会事務局 ： 国立環境研究所
内 容
(2)

： 研究成果の発表（約400件を予定）および特別集会、分科会を開催する。

シンポジウム及び講演会

年会とは別に、各委員会や各分科会が大気環境に関するシンポジウム及び講演会を実施する。
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1.3 表彰活動事業
大気環境に関する研究の表彰活動を通じて大気環境の研究を振興し、更なる普及啓発、学術
及び文化の発展に寄与し、大気環境保全のために資することを目的として実施する。本法人が、
表彰活動として実施する内容は、以下のとおりとする。
(1) 大気環境学会賞
会員2名以上の推薦による受賞候補者の中から選出された優秀な人に学術賞、功労賞、進歩賞、
技術賞を授与する。
① 学術賞：国内外において学術上、ならびに社会的に顕著な業績をあげた人
② 功労賞：本法人または地域・社会に対して多大な功績をあげた人（年齢55歳以上）
③ 進歩賞：学術上優れた業績をあげた若手研究者（年齢40歳以下）
④ 技術賞：技術的に優れた業績をあげたか、或いは技術の普及に著しい功績をあげた人
(2) 大気環境学会論文賞
「大気環境学会誌」及び「AJAE」に掲載された独創性の高い原著論文、及び優秀な技術調査報
告を対象とし、着想の独創性・新規性、研究手法の独創性・新規性、学術的・社会的な重要性、
論文の完成度（「学生若手部門」の場合には、将来の発展性）を鑑みて選考する。
1.4 運営等に関する会議の開催
(1) 定時総会を開催する。
(2) 理事会及び常任理事会を開催し、当学会の運営に係る事項を審議する。
(3) その他、当学会の運営に必要な会議を開催する。
1.5 委員会の開催
(1) 倫理委員会を開催し、本法人に係る倫理問題について検討する。
(2) 編集委員会を開催し、大気環境学会誌の企画・編集を行なう。
(3) 国際交流委員会を開催し、国外の大気環境研究者との学術的交流を進めることにより国際交
流活動の推進を図る。
(4) 学会賞選考委員会を開催し、学会賞候補者を選考する。
(5) 論文賞選考委員会を開催し、論文賞候補者を選考する。
(6) 広報委員会を開催し、ホームページ等を活用して社会に対して学会活動等を広報する活動の
推進を図る。
(7) 企画運営委員会を開催し、大気環境に関する事業活動の企画運営を行い、財務改善を図る。
(8) 産官学民連絡協議会を開催し、関連業界、国・自治体、大学、民間等との連携を図る。
(9) AJAE委員会を開催し、AJAE誌の企画等について検討する。
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(10) 年会委員会を開催し、今後の年会の開催方法を検討するとともに、年会実行委員会との連携
を図る。
(11) 地方環境研究所等委員会を開催し、地環研における研究と学会における活動の促進を図る。
(12) 「大気環境未来60」募金委員会を開催し、募金の運用方法について検討する。
1.6 分科会等の活動
分科会、研究会における調査研究、講演会、シンポジウムの開催等の活動を推進する。
1.7 支部の活動
総会、講演会、セミナーなどの各支部の活動を推進する。
1.8 調査研究事業
大気環境の専門家である本法人の会員で構成される学会本体、分科会、または研究会などが行
う調査研究を推進する。
また、公益性のある団体が募集する研究助成あるいは調査研究事業（以下、「公募研究等」と
いう。）に積極的に応募することを推進する。なお、公募研究の応募にあたっては、「公益社団
法人大気環境学会外部受託研究に関する内規」に従い、予め常任理事会の承認を得ることとする。
1.9 その他
会員との連絡を円滑に行うため、マイページの運用を促進する。
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正味財産増減予算書
2021年 7月 1日から2022年6月30日まで
公益社団法人

大気環境学会
科

（単位：円）
目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
(1) 経常収益
受取会費
正会員会費
学生会員会費
法人会員A会費
法人会員B会費
賛助会員会費
事業収益
大気環境学会誌事業
掲載料
広告料

当年度

前年度

増減

11,260,000
7,480,000
250,000
1,210,000
1,470,000
850,000
6,846,800
1,700,000
1,100,000
300,000

11,130,000
7,380,000
200,000
1,220,000
1,530,000
800,000
3,977,900
2,200,000
1,600,000
300,000

2021予算備考

Ⅰ

130,000
100,000
50,000
△ 10,000
△ 60,000
50,000
2,868,900
△ 500,000
△ 500,000
0

21年4月30日時点会員数748名×10,000円
20年度実績
21年4月30日時点会員数121団体×10,000円
21年4月30日時点会員数49団体×30,000円
21年4月30日時点会員数16団体17口×50,000円

4,996,800

1,627,900

3,056,800
36,000
1,000,000
400,000
504,000
100
100
0
18,106,900

1,362,500
50,000
107,700
107,700
0
100
100
0
15,108,000

20年度実績
バナー広告
購読22団体×10,000円、BN販売、
0
著作権料、入門講座販売分
0
第62回年会 21年9月15-17日
3,368,900
開催形態：オンライン開催
1,694,300
△ 14,000
892,300 オンライン展示、技術セミナー
292,300 バナー広告、オンライン動画CM、プログラム集広告
504,000 発表申込金252名×2,000円
0
0
0
2,998,900

16,182,020
0
15,000

12,825,200
0
15,000

3,356,820
0
0

旅費交通費

346,270

340,000

通信運搬費

155,634

120,000

消耗品費

210,180

190,000

印刷製本費

980,000

680,000

会誌販売

300,000

300,000

セミナー事業

150,000

150,000

年会事業
参加費
要旨集販売
展示料
広告料
発表申込金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
臨時雇賃金
会議費

第62回年会：6,270円
6,270 各委員会交通費：140,000円
大気環境未来60:200,000円
第62回年会：35,634円
35,634
管理費按分：12万円
第62回年会：10,180円
表彰：60,000円
20,180
大気環境未来60:100,000円
管理費按分：40,000円
学会誌合本(vol.56)印刷費、別刷代：800,000円
300,000 大気環境未来60:100,000円
管理費按分：80,000円
第62回年会：140,000円
140,000
学会誌原稿料：200,000円
100,000 AJAE負担金
0 分科会補助金：100,000円
学会誌：4,200,000円 学会誌6号分の編集費、制作費
2,658,736 年会：4,338,936円
管理費按分(事務局委託費)：4,800,000円
96,000
0
△ 335,000
0
理事会、常任理事会交通費
△ 300,000
20年度実績により減額
0
0
0
△ 19,000
0 環境工学連合分担金
0 支部補助金：500,000円
△ 40,000
24,000 振込手数料
0
3,021,820
△ 22,920
0
△ 22,920

諸謝金

340,000

200,000

支払負担金
支払補助金

600,000
100,000

500,000
100,000

13,338,936

10,680,200

支払手数料
雑費
管理費
会議費

96,000
0
2,095,000
50,000

0
0
2,430,000
50,000

旅費交通費

200,000

500,000

30,000
10,000
20,000
1,000
10,000
500,000
1,200,000
24,000
50,000
18,277,020
△ 170,120
0
△ 170,120

30,000
10,000
20,000
20,000
10,000
500,000
1,240,000
0
50,000
15,255,200
△ 147,200
0
△ 147,200

0

0

0

0
0
△ 170,120
3,910,572
3,740,452
3,740,452

0
0
△ 147,200
4,057,772
3,910,572
3,910,572

0
0
△ 22,920
△ 147,200
△ 170,120
△ 170,120

委託費

通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
租税公課
支払負担金
支払補助金
委託費
支払手数料
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部
(1) 経常外収益
経常外収益計
(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高
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①費用配賦基準
管理費の配賦基準
公益目的
事業共通

科目名
正会員会費
学生会員会費
法人会員A会費
法人会員B会費
賛助会員会費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
委託費
支払手数料

法人会計
50%
70%
70%
70%
70%
80%
80%
80%
80%
80%

合計
50%
30%
30%
30%
30%
20%
20%
20%
20%
20%

備考
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

②管理費配賦額
配賦金額

管理費

予算総額

正会員会費
学生会員会費
法人会員A会費
法人会員B会費
賛助会員会費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
委託費
支払手数料
合計

7,480,000
250,000
1,210,000
1,470,000
850,000
150,000
50,000
100,000
6,000,000
120,000
17,680,000

公益目的
法人会計
事業共通
3,740,000
3,740,000
175,000
75,000
847,000
363,000
1,029,000
441,000
595,000
255,000
120,000
30,000
40,000
10,000
80,000
20,000
4,800,000
1,200,000
96,000
24,000
11,522,000
6,158,000

備考

会費請求送料10万円、事務局送料5万円
封筒代等
総会資料印刷、事務局コピー代
算定基準書より
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事業
年度

自

令和3年7月1日

法人コード

至

令和4年6月30日

法人名

公益社団法人大気環境学会

資金調達及び設備投資の見込みについて
（１）資金調達の見込みについて
当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定

なし

事業
借入先

金額

使途

区分 番号

円

円

（２）設備投資の見込みについて
当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してくださ
い。

設備投資の予定

なし

事業
設備投資の内容
区分 番号

支出又は収入の
予定額

円

円

資金調達方法
又は取得資金の使途
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大気環境学会
術

賞

「硫黄同位体比観測による大気汚染物質の越境輸送に関する研究」
大泉

毅

殿

あなたは、標記研究を永年に渡り精力的に行い、輝かしい成果をあげてこられました。
大気汚染物質の北東アジアから日本への越境輸送に関する研究では、酸性降水をもたらすエアマ
スの流跡線解析や、大気降下物中のフッ化物等の観測により、越境輸送の季節差や主ルートを明ら
かにしました。
硫黄同位体比に関する研究では、日本海側地点における大気降下物中硫黄の安定同位体比観測に
より、酸性雨の原因である硫黄酸化物のアジア大陸から日本列島への越境輸送を、長期間、定量的
に評価してきました。
これらの顕著な研究業績に対して敬意を表し、ここに大気環境学会学術賞を贈ります。
令和 3年 9月 16 日
公益社団法人大気環境学会
会長

令和 3 年度
進

伊豆田

猛

大気環境学会
歩

賞

「炭素質エアロゾルの発生起源解明を目指したトレーサー解析手法の開発に関する研究」
池盛

文数

殿

あなたは、標記研究を積極的に行い、学術上優れた多くの業績をあげてこられました。
特に、有機化学成分の時別観測手法を開発したこと、3,5-ジニトロサリチル酸などを世界で初め
て大気粒子から定量し、人為起源二次生成有機粒子の新規指標成分として提案したことなど、先進
的な成果を上げました。
また、有機化学成分の時別観測や放射性炭素分析により、中国東北部における野焼きやシベリア
森林火災など、大陸から輸送されるバイオマス燃焼を起源とする炭素質エアロゾルが、国内の
PM2.5 中の炭素成分に及ぼした影響を明らかにしました。
放射性炭素や有機化学成分をトレーサーとして用いた炭素質エアロゾルの発生起源解析手法開発
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と大気観測に応用したこれらの研究成果は、炭素成分の発生起源の理解およびその寄与の定量化に
貢献するものです。大気環境行政において、PM2.5 や光化学オキシダント削減対策を推進する上で
も重要な研究であり、今後も多くの研究成果を上げることが期待できます。
今後の研究のますますの発展を期待し、ここに大気環境学会進歩賞を贈ります。
令和 3年 9月 16 日
公益社団法人大気環境学会
会長

伊豆田

猛
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論文賞［大気環境学会誌第 55 巻および AJAE 第 14 巻掲載］
最優秀論文賞
（原著論文）
森林における大気汚染物質の輸送におよぼす遮蔽による流体力学的効果の解析
市川

陽一

殿、露木

中園

真衣

殿、関

敬允
光一

殿、薦田
殿、毛利

直人
英明

殿、宮元
殿、守永

健太
武史

殿、廣畑

智也

殿、

殿

ノート・速報部門
（ノート）
COVID-19 に対する中国のロックダウン期間における PM2.5 越境輸送の変容
板橋

秀一

殿、王

哲

殿、弓本

桂也

殿、鵜野

伊津志

殿

技術調査部門
（技術調査報告）
大気質モデルによる PM2.5 硝酸塩の再現性向上を目的としたアンモニア排出量の更新
伊藤

美羽

殿、櫻井

達也

殿、森川

多津子

殿、茶谷

聡

殿

学生・若手部門
（ノート）
都市型豪雨生成に及ぼす大気汚染物質の影響評価
―新規開発した分割型豪雨採取システムと地理情報システムの活用―
須合

俊貴

鴨川

仁

殿、藤原
殿、荒井

博伸
豊明

殿、大河内

博

殿、内山

竜之介

殿、中野

孝教

殿、

殿

AJAE 部門
(Review Article)
Size Distribution of Atmospheric Particles: 40-Year Trends and 20-Year Comparisons of Chemical
Constituents between Residential and Roadside Areas in Osaka City, Japan
船坂

邦弘

殿、桝元

慶子

殿、浅川

大地

殿、金子

聡

殿
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第 62 回大気環境学会年会報告
年会長

大原

利眞（埼玉県環境科学国際センター）

実行委員長

青野

光子（国立環境研究所）

事務局長

永島

達也（国立環境研究所）

濃く反映されている。

第62回年会の概要

1.

第 62 回大気環境学会年会が、令和 3 年 9 月 15 日（水）〜17
日（金）に開催された。本年会は、当初茨城県土浦市での開
催を予定していたが、新型コロナウィルスの感染状況が改善
しないため、昨年の第 61 回年会に続いて対面での オフラ
イン 開催を断念し、大気環境学会としては初の本格的な
オンライン 年会として開催することとなった。
オンライン開催でも、できるだけこれまでの年会に即した
形となるよう、複数会場（3 会場）での一般口頭発表、ポス
ター発表、特別集会、年会総会・受賞記念講演、公開シンポ
ジウム、環境機器展、技術セミナーを、年会ポータルサイト
をメイン会場として Zoom ウェビナーやオンライン質疑応答
システムを利用して行い、Spatial Chat によるオンライン懇

本年会の参加登録人数は 367 名（正会員 229 名、学生会員

74 名、法人会員 A 10 名、法人会員 B 22 名、賛助会員 13 名、
名誉会員 1 名、非会員 18 名）であり、研究発表の件数は 243
件（一般研究口頭発表： 109 件、ポスター発表： 134 件）で
あった。例年のオフライン年会に比べて 2‒3 割程度少ない数
ではあるが、当初の目標をいずれもほぼ達成することができ
た。また、本年会では自主企画となったものの、分科会は

10 件の企画（講演 30 件など）が実施された。本年会は、オン
ライン環境機器展（5 社）、技術セミナー（8 社）、バナー広告
（9 社）、企業 CM（5 社）、プログラム集広告掲載（16 社・団
体）、公開シンポジウム（1 社）と多くの協賛を得て開催する
ことができた。ご協力いただいた企業・団体の皆様に、心よ
り感謝の意を表する。

親会も実施した。一方、休憩時の協賛企業 CM や公開シンポ
ジウムの冠スポンサーなど、年会の魅力を増すための新たな
ことにも取り組んだ。会場となった年会ポータルサイトは、
会期前日の 9 月 14 日（火）にオープンした後、会期後の 10 月

1 日（金）まで開いておくことにし、会期の前後にもポス

1. 1

研究口頭発表・ポスター発表

一 般 研 究 口 頭 発 表 は Zoom を 利 用 し て 3 会 場 で 行 っ た。

1 日目午前に 36 件、2 日目午前に 38 件、3 日目午前に 35 件の
発表があった。すべての発表部門で発表が行われ、第 62 回

ターや技術セミナー動画の閲覧、質疑応答システムの利用を

年会で新設した分野横断・危機的課題においても発表があっ

可能とした。こうしたオンラインならではの取り組みや全般

た。ポスター発表は、プレゼン資料を年会ポータルサイトに

的な実施内容には、実行委員各自のオンライン学会参加経験

掲載する形式にて 1 日目午後に行った。ポスター発表者を奇

や、業務委託先（国際文献社）の学会運営サポート経験が色

数 組 と 偶 数 組 に 分 け、 そ れ ぞ れ 13 : 00‒15 : 00 と 15 : 15‒

17 : 15 に行った。座長や講演者のご協力により、どのセッ
ションも 5 分以上超過することなく進んだ。質疑は Q&A 欄
に文字で書き込み座長が読み上げる方式で行い、おおむね順
調であった。ポスター発表のポータルサイトではポスターの
閲覧と発表への質問の書き込みができるようになっており、
現地開催に比べ聴講者のペースで閲覧ができ、質問もしやす
いため、活発な議論が進んだ。
学生・若手による研究発表を奨励するため、1 日目の発表
を学生・若手セッションとして、審査員による学生・若手研
究者口頭発表賞の選考・表彰を行った。また、同様に学生・
若手を対象とした優秀なポスター発表を選考して表彰を行っ
た。学生・若手を対象とした口頭発表には 36 件、ポスター
発表には 46 件の審査応募があった。ポスター賞選考にあ
たっては、聴講者に依頼する投票システムを導入した。これ
は、例年、選考委員の負担が極めて大きいという意見を踏ま
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えて、第 60 回年会に試験的に実施し、ある程度の効果が

映が行われた。ポータルサイト上の「質疑応答システム」を

あったため本年会においても導入した。事前周知が行き届か

利用して担当者と意見交換ができる仕組みがあったが、活用

なかったこともあり、投票率は高くはなかったが、選考委員

状況はいまひとつであり、リアルタイムの会話による情報共

の負担は著しく軽減された。また、受賞者には懇親会にて一

有の場を設ける必要性を痛感した。技術セミナーは会期中の

言挨拶をしていただき、受賞が今後の研究継続の励みになる

昼休みに開催したにもかかわらず、連日 60 名から 90 名の参

との声を多く聞くことができたことから、この試みを今後と

加があり盛況であった。このほか、幕間の企業 CM 上映、バ

も継続することが肝要である。最後に、これらの選考にご協

ナー広告やプログラム集の広告掲載も併せて、全体で 22

力いただいた選考委員、聴講者ならびに発表者、座長の皆様

社・団体から 44 件の協賛をいただいた。ご協力いただいた

に厚く御礼を申し上げます。

企業・団体の皆様に心より感謝の意を表します。

1. 2

年会総会・受賞記念講演

1. 5

懇親会

2 日目の午後に、オンライン（Zoom）にて年会総会が開催

2 日目の夕方に懇親会をオンラインで開催し、70 名程度の

された。年会総会では、大原年会長の挨拶の後に、学生・若

参加があった。現実に近い臨場感を味わえるオンラインミー

手研究者口頭発表賞 6 件、およびポスター賞 3 件の発表が行

ティングツール Spatial Chat を使い、フリートークを中心

われた。次に伊豆田学会長の挨拶に続き、大気環境学会学術

に、参加者の皆様に楽しんでいただけるイベントにすること

賞 1 件、進歩賞 1 件、論文賞 5 件（最優秀論文賞 1 件、技術調

を目指した。伊豆田学会長の挨拶に続き、年会長の大原から

査部門 1 件、ノート・速報部門 1 件、学生・若手部門 1 件、

挨拶と乾杯の発声をさせていただいた。中盤には、 ステー

AJAE 部門 1 件）の表彰が行われた。表彰では、Zoom で賞状

ジルーム に集合し、若手研究者・学生優秀発表賞の受賞者

と学術賞・進歩賞のメダル画像の共有が行われた。その後、

にステージに登壇していただき、一人ずつご挨拶いただい

令和 2 年度の学術賞を受賞された梶井克純会員（京都大学）

た。受賞者全員が懇親会に参加して下さり、顔と個性が見え

による「OH 反応性計測によるオゾン生成機構の解明」と、

る挨拶をいただけけたのは素晴らしいことであった。同じく

令和 3 年度の学術賞を受賞された大泉毅会員（一般財団法人

ステージ上で、来年度の年会の紹介を、大阪府立大学の竹中

日本環境衛生センターアジア大気汚染研究センター）による

先生にしていただいた。最後に、永島事務局長の挨拶により

「硫黄同位体比観測による大気汚染物質の越境輸送に関する

閉会した。画像（顔）が見えない、音が聞こえないといった

研究」の 2 件の受賞記念講演が行われた。なお、賞状・メダ

トラブルが所々あったものの、オンラインなりに充実した楽

ルは、実物が受賞者に郵送された。

しい懇親会になったのではないか。ご参加いただいた方々、
動画 CM 等を掲示して下さった企業の方々、登壇者など運営

1. 3

公開シンポジウム

年会総会後、株式会社ＲＯＫＩ公開シンポジウム「COVID-

19 と大気環境」が開催された。本シンポジウムにご協賛いた

にご協力いただいた方々に感謝申し上げます。

2. 第62回年会の特徴

だいた株式会社ＲＯＫＩには深く御礼申し上げます。冒頭の

オンライン開催は、これまでの年会が提供してきた、多く

基調講演では、森本英香氏（早稲田大学）から「大気環境リス

の会員が集まって対面で会話・交流することによる会員相互

クの広がり―COVID-19 と大気環境―」と題して、大気環境

の情報共有や意見交換、親睦を深める絶好の機会が大きく変

の歴史も踏まえて COVID-19 との関係を俯瞰的にお話しいた

化したことを意味します。一方、大気環境保全に係る調査研

だいた。その後、篠原直秀氏（産業技術総合研究所）
、東 賢

究の推進をミッションとしている大気環境学会にとっては、

一氏（近畿大学）
、高野裕久氏（京都大学）
、板橋秀一氏（電力

オンライン開催を経験することにより、環境負荷低減の観点

中央研究所）
、朝山慎一郎氏（国立環境研究所）
、濱村研吾氏

から持続可能な年会の開催方法について今後検討する契機に

（福岡県保健環境研究所）から、それぞれ暴露評価、疫学、毒

なったかと思います。また、オンライン開催によって、年会

性学、大気モデリング、人文社会学、ワンヘルス研究の専門

への参加がしやすくなったという会員も少なくないかもしれ

家の立場でご講演いただいた。一般公開・オンライン開催と

ません。本年会では可能な限り、従前の年会に近い形で、か

したことで、一般参加者を含めて全国から計 293 名にご参加

つ、参加者が空間的に離れていても多くの対話や交流ができ

いただき、活発に質疑討論がなされた。改めてご講演者、参

るようなオンライン開催を目指しました。また、機器展につ

加者の皆様に感謝いたします。

きましても、企業と会員の皆さんが多様な形で交流できるよ
うな場づくりに努めました。

1. 4

機器展・技術セミナー

本年会では学会初の取り組みが多く、オンラインでの進

初めてのオンライン機器展・技術セミナーということもあ

行・議論に多少戸惑うことはありつつも、全体的に円滑に運

り、試行錯誤しながらの準備であったが、最終的にオンライ

営できました。また、対面形式にはないメリットや違った形

ン機器展は 5 社、技術セミナーは 8 社にご参加いただいた。

での学術交流ができました。例えば、ポスター発表ではリア

環境機器展では各社が取り扱っている製品の紹介や、動画上

ルに近い質疑応答ができ、参加者は多くのポスターを回り意
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見交換できました。公開シンポジウム「COVID-19 と大気環

フォームが用意できなかったので、参加者数の把握は概数であ

境」はタイムリーなテーマだったこともあり、学会外から多

る。世話人の把握では、約 120 名であったが、大気環境学会事

くの参加者を得て、学術的な成果・情報を社会に発信できま

務局の把握では、約 150 名であった。

した。機器展では、休憩時の企業 CM や冠シンポジウムなど

以下の方法で参加者の勧誘を行った。大気環境学会 HP に

創意工夫をこらした企画を実施しました。オンライン対話

て、開催内容を告知した。前年度、前々年度、前々々年度の

ツールを使用した懇親会についても、リアルに近い交流を楽

特別集会参加者にメール連絡した。さらに、酸性雨研究会

しむことができました。これらの点は対面開催であっても参

メールニュースで 2 回、開催案内を配信していただいた。

考になろうかと思います。とはいえ、参加者の反応がわかり

世話人、講演者の梶井克純（京都大学、国立環境研究所）

づらい、気軽に談話できないのがオンライン開催の最大の難

の講演「HOx サイクルの完全直接測定に基づくオゾン生成機

点です。今後、対面開催にオンライン開催のメリットを取り

構―オゾン生成機構の完全理解とエアロゾル変質過程の解明

込んで、年会がさらに活性化することを期待します。

に向けて―」からスタートした。OH、HO2 および RO2（ここ
では総称して HOx と呼ぶ）ラジカルが関与する HOx サイク

3. お わ り に

ルの説明の後、これから行われる過酸化ラジカル反応性測定

初のオンライン年会ということで、年会実行委員一同いず

手法の詳細、国立環境研究所にあるスモッグチャンバーによ

れも経験のない中、試行錯誤を繰り返しつつ準備を行いまし

る光化学実験の進め方が紹介された。最終的な目標として、

た。本年会が大きなトラブルもなく終了することができたの

過酸化ラジカルの後続反応が与える光化学オゾン生成量への

は、こうした実行委員の奮闘に加え、年会担当常任理事（慶

影響を推定するとともに精密なオゾン生成量を推定できるア

應大学

ルゴリズムを提案する計画であると述べられた。続いて、

奥田教授）を通した学会本部や国際文献社の的確な

アドバイスやサポートの賜物であり、ここに深く感謝の意を

「実大気観測によるオゾン生成レジームの直接評価」が定永

表します。さらに、協賛いただいた企業・団体の皆様、一般

靖宗（大阪府立大学）により発表された。これまで使用され

発表の座長や口頭・ポスター賞の審査をしてくださった

てきた 2 つのガラス製容器（反応容器と参照容器）を使用し

方々、また年会に参加して活発な議論で年会の成功に寄与し
てくださったすべての方々に心より感謝いたします。皆様の
おかげで、オフライン開催にも負けない知的興奮に満ちた 3
日間になりました。実行委員一同、心から感謝申し上げま
す。ありがとうございました。

た大型のオゾン生成レジームの直接判定装置を使用してのオ
ゾン生成レジームの評価が話された。2019 年の横浜での観
測では、観測期間のほとんどの時間帯で VOC-limited と判定
された。今後、ポータブルレジーム判定装置の開発を行い、
実大気観測やスモッグチャンバー実験によるレジーム変化の
検証を行うという研究計画が示された。

特別集会報告

さらに、佐藤

特別集会 1

圭（国立環境研究所）により「室内実験と

モデル計算による HOx 反応性に関する研究： オゾン生成ポ

「オゾン生成機構解明におけるエアロゾルの役割と数値モデ
ルに基づくオゾン削減効率の推定」
世話人

梶井

克純、坂本

テンシャルにエアロゾルが及ぼす効果の解明に向けて」とし
て講演がなされた。講演者らは OH 反応性測定装置を光化学

陽介、村野

健太郎

（京都大学）

チャンバー実験と組み合わせることによって二次生成物の

OH 反応性を評価する研究や、実験結果を詳細化学反応モデ

日本では人為起源揮発性炭化水素濃度が減少傾向にあるに

ルと比較することによる反応機構の検証を行ってきた。研究

もかかわらず、大気中オゾン（オキシダント）濃度が増加傾

計画では、実大気を模した混合 VOC を用い、基準となる初

向にあるとの指摘がある。光化学オキシダント（Ox）は人体

期 VOC/NOx 比を変更して実験を行う。実験結果を考慮し、

を含む生物に対する毒性を有することから大気濃度の低減が

詳細反応モデルを基に不均一反応過程のサブモデルを構築

強く望まれてきた。その削減戦略では、基準年の VOC 排出

し、オゾン生成ポテンシャル・生成レジーム・HOx 反応性

量の 3 割削減を実現すれば、Ox 注意報発令レベル未超過が

の実測値を基に不均一反応過程のモデルパラメータを最適化

約 90% まで上昇することが期待されたが、現状では 4 割の削

すると報告された。次に、「精緻化された領域モデルに基づ

減が進んだにもかかわらず、環境基準の達成率は低い水準を

くオゾン削減効率の推定」として井上和也（産業技術総合研

推移している。この予測と現状の不一致の原因として、予測

究所）らが独自に開発した大気化学輸送モデリングシステム

モデルの持つ化学反応メカニズム・輸送過程・前駆物質排出

ADMER-PRO を用いて実際に排出削減実験を行い、排出削

量見積りの不確実性が指摘されている。それらを解消するた

減を行う地方（関東、近畿、東海）はもちろん、同じ地方内

めの室内実験、野外観測、モデル計算とその改良の研究計画

においても、排出削減を行う領域によって、同量の VOC 排

と期待される研究成果が、講演者 5 名、座長： 坂本陽介（京

出削減によるオゾン濃度低減効果が大きく異なるという計算

都大学）により特別集会として開催された。

結果を得た。というこれまでの研究成果が述べられた。今後

本年度の特別集会 1 は 2021 年 9 月17 日（金曜日）午後（13 : 00‒

は、発生源インベントリーの年次更新等のモデルの精緻化に

15 : 40）に Zoom によりWeb 開 催された。参 加 登 録 集 計 用の

より、精緻化した領域モデルを用いたオゾン削減効率計算結
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果を得て、NOx 削減、VOC 排出量削減の地域別のオゾン濃

MAC 症と加湿器肺を中心に―」の講演が、森本耕三先生

度減少効果を見ると同時にヒト暴露削減効率、農作物収量暴

（複十字病院 呼吸器センター）により行われた。現在増加傾
向にある肺 MAC 症の状況など、また実際に肺 MAC 症の患

露削効率を明らかにしていくことが述べられた。
最後に今回の研究では研究計画構成員でない山神真紀子

者から単離された菌種を日本全国レベルで検証すると明確な

（名古屋市環境科学調査センター）により、今度の研究で重

地域差が存在するが未だに原因が不明である点などご発表い

要性が指摘されている粒子状物質に関して、
「PM2.5 の測定法

ただいた。加えて、加湿器の使用による肺の疾患についてな

と動態」の表題で、講演がなされた。環境省は PM2.5 の成分

ど、臨床の現場からの課題などについて話題提供いただいた。

に関する知見の集積と効果的な発生源対策を進めており、名

さらに、「吸入性微粒子による肺免疫の変調とアレルギー

古屋市においても全国的にも長期間にわたり PM2.5 の成分分

性炎症」の講演が、黒田悦司先生（兵庫医科大学）により行

析（元素状炭素（EC）や有機炭素（OC）などの炭素成分と、

われた。大気中に存在する PM2.5 などの粒子状物質が肺の

硫酸塩、硝酸塩などの無機成分）が行われている。その主要

免疫機能が活性化する機能や及ぼす影響についてご発表いた

成分の経年変化では近年濃度減少しており、発生源対策

だいた。続いて、「成分分析と曝露実験によるエアロゾル粒

（ディーゼル車の排出ガス規制等）の効果が評価されている。

子の有害性評価」の講演が、奥田知明先生（慶應義塾大学）

2−
4 ）濃度は全国的には近年も西日本で高く東

により行われた。PM2.5 などの微小粒子の特性をより詳細

日本で低い傾向にあること等、化学成分分析の高度な解析結

に検証することの重要性、どのようにこれらを捕集するかな

果が発表された。

どの有意義なご提案をいただいた。また、化学成分分析に加

硫酸イオン（SO

Zoom 開催であったが、この研究分野への期待の大きさの
ために参加者は約 120‒150 名と多かった。時間の関係で総合

えて、生物由来成分の分析の推進の必要性なども測定の結果
から共有していただいた。

討論はできなかったが、大気環境問題における HOx 研究の

そして、「大気バイオエアロゾルの粒径別特性と健康影響

最前線と HOx とエアロゾルとの相互作用、フィールドとス

の可能性」の講演が、田中大祐先生（富山大学）により行わ

モッグチャンバーでのレジーム測定、スモッグチャンバーに

れた。屋外大気中の粒径ごとでのサンプリングで微生物の細

よる研究、領域モデルの有効性、エアロゾル研究への参加者

菌群集構造、多様性の違いなどについてご講演いただいた。

の意識が高まり、今後の研究のさらなる展開が講演者や参加

また、病原性の高いレジオネラ属菌が粗大粒子側で検出され

者に期待される特別集会であった。

ていることから、感染源としてのバイオエアロゾルをヒトへ
の健康被害という観点から検証することが研究基盤として重

特別集会2

要な要素であることをご報告いただいた。

「大気環境中エアロゾルと感染症」
世話人

最後に総合討論として、発表者からコメントをいただき、
能田

淳（酪農学園大学）

新型コロナウイルスによる感染症の蔓延、健康被害におい
て、大気汚染問題との関連性を示唆する研究が欧米で報告さ

大気環境中のエアロゾルやその中に含まれる大気汚染物質の
問題、感染症の問題への対策は大気環境科学と医学のワンヘ
ルス的な取り組み、協働体制の重要性が再認識された。

れており、より統合的なアプローチの重要性が示唆されてい

本特別集会では感染症を含む呼吸器疾患、生体側の反応な

る。具体的には、COVID-19 による死亡率が PM2.5 と、死

どについて、また大気エアロゾルの健康への有害性の評価、

亡者数が NOX 濃度と正の相関があることが米国と欧州で報

バイオエアロゾルとしての物理的の違いを学際的に研究する

告され、感染症をより多面的に検証していくことの重要性が

ために必要なことを多く学び、さらなる研究展開が講演者や

示唆されている。以前から大気汚染の増加と空気中に浮遊す

参加者に期待されることが共有できた有意義な特別集会と

る生物由来成分を含むエアロゾル（バイオエアロゾル）の量

なった。

的な増加には正の相関が報告されていたため、何らかの関連
性が存在しているかもしれない。これらのことから、感染性
微生物であるウイルスや細菌を含むバイオエアロゾルについ
て、また大気汚染物質との関係を幅広く理解するために本特
別集会を企画し、健康影響についての見識を深めるために講
演者 5 名、座長： 牧

輝弥（近畿大学）および能田

淳（酪農

学園大学）によって開催された。
はじめに世話人の能田より趣旨説明があり、講演がスター

口頭発表賞およびポスター賞受賞者からの一言
口頭発表賞1
「CNNを用いた顕微鏡画像中のアスベスト繊維の自動検出」
松尾

智仁（大阪大学大学院）

口頭発表賞を授賞していただきありがとうございます。
本研究は、解体現場等からのアスベスト漏洩の迅速かつ簡
便なモニタリングのため、顕微鏡観察に畳み込みニューラル

トした。
「結核とバイオエアロゾル感染」の講演が、御手洗

ネットワーク（CNN）を利用することを提案したものです。

聡先生（結核研究所）により行われた。結核を始めとする様々

従来の手法が位相差顕微鏡に加え、電子顕微鏡や偏光顕微

なバイオエアロゾル研究の重要性、N95 レスピレーターなど

鏡、あるいは蛍光顕微鏡を用いてアスベスト繊維の同定、計

の使用に際して留意する必要性などについてお話しいただい

数を行っているのに対し、提案手法では位相差顕微鏡画像の

た。続いて、「増加するバイオエアロゾル由来肺疾患―肺

みからアスベスト繊維の同定、計数を行おうとしており、こ
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れが可能であれば、実務において大幅な省力化が可能になる

うことで、目視では確認できない小さなプラスチックを自動

と考えています。

で同定することが可能になりました。また、顕微 FTIR よりも

本研究では、計数の前段階として、まずは顕微鏡画像中の

さらに微細なナノレベルの大きさに相当するプラスチックの

アスベスト繊維の検出を目的として、AlexNet と呼ばれる既

同定が可能な光熱誘起共鳴検出法（OPTIR）を用いて、山間部

存の CNN の構成を参考とした比較的単純な CNN モデルを作

で採取した雲水からマイクロプラスチックが検出されました。

成しました。作成したモデルに対して、実際に解体現場等で

熱帯都市域で採取した豪雨試料から、実粒径 10 µm 未満

採取された試料を用いて作成された位相差顕微鏡画像を用い

の AMPs が複数個確認され、同時期に採取したエアロゾル中

て学習用データと検証用データを作成し、学習を行いまし

AMPs の降雨前から降雨後にかけて個数濃度が大きく減少し

た。学習したモデルの精度を検証用データを用いて確認する

たことから、豪雨発生に伴う降水洗浄がならびに豪雨前後の

と、正解率で 95％程度、F 値で 0.6 程度と、公定法には及ば

風向風速解析から、ポリマーごとの主要な発生源が異なるこ

ないものの、CNN の可能性を示す結果を得ることができま

とが示唆されました。

した。今後はより高度なモデルの使用、学習用データの追加

今後は国内を中心に観測拠点を拡大させながら、サブミク

などを行い、さらなる精度向上に向けて取り組みたいと考え

ロン・ナノレベルのプラスチックが定常的に検出可能な分析

ています。

方法について今後検討、解析を進めて参ります。

なお、本研究は、すでに他分野で確立された技術である

本研究を行うにあたり、ご指導いただきました大河内

博

CNN をアスベスト繊維の顕微鏡観察に持ち込んだものであ

教授、分析手法の検討にご協力いただきました株式会社パー

り、技術的・学術的に特別優れたことや新しいことを行った

キンエルマージャパンの新居田様、株式会社日本サーマルコ

ものではありません。一方で、他分野で使われている技術で

ンサルティングの小林様、浦山様をはじめ、共同研究でお世

大気環境の課題の解決が期待できるなら、その工学的応用性

話になりました先生方、関係者の方々に心より感謝申し上げ

は価値あるものだと思います。今回の受賞は、学術的な新規

ます。今回の受賞を励みに、今後の研究にも日々の積み重ね

性というよりも、そうした課題解決への応用性を評価してい

と勉強を怠らず、精進して参りたいと思っております。この

ただいたものだと思いますので、実務での活用までを見据え

度はありがとうございました。

て引き続き研究を進めていきたいと考えております。
最後になりましたが、共同研究者であり本発表の連名者で
ある兵庫県環境研究センターの瀧本充輝、前川鈴世、二村綾
美各氏と、大阪大学の嶋寺光、近藤明両先生のご協力に感謝

口頭発表賞3
「化学・安定同位体分析を用いた山間部豪雨の実態と生成機構
の解明（2）
」
米戸

いたします。また、本研究は JSPS 科研費 19182017 の助成

鈴美香（早稲田大学大学院）

この度は、第 62 回大気環境学会年会におきまして、口頭

を受けたものです。

発表学生賞をいただき誠にありがとうございます。本研究を
口頭発表賞 2

評価していただき、大変光栄に存じます。

「大気中マイクロプラスチックの分析法確立と動態解明（3）
：
雲水および雨水を中心に」

今回の発表では、富士山周辺における豪雨発生頻度の長期
変動、ならびに山間部における局地豪雨の化学特性について

吉田

昇永（早稲田大学大学院）

この度は第 62 回大気環境学会年会におきまして、学生口
頭発表賞をいただき誠にありがとうございます。
数ある発表の中からご支持いただけたことは光栄であり、

報告致しました。
富士山周辺の 16 ヶ所の雨量観測所のデータを用いて、約

40 年間における豪雨発生頻度の長期変動について解析を行い
ました。富士山南東斜面、および南西斜面において豪雨の増

選考員の方々ならびに発表をご清聴いただきました皆様に心

加 傾 向 が 見 ら れ、 特 に 南 東 斜 面 で は、 最 近 10 年（2010‒

より御礼申し上げます。また本年度は新型コロナウイルスの

2019）の豪雨発生回数は 40 年前（1980‒1989）と比べ 2.5‒3 倍

見通しが立たないなかでも、オンライン形式でこのような発

増加していることが分かりました。さらに、豪雨の発生要因

表の場を設けていただきました学会運営局の皆様にも重ねて

を局地性、台風性、前線性の 3 つに分類して解析を行い、富

御礼申し上げます。

士山南東斜面では局地性、および前線性の豪雨が増加してい

今回発表しました研究は、主に海洋で議論されているプラス
チック汚染問題について、研究事例が世界的にも極めて少ない

ることを確認しました。
続いて、山間部における局地豪雨の化学特性を明らかにす

大気中マイクロプラスチック（Airborne microplastics; AMPs）

るために、富士山南東麓太郎坊において、2020 年 8 月 22 日、

の実態解明を目的としています。今回は PM2.5 相当のエアロゾ

および 23 日に局地的な豪雨のイベント採取を行いました。

ルの迅速分析法の確立に向けた検討と並行しながら、雲水、雨
水中 AMPs の結果を中心に発表させていただきました。

2 日間の豪雨は通常降雨（30 mm/h 以下）と比べ、低い pH
を示し、湿性沈着量は約 6 倍であることが分かりました。豪

まず分析方法の検討については、AMPs は目視による同定

雨中の SO42 −濃度や NO−3 濃度は通常降雨と比べて組成割合が

が困難であるため、顕微 FTIR の ATR イメージング測定を行

高く、Cl − /Na+ 比（0.42）が海水（1.17）より大幅に低いこと
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から、沿岸部都市域の大気汚染物質が海風によって輸送さ

成メカニズムの検討を通して自然科学の未知の部分を自ら切

れ、雲凝結核として作用している可能性が示唆されました。

り開いてく楽しさを存分に味わうことができました。

また、豪雨中の δ O は先行研究で明らかになった富士山の
18

最後になりますが、今回の研究を進めるに当たり、多くのご

降水の天水線から外れ、高い値を示しました。この結果は、

指導を賜りました当研究室の戸田 敬教授、大平慎一教授を

山間部における局地豪雨の形成に、海洋由来とともに森林由

はじめ、学生の皆さんに深く感謝いたします。今回の受賞を励

来の水蒸気が寄与していることが考えられます。今後は大気

みに精進いたしますので、今後ともよろしくお願いします。

汚染物質と合わせて、植物起源物質の豪雨形成寄与について
も解明していきたいと考えております。
本研究を進めるにあたり、ご指導いただいた大河内教授、
共同研究の先生方、富士山太郎坊における観測にご協力いた

口頭発表賞5
「ダイズ畑における大気地表面間のNH3 交換（2）交換モデルの
適用および評価」
梅原

だいた NPO 法人富士山測候所を活用する会の皆様、そして
観測において多大なご協力をいただいた研究室の皆様に、こ
の場をお借りして心からの感謝を申し上げます。
最後になりましたが、感染症の流行という大変な最中、第

61 回大気環境学会年会を開催していただいた年会実行委員
の皆様、また学会関係者の皆様に深く御礼を申し上げます。
今回の受賞を励みに、今後の研究にも精進して参ります。

実玖（東京農工大学大学院）

この度は第 62 回大気環境学会年会において口頭発表学生
賞をいただき、誠にありがとうございます。大気環境学会と
いう名誉ある学会で研究成果を評価していただき、大変嬉し
く思います。
本研究では、NH3 の主要排出源である農地における NH3 交
換フラックスのメカニズム解明を目的に、緩和渦集積法を用
いて NH3 フラックスを観測しました。さらに、NH3 双方向交

口頭発表賞4

換モデルを用いて同期間の NH3 フラックスを推計し、実測値

「植物起源ジアミン類とそのアミド化合物： 森林大気におけ
る存在の提唱とその粒子形成寄与に関する研究」
佐伯

健太郎（熊本大院自然）

この度は第 62 回大気環境学会年会におき、口頭発表賞を
受賞させていただきまして、たいへん光栄に思います。

と比較することで、モデルの適用性を検討しました。観測は、
ダイズの収穫期前および収穫期後のそれぞれ約 2 週間ずつ、
東京農工大学府中キャンパス農場内のダイズ畑において、昼
夜別の半日サンプリングを連続して行いました。 また、NH3
双方向交換モデルは、物質の沈着速度を推計する抵抗モデル

今回の発表は、森林大気におけるアミン、その中でもジア

を応用したもので、気孔および土壌からの NH3 放出プロセス

ミンと呼ばれる化合物が存在するかの検証を行ったものでし

が組み込まれています。観測の結果、NH3 フラックスは 収穫

た。近年、新粒子形成の観点からアミン化合物に注目が集

期前後ともに多くが沈着を示したのに対し、双方向モデルに

まっています。大気中のアミン類濃度はメジャーな塩基であ

よる推計値は昼夜ともに放出を示し、実測値と大きく異なる

るアンモニアと比較すると 1‒2 桁も低いですが、硫酸と水を

結果となりました。今回のモデルでは土地利用区分ごとに放

介した新粒子の形成にはアミン類のほうが有利であると判明

出ポテンシャルの入力値が設定されていますが、この設定値

しています。しかし、これまでの大気アミンに関する研究は

が当該農場においては過大であり、実際の葉や土壌の状態を

低分子量のモノアミン類に限られていました。本研究では、

反映できていないと考えられました。そこで、葉と土壌の実

アミノ基を二つ以上持つ植物起源のジアミン類に着目しまし

際の NH4+ 濃度や pH を参考に、この入力値を適切な値に設定

た。ジアミン類は生理活性物質であり、植物の根をはじめと

し直し、さらに気孔抵抗のいくつかのパラメーターについて

する成長部位で積極的に生成され、土壌への溶出も判明して

も値を設定し直したところ、推計値は沈着を示し、部分的に

いる物質です。このような観点から、植物活性の高い時期に

傾向も一致しました。しかし、放出期間が再現されなかった

ジアミン類が大気中に揮散している可能性を考えました。大

ことや、推計値が実測値と比較して 5‒10 倍小さいことなど、

気中のジアミン類を捕集・測定する手法の開発から取り組

多くの課題が残り、放出ポテンシャルの設定方法をはじめと

み、実際に森林大気中にジアミン類の存在を確認するに至り

する双方向モデルの改善点が示唆されました。今後、より多

ました。また、ジアミン類は大気中で OH ラジカルと反応

様な条件における NH3 フラックスの観測データを蓄積し、モ

し、アミノアミド化合物へと変遷しているという非常に興味

デル推計値との比較研究を進めることが必要です。

深い結果を得ることができました。ジアミン類やアミノアミ

最後になりますが、本研究を進めるにあたりご指導いただ

ド化合物はアンモニアやモノアミン類よりも水和エネルギー

いております松田和秀教授、共同研究者の皆様、研究室のメ

が大きく、複数の官能基を持ち、分子量も比較的大きいた

ンバーにこの場をお借りして深く感謝申し上げます。皆様の

め、新粒子形成への寄与が大きいと推測されます。本研究に

お陰をもちまして、今回このような素晴らしい賞をいただく

より、これまで取り扱われてこなかった大気中のジアミン類

ことができました。さらに、第 62 回大気環境学会年会を開

は粒子形成の知見を深める上で重要な物質であることが示さ

催してくださった年会実行委員の皆様、また学会関係者の皆

れました。余談ですが、アミノアミド化合物の存在は当初予

様に心より感謝を申し上げます。この度は誠にありがとうご

想していなかった事象でした。しかし、この物質の同定や生

ざいました。
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口頭発表賞 6

平均摂取量を推定し、一日許容摂取量（ADI）の 80% を超え

「第 一 回 緊 急 事 態 宣 言 時 か ら 解 除 後 に か け て の 都 市 大 気
バイオエアロゾルの動態」
村田

ないことを確認した上で食品の農薬残留基準値を設定してい
ます。残り 20% は環境由来の経皮・経気道曝露としていま

浩太郎（埼玉県環境科学国際センター）

すが、十分な科学的根拠がないのが現状です。

この度、数多くの素晴らしい発表があった中で学生・若手

今回の発表では、食品以外の残留農薬摂取量の把握を目的

研究者口頭発表賞に選んでいただきましたこと、大変光栄に

として、大気中農薬の実態とその濃度支配要因の解明を目的

思います。

に都市域で春季集中観測を行いました。その結果、大気中

発表内容は、昨年春の緊急事態宣言時中から解除後にかけ

フェニトロチオン、アセフェートの存在を確認しました。ア

て、東京小金井市において大気中の細菌および真菌（バイオエ

セフェートに関しては、今まで大気中に存在している論文が

アロゾル）を 52 日間にわたって採取・解析した結果です。とく

ないため、今後、通年でデータを重ねていき、傾向を捉えて

に注目したのが、緊急事態宣言によって都市域の活動が大きく

いきたいと思います。さらに、個人曝露量評価のために

変化したことに伴い、バイオエアロゾルにも何らかの変化が生

Twister を用いて室内実験を行い、パッシブサンプラーとし

じたのではないかという点です。滅多にない状況下での観測か

ての有用性を見出しました。各農薬成分の蒸気圧と回収量に

ら、都市大気特有のバイオエアロゾルを形成するバックグラウ

相関性が見られました。今後、室内実験で 1 週間、2 週間…

ンド的な要因の推察を試みました。解析の結果、風速や降水

と保持性能を確認する実験を行ったうえで、実大気に適用さ

量、相対湿度など気象要因がバイオエアロゾル変動と関連して

せ、Twister のサンプリングレートを決定していきたいと思

いたことにくわえ、一部の大気汚染物質濃度や外出人数、交通

います。そして、ウェアラブルサンプラーとして適用させて

量などもバイオエアロゾル変動の説明因子となっていました。

まいります。

このことは、都市特有のバイオエアロゾルの形成因子として人

本研究を進めるにあたり、ご指導いただいた大河内教授、

間自体が想像以上に関与していることを示唆しており、都市に

共同研究者の先生方、分析を行う際にお世話になった環境保

おける人間とバイオエアロゾルとの関係性についてさらに調査

全センターの方々、そして、集中観測を実施するにあたり、

を行う価値があることを示しています。

たくさん助けていただいた研究室のメンバーに感謝しており

まだ途上にある研究ではありますが、共同研究者の西貝さ
ん、大河内先生、鴨川先生に感謝申し上げます。一人ではで

ます。今後もこの賞をいただけたことを励みに、研究に邁進
してまいりたいと思っております。

きないことばかりで、一緒に研究をすることの意義や楽しさ
を教えていただいています。また、緊急事態宣言下で様々な
活動が停止・制限されていたにも関わらず、観測場所を提供
してくださった東京学芸大学の荒川先生のお力添えなくして
は本研究を遂行することはできませんでした。素晴らしい
方々に助けられていることに感謝し、引き続き研究を進めて
いきたいと考えております。
私は今年度 4 月から埼玉県環境科学国際センターに加わっ
たばかりの新人の「若手」です。学会員の皆様方には、今後と
もご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
写真

ポスター賞1
「都市大気中農薬の実態解明と個人暴露評価のためのウェア
ラブルサンプラーの開発（3）」
駒場

研究室にて

ポスター賞2
「Characteristics of concentration variation of ammonia

啓祐（早稲田大学大学院）

この度は、第 62 回大気環境学会年会において、名誉ある

on a forest in suburban Tokyo based on a long-term
measurements using denuder sampling technique」

ポスター賞をいただき、大変光栄に存じます。様々なポス

Mao XU（Tokyo University of Agriculture and Technology）

ターの中からご支持していただいた方々、誠に有難うござい

It is a great honor to receive the poster award at the 62nd

ました。そして、新型コロナウィルスが蔓延している中で大

annual meeting of the Japanese Society of Atmospheric

気環境学会年会をオンラインで開催・運営していただいた

Environment. This award could not have been obtained

方々、御礼申し上げます。農薬の分野に興味・関心を持って

without the enthusiastic advices of Professor Matsuda, who

いただけたことに嬉しく感じております。今後の研究におけ

is my supervisor, and the daily supports of the members of

る発展の原動力になります。

Matsuda Laboratory. I would like to express my sincere

本研究は、日本における農薬の残留基準値の国際整合性を
得ることを目的にしています。日本では、各農薬の長期的な

gratitude again.
In this study, we conducted long-term measurements of
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NH3 concentration using the denuder sampling technique in

results showed a clear relationship between the PM 2.5

a forest at the Field Museum Tamakyuryo site of the Tokyo

exposure concentration and daily activities and

University of Agriculture and Technology, which is located

microenvironments. Inhabitants were unequally exposed to

in a western suburb of Tokyo, to clarify the characteristics of

particulate matter in relation to the occupation. The group of

concentration variation and their influencing factors. In

cooks presented the highest daily exposure concentration

recent years, SO2 and NOx emissions have been signiﬁcantly

followed by the group of drivers, office workers and

reduced in Europe, the United States and East Asia, but NH3

students. Additionally, we identified three main exposure

emissions have not been reduced and are becoming more and

sources regardless the occupation. The combustion of

more important in the atmosphere.

insecticides and incense indoors, traffic and cooking.

As a result, there was a clear seasonal variation in NH3

Respectively with values on total average sample of 267 μg/

concentration; increased in spring, highest in summer, and

m 3, 41 μg/m 3, 39 μg/m 3. Residents are therefore highly

decreased from autumn to winter. Moreover, NH 3

exposed indoors as well as outdoors. The exposure sources are

concentration was positively correlated with air temperature

strongly related to the culture and the life style in this region

during the measurement periods (especially in spring). It is

which leads to an acute exposure level. Our ﬁndings showed

considered that the NH3 concentration were increased by the

higher values than the ones recommended by the WHO

shift of gas-particle equilibrium to the gas side in addition to

standards of 25 µg/m3/day and 10 µg/m3/year. Suggesting the

the enhanced emissions from vegetation and soil, which

need to promptly elaborate and apply mitigation strategies. We

were due to the large increase of air temperature from spring

are further investigating the chemical composition of PM2.5 in

to summer. However, there is still a lot of uncertainty left in

this region to get more information on the nature of their eﬀect

NH3, so we will continue this study.

on human health and environment.

Last but not least, I would like to express my sincere

I would like to express my warmest thanks to my

gratitude to all the executive committee members and all the

supervisors; Professor Yoshizumi Kajii, Associate Professor

people involved in the 62nd annual meeting.

Yosuke Sakamoto and Researcher Kentaro Murano at Kyoto
university. This work would not be possible without their

ポスター賞 3

constant guidance and support. I would like to thank

「バマコ‒マリ市における日々の粒子状物質(PM2.5)曝露の診断．

Professor Ousmane A Koita and Mr. Ibrahim Traore at

Diagnosis of daily particulate matters (PM2.5) exposure

Bamako university for their great support during the

in the city of Bamako-Mali」

samplings. I am very thankful for Dr. Keiichi Sato and Dr.

Alimata Sidibe (Kyoto University)

Akie Yuba at ACAP for their cooperation on the next step of

I feel deeply honored for receiving one of the best poster

this research. Finally, I would like to thank all Kajii

awards at the 62nd Annual Meeting of the Japan Society for

laboratory members and all my friends and family for their

Atmospheric Environment. I am glad that this work caught

daily care and support.

the attention of participants at the 62nd Meeting.
PM2.5 is known to be one of the most health aﬀecting air
pollutants worldwide yet, information on PM2.5 is scarce in
many African cities including Bamako. The poster entitled
Diagnosis of daily particulate matters (PM2.5) exposure in
the city of Bamako-Mali, aimed to quantify the level of
exposure to PM2.5 in Bamako s residents through their daily
activities. Local inhabitants who volunteered to the take part
of this study, wore palm-size PM2.5 sensors during their daily
activities. The palm-size optical PM 2.5 sensor measures
particulate matter mass concentration based on the principal
of light scattering by a single particle. Participants were
classified into four different groups according to the main
daily activity. Namely; the group of oﬃce workers, the group
of cooks, the group of students and the group of drivers. We
investigated the concentration variation in the participants
for different daily activities and microenvironments. The
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支部だより

各支部会のホームページもご覧ください。
学会ホームページ (http://www.jsae-net.org/)にリンクがあります。

北海道・東北
大気環境学会北海道東北支部総会の開催報告
大気環境学会北海道東北支部では、特別講演 2 題、口頭発
表 12 題の研究発表会を含む以下の総会を Web 同時で開催しま
した。発表会の要旨は支部のホームページからダウンロード
できます (https://sites.google.com/site/jsaehokkaidotohoku/)。
日

時： 2021 年 10 月 29 日（金） 10 時〜17 時

会

場： 東北工業大学一番町ロビー 2 階ホール

九州

なお、新型コロナウイルスの感染状況によっては研究発表
会を対面式（一部オンライン参加のハイブリッド式）で開催
する場合もあります。その際は 2 月中旬に学会ホームページ
にてお知らせします。
申込・問い合わせ先：
福岡県保健環境研究所

山本重一

〒818‒0135 福岡県太宰府市向佐野 39

TEL: 092‒921‒9947 FAX: 092‒928‒1203
E-mail: yamamoto ＠ ﬁhes.pref.fukuoka.jp

九州支部総会及び第22回研究発表会のお知らせ

第５回アジア域の化学輸送モデルの現状と
今後の展開に関する研究集会のお知らせ

九州支部では以下のとおり役員会・総会及び研究発表会を

九州支部では以下のとおり研究集会を開催します。

開催します。
研究発表会は非会員の参加も受け付けます。多数の皆様に

研究集会は非会員の参加も受け付けます。多数の皆様にご

ご参加くださいますようお願いいたします。なお、オンライ

参加くださいますようお願いいたします。なお、オンライン

ン会議の都合上、事前に参加申し込みをお願いいたします。

会議の都合上、事前に参加申し込みをお願いいたします。

（役員会）
日

時： 令和 4 年 2 月中旬の予定

会

場： Zoom を用いたオンライン会議として開催

主

催： 九州大学応用力学研究所全国共同利用研究集会

共

催： 大気環境学会九州支部・大気環境学会大気環境モデ
リング分科会

日 時： 2022 年（令和 4 年）3 月 3 日（木）午後〜4 日（金）午前
（総

会）

書面審議（審議期間： 令和 4 年 3 月 1〜4 日の予定）

会

場： オンラインを予定

問合せ先： 九州大学応用力学研究所

弓本桂也

(yumimoto@riam.kyushu-u.ac.jp)
（研究発表会）8 題程度の予定
日

時： 令和 4 年 3 月 11 日（金）

会

場： Zoom を用いたオンライン会議として開催

電力中央研究所

板橋秀一

(isyuichi@criepi.denken.or.jp)
研究集会の内容： 領域・全球化学輸送モデリング、モデル相
互比較実験、排出インベントリ、データ同化・機

・研究発表会へ発表、参加希望の方は、令和 3 年 12 月 24 日
までにメールにて所属とお名前、電話番号、メールアドレ
スを下記連絡先へお知らせください。
・発表要旨の締切は令和 4 年 1 月下旬を予定しております。
詳細は発表者の方へ直接御連絡いたします。
・参加希望者には、オンライン会議の接続情報をお知らせす
る予定です。
・オンライン会議（Zoom 会議室）には待機室を設け、氏名
照合の後に入室を許可します。混雑時には入室まで時間を
要する場合があります。あらかじめご了承ください。
・発表の画面コピーはお控えください。

械学習、観測とモデリング研究の連携、など
特記事項： 3 日（木）の夜には懇親会（オンライン）を予定し
ております。
発表・参加の申込締切： 2021 年（令和 3 年）12 月 28 日
研究集会のご聴講／ご発表（（仮）タイトルを含む）、懇親
会へのご参加の有無とお名前・ご所属・ご連絡先を上記、板
橋までご連絡下さい。
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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。
が示された。
②鶴田治雄氏（リモート・センシング技術センター）からは、
「放射性ヨウ素の動態解析」と題して、事故後初期に大気

テーマ： 東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性ヨ

中の放射性ヨウ素 (131I) が測定されていた 10 機関の解析

ウ素の実態

データに基づくプルーム中の 131I/137Cs 比の解析結果が報

日

時： 2021 年 9 月 15 日（水）17:15〜19:30

告された。また、文部科学省の定時降下物調査による日降

会

場： リモート開催

下量を用いた同比の初期解析結果が示された。

参加者数： 26 名
報告概要：

③兼保直樹氏（産業技術総合研究所）からは「分子状ヨウ素
の乾性沈着速度のラボ実験」と題して、I2 の乾性沈着の地

東京電力福島第一原子力発電所事故から 10 年半が経過し、

表面抵抗（粘土鉱物への沈着速度）を把握するための室内

放射性セシウムについては多くの研究によって動態解明と影

実験結果が報告され、粘土鉱物の種類ごとの地表面抵抗の

響評価が進められている。しかし、被災地域の住民への健康

導出結果、その抵抗を支配するプロセスや相対湿度の影響

影響が懸念される放射性ヨウ素は、半減期が短く、測定結果

などについて示された。

も少なく、その実態がほとんどつかめていない。本分科会で

④反町篤行氏（福島県立医科大学）からは、「フィールド観測

は、これまでに明らかになった放射性ヨウ素に関する科学的

に基づく放射性ヨウ素の乾性沈着研究」と題して、放射性

知見を共有し、今後の課題を議論することを目的に「東京電

ヨウ素の乾性沈着速度に関する既往文献をレビューした結

力福島第一原子力発電所事故による放射性ヨウ素の実態」と

果が紹介され、今後の課題としてフィールド観測データが

題して、放射性ヨウ素について調査研究されている下記の 4

少ないことが示された。

名に講演いただき総合討論を行った。

これらの報告の後、分科会参加者から、放射性ヨウ素のモ

①堅田元喜氏（キヤノングローバル戦略研究所）からは、「事

デル研究の方向性、ならびに光化学反応やガス―粒子転換に

故初期の放射性ヨウ素の大気放出・拡散・沈着」と題して

関するモデル研究についてコメントをいただき、放射性ヨウ

主に数値モデル (WSPEEDI-II) を用いた沈着量の計算結果

素の乾性沈着速度と化学形態などについて総合討論を行っ

を示し、 I の化学形態に伴う沈着速度や洗浄係数の差異

た。放射性ヨウ素による初期被ばくを正確に解明するために

が大きいことが指摘された。さらに、大気拡散では光化学

は、その環境動態を理解することが重要であることを確認し

反応やガス―粒子転換などの化学変化の影響も大きいこと

て終了した。
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分科会からのおすすめ図書の紹介
この度「分科会からのおすすめ図書の紹介」の企画を立ち
上げました。各分科会の方々が研究を進めるうえで勉強して
きた図書を紹介していただくことにより、研究分野間の交流
の活性化、さらには学際研究の発展を目指すとともに、学生
や若手研究者の育成に貢献することを目的としています。一
般的な図書紹介に加えて、読者目線の「おすすめポイント」
も掲載していますので、是非ご参考にしていただければと思
います。なお、同じ図書が異なる分科会からおすすめされて
いるケースもありますが、おすすめポイントの違いなども興
味深い点ですので、そのまま掲載しています。ご協力いただ
きました分科会の皆さま、大変ありがとうございました。

大気環境学会編集委員会（担当： 渡辺誠）

おすすめポイント： 物理と化学、観測と数値計算の双方の視
点から章立てが図られており、専門分野を問わず幅広い読
者に適した内容となっている。また、環境科学分野の学
科・専攻において、専門や特徴にあった項目を選択して、
講義を構築することも可能となっている。
『大気環境モデリング』鵜野伊津志編著、弓本桂也、板橋秀
一 著（2021）森 北 出 版 社、 定 価 6,820 円（税 込 み）、Web
ページ
概要： 3 部構成となっており、基礎理論編―どのような物
理・化学過程を扱うのか。数値計算編―どのようにモデル
を解くのか。応用編―どこまで現実を再現できるのかが記
述されている。オゾン、PM2.5、黄砂といった大気環境問
題の解明と解決を目指し、化学輸送モデルを正しく使うた

大気環境モデリング分科会からのおすすめ図書
『大気化学入門』ダニエル ジェイコブ著、近藤

豊訳（2002）

東京大学出版会、定価 3,960 円（税込み）、Web ページ

めの知識について、基本的な考え方や解析手法を実践的に
学ぶことができる。
おすすめポイント： 最大の特徴は、モデル屋さんに必要な事
項が「てきぱき」と整理されている点にある。同時に、観

概要： 大気化学の入門として世界的に著名な教科書の邦訳

測研究者にとっても必要な事項も（モデル屋さんの視点か

版。基礎から対流圏光化学・物質収支の考え方までの幅広

ら）整理されており、本書はモデル研究を目的とした人だ

いスケールにおける概念を学ぶことができる。大気化学と

けでなく、観測研究の方にも参考になることが多い。観測

簡単な数学・物理学を組み合わせたモデル化や、エアロゾ

研究者とモデル屋さんと連携（共同）研究する際に役にた

ルと大気放射など基本についても説明が行われている。

つ内容が多い必携の一冊である。

おすすめポイント： 大気環境解析に必要な大気化学の基礎知
識の修得・復習に適している。ボックスモデルや収支計算
などを手計算で体感できる点も良い。

『大気環境の事典』大気環境学会編（2019）朝倉書店、定価

13,000 円＋税、Web ページ
概要： 大気環境問題の実態把握、現象理解、対策立案に必要

『はじめての大気環境化学』松本

淳著（2015）コロナ社、定

価 3,190 円（税込み）、Web ページ
概要： 学部学生向けの大気環境化学の基礎が丁寧に書かれて
いる。具体的な内容として、光化学オキシダントを中心に

な科学知を総合的に解説した事典です。総論、手法・実
態・過程・影響・対策・地球環境の 6 つの軸で整理した各
論、主要物質の特性をまとめた物質編、タイムリーなキー
ワードをとりあげたコラムで構成されているます。

成層圏オゾン・気候変動・酸性雨・浮遊粒子状物質・室内

おすすめポイント： 本学会の 60 周年を記念し、総力をあげ

空気汚染の広範囲の話題が取り上げられており、環境科学

て作成した総合的な参考書。傍らに一冊、常備しておくと

分野の学部向けの講義にも活用できる。

役に立ちます。

おすすめポイント： 数多くのトピックが 1 冊に簡潔かつ網羅

植物分科会からのおすすめ図書

的に述べられており、大気環境モデリングの観点からも知
識の再整理に活用できる。

基礎編
『植物と微気象』久米

『越境大気汚染の物理と化学（2 訂版）』藤田慎一、三浦和彦、
大河内博、速水

洋、松田和秀、櫻井達也共著（2021）成

山堂書店、定価 3,300 円（税込み）、Web ページ
概要： 大気の物理と化学に関わる、幅広い知識を学ぶことの
できる図書である。フィールド観測、排出量算定、広域輸
送モデルの開発についてコンパクトに要点がまとめられて
いるとともに、各章に配置されている演習問題を解き進め
ることで、さらに理解が深まる構成となっている。

篤、大政謙次監訳（2017）森北出版、

定価 8,500 円＋税、Web ページ
概要： 世界的な教科書の邦訳版。植物の幅広いスケールにお
ける環境応答について学ぶことができる。植物（群落）の
機能について数学・物理学を組み合わせたモデル化や、
熱、放射、気体、水、エネルギーなどの周辺環境の影響な
どに関して定量的な説明が行われている。
おすすめポイント： 植物と大気環境の相互作用を定量的に扱
うために必要となる基礎知識から実践的なモデルの紹介ま
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概要： 二酸化硫黄、窒素酸化物、光化学オキシダント（オゾ
ンと PAN）、酸性雨などの主要な大気汚染物質や気候変動

『植物の光合成・物質生産の測定とモデリング』彦坂幸毅著
（2016）共立出版、定価 2,000 円＋税、Web ページ
概要： 光合成生産の測定のための基礎知識や実際の測定手法

に対する植物の生理応答を中心に、大気汚染の植物被害の
歴史的変遷、指標植物を用いた大気環境モニタリング調
査、森林衰退など幅広い内容について概説されている。

が記されている。また、その生物・化学・物理学的背景や

おすすめポイント： 最新情報ではありませんが、様々な環境

得られたデータのモデルへの適用が解説されている。手法

要因の影響とそのメカニズムが網羅されており、辞典のよ

に特化した書籍である。

うに使えます。

おすすめポイント： 植物モデルの基本的な内容が書かれてい
るので、実際に植物に関する測定をしたい方だけでなく、
植物の機能を数的に扱いたい方にもおすすめです。

『みどりによる環境改善』戸塚績編著（2013）朝倉書店、定価

3,600 円＋税、Webページ
概要： 植生・植物の基本的生理機能に基づいた環境改善機能

『入門 統計解析法』永田

靖著（1992）日科技連出版社、定

価 2,900 円＋税、Web ページ

に注目し、その定量的な評価方法がまとめられている。大
気・都市気候・水・土壌にわたる様々な実験事例・研究蓄

概要： データの整理から分散分析、相関・回帰分析まで幅広

積などの具体的数値がコンパクトに紹介されている。

く紹介されている。随所に例題を用いた解説があり、章ご

おすすめポイント： 近年よく耳にする「グリーンインフラ」、

とに練習問題も用意されていることから、統計学の基本的

そのさきがけ的な取組が紹介されています。都市緑地によ

な考え方や解析手法を実践的に学ぶことができる。

る大気環境改善の基本的な仕組みを学ぶことができます。

おすすめポイント： t 検定や分散分析、回帰分析など、生物
影響評価の実験的研究において必須な統計的手法が丁寧に

『木本植物の生理生態』小池孝良、北尾光俊、市栄智明、渡辺

解説されており、生物影響評価研究の理解の一助になるだ

誠編著（2020）共立出版、定価 3,600 円＋税、Web ページ

けでなく、その実践には必携の一冊です。

概要： 従来の植物生理生態学、すなわち光、水、温度、風な
どの物理・化学的環境条件に対する植物の応答のみなら

『バイオ実験イラストレイテッド（全 7 巻）』秀潤社、定価

3,300〜3,500 円＋税、Web ページ

ず、菌類や動物などとの相互作用、生態系の保全・修復そ
して人為起源の大気環境変動への応答といった多様な視点

概要： バイオサイエンス実験のマニュアル本。個別の実験の
全容を容易にイメージし、実験手順の一つ一つを理解し、

から執筆されている。また、それぞれのトピックの中でも
新旧の多様な内容が扱われていることも本書の特色である。

スムーズに実験を進められることを目指した構成になって

おすすめポイント： 樹木自体の理解だけでなく、大気汚染や

いる。分子生物学実験の基礎からある程度の応用までをカ

気候変動との相互作用まで一冊で学ぶことができます。

バーしており、1〜3 巻までは基礎的な内容となっている。
おすすめポイント： 内容はやや古く、近年開発された手法に
は触れられていません。1〜3 巻は初学者用マニュアルと

臭気環境分科会からのおすすめ図書
基礎編

しておすすめです。反応条件等を書き込めるので、自分用

『嗅覚概論 においの評価の基礎』斉藤幸子、井濃内 順、綾部

のマニュアルとしてカスタマイズできる点も良い点です。

早穂編著（2017）におい・かおり環境協会、定価 4,950 円
（税込み）、Web ページ
概要： 臭気問題を科学的に論じる基礎として、におい物質の

応用編
『大気環境と植物』伊豆田

猛編著（2020）朝倉書店、定価

3,300 円＋税、Web ページ
概要： 対流圏オゾンやエアロゾル、酸性降下物、気温上昇、
高濃度 CO2 が植物の成長や生理機能に及ぼす影響に関す

特徴、嗅覚のメカニズム、人間のにおいの感じ方、におい
の一般的計測・評価手法など、においに関する基礎的な情
報をまとめた入門書である。
おすすめポイント： においの化学的側面だけではなく、生理

る最新の知見が整理されている。また、それらの影響評価

学的・心理学的観点も含めてにおいを感じる人の感覚に関

方法の解説もあり、将来の人為起源の環境変化が植物に及

する豊富な情報がデータとともに詰まっており、においに

ぼす影響を考える上で必要な知識がまとめられている。

ついての基礎知識を身につけたい方にお勧めです。

おすすめポイント： 植物分科会をはじめとした大気環境学会
の会員が中心となって執筆されており、近年の研究動向を

『きちんと知りたい においと臭気対策の基礎知識』光田 恵編
著（2018）日刊工業新聞社、定価 2,300 円＋税、Web ページ

理解するのに最適です。

概要： 基礎的な事項としてにおい物質やヒトがにおいを感じ
『大気環境変化と植物の反応』野内
定価 5,000 円＋税、Web ページ

勇編著（2001）養賢堂、

るメカニズムなどが説明されており、また不快臭の種類と
屋外や室内に対する基準、悪臭防止法におけるにおいの測
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定方法・評価方法や実際の対策事例なども紹介されている。

おすすめポイント： 本手引きには、発生する悪臭物質の測定

おすすめポイント： 工場に適用するような脱臭装置の事例は

値も示され、対策事例も紹介されていることから、現在で

ありませんが、室内の臭気対策事例として、住宅内や高齢

も役立つ情報が多く、特に悪臭対策に携わる若手の方々に

者施設、介護施設などの身近な臭気に対する対策と考え方

お勧めです。

を理解するのに最適です。
『コンポスト化マニュアル』（コンポスト化分科会調査報告書
『食品の匂いと異臭』加藤寛之、渡辺久夫著（2011）幸書房、
定価 2,500 円＋税、Web ページ
概要： 食品中の異臭がどのようなものか嗅ぎ分けるのは難し
いが、著者らは長年食品の異臭に取り組んできた。本書は
「におい」の本質、「匂い」と「異臭」との違いを分かりやす
く解説した入門書である。

（第一次））及び『コンポスト化施設の環境対策』（コンポス
ト化施設環境対策技術研究専門委員会調査報告書（第一
次））（と も に 2003）日 本 有 機 資 源 協 会、 定 価 そ れ ぞ れ

9,000 円＋税及び 4,500 円＋税、Web ページ
概要： マニュアル編では、コンポストの定義とその原材料の
特徴が解説されており、生産施設の計画と設計が個別の工

おすすめポイント： 食品流通・製造で「におい」に悩む担当

程に沿ってまとめられ、施設の維持管理についても記述さ

者や異臭調査を行う者にとって役立つとともに、異臭の分

れている。最終章にはコンポストの品質管理基準も提示さ

析方法や異臭の事例は、大気環境分析や発生源調査にも役

れている。また環境対策編では、臭気を始め、粉じん、排

立つ情報となっています。

水、振動・騒音、健康安全対策などが記述されている。
おすすめポイント： 最新情報ではありませんが、有機性廃棄

『新・涙なしの統計学』D. ロウントリー著、加納 悟訳（2001）
新世社、定価 1,600 円＋税、Web ページ
概要： 見慣れない記号や難解な数式に泣かされることなく、
文章と図表による解説だけで統計学のエッセンスを身に着

物のコンポスト化分野で活動される方や臭気対策に取り組
まれる方にとって基本的な設計値が示されているので、両
書籍によって発生源対策から具体的な臭気対策まで理解し
やすく、辞典のように使えます。

けることができるユニークな入門書である。
おすすめポイント： 身近な例を取り上げて丁寧に説明を繰り
返すことで読者の理解を促す良書です。臭気環境分野に限

健康影響分科会からのおすすめ図書
専門書・教科書・技術マニュアル

らず、統計学に抵抗感のある学生や初学者、統計的推定・

【毒性学・生物学】

検定の考えをすっきり理解したいという方にお勧めです。

『毒性試験講座 9 吸入毒性』和田

攻他編（1992）知人書館、

定価 7,670 円＋税、Web ページ
応用編

概要： 吸入毒性に関する実用的かつ標準的な実験書。動物の

『嗅覚測定法マニュアル』環境省水・大気環境局大気環境課

みならず人を対象とした実験、疫学研究に関する記載もあ

大気生活環境室監修（2017）におい・かおり環境協会、定

る。また、評価のエンドポイントとして呼吸器影響だけで

価 3,570 円（税込み）、Web ページ

なく、全身への影響についても幅広く記載されている。

概要： 人の嗅覚を用いて臭気を測定する嗅覚測定法につい

おすすめポイント： 典型的な実例や実験法について、留意点

て、特に悪臭防止法の規制基準が設定されている臭気指数

や実験操作上誤りやすい点を具体的に付記しており、実験

の求め方（三点比較式臭袋法、三点比較式フラスコ法）を詳

初心者におすすめです。

細に解説したマニュアルである。三点比較式臭袋法につい
ては精度管理、安全管理の両マニュアルも収録されている。
おすすめポイント： 嗅覚測定を行うための体制の整備から設
備・器材の用意、試料採取、判定試験の実施まで全般にわ

『ト キ シ コ ロ ジ ー（第 3 版）』日 本 毒 性 学 会 教 育 委 員 会 編
（2018）朝倉書店、定価 10,000 円＋税、Web ページ
概要： 毒物と毒性の発現機構を研究する学問「毒性学（トキ

たって詳細な説明があり、臭気指数の測定に携わる実務者

シコロジー）」についての総合的入門書。第 3 版は、毒性学

および規制に関わる行政の方にとって必携の一冊です。

関連領域の進展、社会情勢および規制動向の変化にも対応
した最新版で、ナノマテリアル、光毒性、動物実験代替法

『悪臭防止技術の手引き（シリーズ全 16 編）』環境庁大気保全
局特殊公害課編（1988〜2000）におい・かおり環境協会、
定価各 2,620 円（税込み）、Web ページ
概要： これまで各業種における悪臭対策は、本手引きが重要

等の新しい内容も加えられている。
おすすめポイント： 毒性学の基礎から試験法、リスク評価・
管理まで網羅されており、教科書的に使えるとともに、専
門性の高い内容も掲載されています。

な位置付けとなり実施されてきた。対策技術としては別途
最新の情報を入手していただきたいが、本手引きは基本的

『THE CELL 細胞の分子生物学 第 6 版』中村桂子、松原謙一

な悪臭対策の考え方や生産工程と悪臭発生の関係、業種ご

監訳（2017）ニュートンプレス、定価 22,300 円＋税、Web

とに適用できる脱臭技術の紹介などがされている。

ページ

大気環境学会誌

第 56 巻

概要： 世界 10 か国語以上に翻訳され、世界中で読まれてい
る第一級の細胞生物学・分子生物学のテキスト。細胞に関
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な印象です。図や用語の解説が丁寧で、分かりやすく記さ
れています。

して現在得られている知識が概説されている。
おすすめポイント： 生命科学分野の研究者のバイブル。細胞
生物学・分子生物学の基礎から、iPS 細胞／細胞の可視化
のなどの最新情報まで掲載されており、大気汚染物質の毒
性メカニズムを考える上での参考になります。

『漱石日記』平岡敏夫編（1990）岩波書店、定価 660 円＋税、

Web ページ
概要： 産業革命により燃料が薪から石炭に移行し、大気汚染
がひどくなったロンドンの街の様子を、夏目漱石がイギリ
ス留学中の日記の中に書き残している。

【疫学】

おすすめポイント： 漱石がロンドンの街を散歩し、痰を吐く

『ロスマンの疫学 第 2 版 科学的思考への誘い』ケネス J. ロス

と真っ黒な塊が出ることに驚き、ロンドン市民の健康を心

マン著、矢野栄二訳（2013）篠原出版新、定価 2,500 円＋

配する様子が日記に残されています。漱石の目を通して、

税、Web ページ

1900 年頃のロンドンの大気汚染の健康問題を垣間見るこ

概要： 世界的な教科書の邦訳版。生命や健康にかかわる疫学
の考え方をわかりやすく解説している教科書。
おすすめポイント： 疫学のバイブルとして広く知られていま
す。具体的な例が豊富で分かりやすいです。

とができます。

都市大気エアロゾル分科会からのおすすめ図書
入門編
『エアロゾル用語集』日本エアロゾル学会編（2004）京都大学

『環境疫学入門』山崎

新著（2009）岩波書店、定価 3,200 円

＋税、Web ページ
概要： 大気汚染の健康問題も含め、環境疫学的アプローチを

学術出版会、定価 3,190 円（税込み）、Web ページ
概要： きわめて複雑なエアロゾルの性状を物理化学特性、計
測技術、地域環境・地球環境など多角的に解説した入門

示した入門書。環境疫学の考え方と方法論の概説に加え、

書。エアロゾルの基礎から応用にわたる全領域から重要な

公害問題や地球環境問題などの具体例を取り上げ、初心者

用語 102 語を選び多くの研究者が解説した。

にもわかりやすく記載されている。

おすすめポイント： 最近コロナ渦で聞くようになったエアロ

おすすめポイント： 環境疫学に興味はあるけれども敷居が高

ゾル。エアロゾルの基本に立ち返ると地球環境、医療、産

いと思っている人におすすめです。章末に問題が提示され

業界の広範囲にわたる物質であることを再確認できます。

ており、環境疫学的な思考のトレーニングになります。
『知 っ て お き た い PM2.5 の 基 礎 知 識』編 集 企 画 委 員 会 編 著
一般書（ノンフィクションなど）
『リスクにあなたは騙される』ダンガードナー著、田淵健太
訳（2014）早川書房、定価 1,060 円＋税、Web ページ
概要： 9・11 テロ後、人々が飛行機を過度に恐れたため、自
動車事故による死者が急増した例などを示し、環境汚染や
ネット犯罪などのリスクの捉え方は言葉やイメージにより
揺らぐことを解説している。
おすすめポイント： リスクへの恐怖が人類の生存・繁栄に不

、Web
（2013）日本環境衛生センター、定価 524 円（税込み）
ページ
概要： 我が国の粒子状物質による環境問題の経緯から PM2.5
の組成、発生機構、健康影響、行政の取組さらに今後の課
題についての基礎知識をまとめた冊子である。
おすすめポイント： 盛りだくさんの内容を 90 ページにまと
めた一冊です。特に PM2.5 の発生機構や健康影響をコンパ
クトに解説しています。価格もリーズナブルです。

可欠である一方、「いわれのない恐怖」は誤った判断を招
くと指摘しています。大気汚染の健康問題や COVID-19
など、様々なリスクを考える上で参考になります。

『みんなが知りたい PM2.5 の疑問 25』畠山史郎、三浦和彦編
、Web ページ
著（2014）成山堂書店、定価 1,760 円（税込み）
概要：「PM2.5 とはどんな物質ですか？」等の 25 の素朴な疑

『黄砂その謎を追う』岩坂泰信著（2006）紀伊國屋書店、定価

1,800 円＋税、Web ページ
概要： 遠く中国の奥地から地球を半周する黄砂は、雨粒をつ

問に 18 人の専門家が一般の人にもわかりやすく Q&A 形式
で詳細に解説している。
おすすめポイント： 2013 年の中国の PM2.5 高濃度問題で生ま

くるもとになり、地球温暖化の行方を左右し、また、太平

れた誤解を取り除くための情報提供をしてくれています。

洋に落ちた黄砂はプランクトンの餌になり、魚を集めてい

学生や行政担当者の入門書として最適です。

た。こうした黄砂の謎に、著者含めた科学者たちがいかに
挑んできたかについて解説している。
おすすめポイント： 黄砂研究の源流を知ることができます。
研究者のものの考え方、フィールドワークの実際など、知
的好奇心が満たされるドキュメンタリーを映像でみたよう

基礎編
『実用エアロゾルの計測と評価』本間克典編著（1990）技報堂
出版、定価 6,600 円（税込み）、Web ページ
概要： エアロゾルの調査、研究の実務を行っているとさまざ
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まな問題に直面する。そんな時に適切な解答をしてくれる

概要： エアロゾルの大気環境への影響を定量的に評価すると

ガイドブックである。同じエアロゾルを扱う異業種間にお

いう課題に取り組んだ 5 年間の研究成果を取りまとめた成

ける評価の手法や機器の情報がまとめられている。

書。東アジアにおけるエアロゾル性状の空間分布、計測

おすすめポイント： エアロゾル計測の初期に、様々な問題に

法、地球温暖化や酸性雨に関する著者らの集大成の一冊。

取り組んだ著者らの実務に基づく知見は説得力がありま

おすすめポイント： 航空機観測によりエアロゾルの三次元分

す。現在でもその技術は参考になることばかりです。

布を初めて明らかにしたほか、シミュレーションによるエ
アロゾルの大気環境へのインパクトを評価した知見は現在

『大気化学入門』ダニエル ジェイコブ著、近藤豊訳（2002）
東京大学出版会、定価 3,960 円（税込み）、Web ページ
概要： ハーバード大学の「大気化学入門」という講義と演習
問題をまとめた日本語訳で、大気化学の基礎がわかりやす

の研究の先駆けとも言うべきものです。

環境大気モニタリング分科会からのおすすめ図書
基礎編
『現場で役立つ大気分析の基礎―VOCs, PAHs, アスベスト等

く解説されている。
おすすめポイント： 大学で環境学を専門としていなかった人

のモニタリング手法―』平井昭司監修、日本分析化学会編
（2011）オーム社、定価 2,800 円＋税、Web ページ

が、大気の基礎を学ぶのに最適です。

概要： 揮発性有機化合物やアルデヒド類、多環芳香族炭化水
『エアロゾル学の基礎』日本エアロゾル学会編、高橋幹二著
（2003）森北出版、定価 4,180 円（税込み）、Web ページ
概要： 大気汚染、労働衛生、地球環境問題に密接に関わるエ
アロゾルの「種々の環境における性状や振る舞いを明らか
にし、他の層との相互作用やその働きに着目する」学問を
確立した一冊。
おすすめポイント： エアロゾル学の基礎となる物理学、流体
力学、粒子の物性、現象が数式と図で理論的に説明されて
います。

と分析方法および留意事項を取り上げ、分析現場における
分析技術の知識・技能の向上に必要な事項を解説した書籍
である。
おすすめポイント： 大気微量成分の採取および分析方法に関
して、図や写真を用いて個別に解説されており、また各項
目に関する留意事項を、実際に現場で取り組まれている著
者が解説している。
『分析化学実技シリーズ応用分析編 6 環境分析』日本分析化学

『R によるデータサイエンス（第 2 版）データ解析の基礎から
最新手法まで』金明

素、重金属元素、アスベストなどのサンプリング、前処理

哲著（2017）森北出版、定価 3,960 円

（税込み）
、Web ページ
概要： R の基本操作やデータの入出力についての解説と、古
典的な多変量解析法からデータマイニング法まで、実例を
用いての解説がされている。
おすすめポイント： 一通りの統計学の知識があり、今まで市
販の統計ソフトを使用していた人が、R を初めて使う場合
にとてもわかりやすい内容です。
『黄砂』岩坂泰信、西川雅高、山田

丸、洪

天祥編（2009）

古今書院、定価 10,450 円（税込み）、Web ページ
概要： 黄砂研究・調査にかかわる最新の技術や観測成果につ
いて、韓国、中国、アメリカの研究者も加わった総勢約

80 名の黄砂研究者によりまとめられている。
おすすめポイント： リモートセンシング、化学分析、気球に
よる試料採集、コンピュータシュミレーションなど、黄砂
研究にとどまらず、都市大気エアロゾル研究に有用な情報
がわかりやすくまとめられています。
応用編
『エアロゾルの大気環境影響』笠原三紀夫、東野 達編（2007）
京都大学学術出版会、定価 4,180 円（税込み）、Web ページ

会（編）、角田欣一、上本道久、本多将俊、石井康一郎、
川田邦明、藤本英治、小島

勝、竹中みゆき著（2012）共

立出版、定価 2,900 円＋税、Web ページ
概要： 初学者に環境分析を知ってもらうことを目的に作成さ
れており、浮遊粒子状物質や自動車排気ガスなどの具体的
な分析方法について解りやすく解説されている。
おすすめポイント： 大気微量成分の分析方法を個別に照会す
るだけでなく、公定法や環境基準などの環境分析の特徴に
ついても言及されている。
『環境大気常時監視マニュアル第 6 版』環境省（2010）、無料、

Web ページ
概要： 現在一般局及び自排局において常時監視モニタリング
が実施されているが、これらのモニタリングは公定法に基
づいて行われている。このマニュアルでは公定法による大
気微量成分の分析方法と留意事項が記載されている。
おすすめポイント： 大気環境学において利用されている常時監
視データがどのような測定、分析、データ処理を行って得
られているかを知る上で最も基本となるマニュアルである。
応用編
『対流圏大気の化学と地球環境』秋元 肇、河村公隆、中澤高
清、鷲田伸明編（2002）学会出版センター、定価 2,900 円＋
税、Web ページ
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習したい初学者に対して入門となる書籍である。

などの、大気化学研究に関する解説がされており、大気環
境化学を知るうえでも重要な書籍である。また大気微量成
分の分析法や化学反応過程に関する解説がなされた書籍で

『大気化学入門』ダニエル ジェイコブ著、近藤

豊訳（2002）

東京大学出版会、定価 3,600 円＋税、Web ページ
概要： 著者が大学で行っている講義の内容を基に、大気環境

ある。
おすすめポイント： 大気化学反応過程を知るうえで参考とな

学について解説した書籍（その2）。

る書籍である。大学や研究所などで得られた研究成果を紹

おすすめポイント： 大気化学のみならず、大気循環やモデリ

介している。出版年の都合上やや古いが、今での重要な研

ングなどを広く解説した書籍であり、ある程度大気環境学

究成果が紹介されている。

や大気化学を学んだ方への、次のステップとしてお勧めす
る書籍である。

番外編
現在モニタリングしている物質の大気汚染および環境にお
ける重要性を、基礎的なところから学びたい方には以下の書

『環境汚染化学』水川薫子、高田秀重著（2015）丸善、定価

3,600 円＋税、Web ページ
概要： 著者が大学で行っている講義の内容を基に、大気環境

籍がおすすめです。

学について解説した書籍（その3）。
『はじめての大気環境化学』松本

淳著（2015）コロナ社、定

価 2,900 円＋税、Web ページ
概要： 著者が大学で行っている講義の内容を基に、大気環境
学について平易に解説した書籍（その1）。
おすすめポイント： 大気環境学や大気化学に関する基本を学

おすすめポイント： 大気・水・土壌の汚染全般に対して、個
別の汚染物質の状況を、著者の研究成果を踏まえて解説し
た書籍である。広く環境汚染を知りたい方にお勧めの書籍
である。
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