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―あおぞら―

大気環境学会の事務局移転のお知らせ

アジア大気汚染研究センター
大泉　毅

総務担当常任理事を務めております大泉です。大気環境学
会会員の皆様、新年明けましておめでとうございます。本年
もよろしくお願いいたします。

昨年は学会にとりまして大きな変化のあった一年でした。
財政健全化に向けて、学会誌の電子ジャーナル化と共に、長
年にわたり新宿区の公衛ビルで活動を続けていた事務局を
10月末日に閉鎖し、その業務を民間に委託しました。横田
事務局長におかれましては2013年からの長きにわたり事務
局を支えていただき大変ご苦労様でした。
新事務局は株式会社国際文献社（〒162‒0801東京都新宿

区山吹町358番地5アカデミーセンター、jsae-post@bunken.
co.jp）に置かれました。最寄駅は有楽町線江戸川橋駅あるい
は東西線神楽坂駅です。
これまでの事務局業務の多くは国際文献社に引き継がれま
したが、支出削減あるいは業務内容によって、そのうちのい
くつかは総務あるいは財務担当の常任理事を中心に対応する
必要が生じました。
この度、学会誌編集委員会から本稿への執筆をお許しいた
だきましたので、会員の皆様に学会の現況をご理解いただく
良い機会と考え、新体制の現況について、新事務局と常任理
事との役割分担（計画）や皆様へのお願い等と合わせて、簡
単にご紹介させていただくことにいたします。

会員資格に関することについては、
 会員入退会に係る業務全般を新事務局が担当します。
公益法人としての基本的な活動に関しては、

 各種規程の整備、事業計画・報告、予算・決算、文書管
理、後援・協賛、受託契約等には新事務局と総務・財務
担当理事が協力して対応します。

 内閣府への報告、法人登記、国入札資格申請、会計事務
（監査業務を含む）等は新事務局が担当します。

各種会議の開催については、
 理事会、常任理事会の開催事務を総務担当常任理事が主
に担当します。

 年会時以外での学会賞選考、論文賞選考等の委員会は、
新事務局の会議室を使用しての開催を想定しています
（Web会議可能）。資料・議事録の作成は各委員会でお
願いします。

委員会の活動については、
 各委員会で年度末（毎年6月末）に活動報告を取りまと
め、新事務局へ提出をお願いします。総会資料になりま
す。

年会の開催に際しては、
 年会事務局、新事務局及び常任理事等が役割を分担して
対応することになります。

 年会時の委員会開催に係る日程調整、会場準備、資料・
議事録作成等については年会事務局と各委員会が協力し
て実施することになります。

学会誌の編集については、
 編集委員会と新事務局が担当します。学会誌への投稿は
編集事務局(jsae-edit@bunken.co.jp)までお願いします。

役員選挙については、
 選挙担当理事の指示のもと、新事務局でWeb選挙を実
施します。

分科会・研究会等の活動については、
 担当理事が支援します。年度末（毎年6月末）に各会で
活動報告を取りまとめ、新事務局へ提出をお願いしま
す。総会資料になります。

調査研究事業等については、
 新事務局にご相談ください。
支部活動については、

 各支部で事業報告や収支決算等について年度末（毎年6
月末）に取りまとめ、新事務局へ提出をお願いします。
総会資料となります。

HPの管理については、
 新事務局が担当します。掲載を希望される場合は、委員
会・分科会等の開催情報等は各会から、他学会等の開催
案内については一般会員からでも、新事務局へメールで
ご連絡ください(jsae-post@bunken.co.jp)。

常任理事会の総務担当は私と米持理事（埼玉県環境科学国
際センター）、財務担当は中井理事（横浜国立大学）です。ま
た、新事務局は国際文献社の林信宏さんと古川佳奈さんに担
当いただいています。
以上、現況の概略を紹介させていただきました。会員の皆
様方には、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたしま
す。
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研究室紹介

国立環境研究所
大気観測・実験施設（大気モニター棟）
● 施設概要
大気モニター棟（図1）は、全国の大気汚染常時監視測定局のモデル

的施設として精度管理などに貢献することを主目的に、茨城県つくば
市にある国立環境研究所の敷地内に1978年に設置され、2019年には
施設名が「大気観測・実験施設」に変更されました。現在、施設の維
持管理は環境計測研究センター（伏見ら）を中心に、地域環境研究セ
ンター（高見ら）、地球環境研究センター（向井ら）に所属する研究者
と契約職員、メンテナンス業者等によって行われています（図2）。

● 研究・業務紹介
主な業務・研究内容は、(1)大気質と気象の常時監視とデータ公開、

(2)PM2.5計やオゾン計等大気測定機器の比較・性能試験や精度管理
（環境省委託等）、(3)研究目的の大気観測・フィールド実験への協力、
(4)途上国の大気監視業務に関連する技術者やJICA研修、メディア等
への見学対応、そして (5)住民等からの問い合わせ対応です。
このうち(1)に関しては、所内の研究者（橋本俊次）らの協力のもと、
独自にシステムを構築し、研究所ホームページからリアルタイム（1

時間毎）にデータを公開しているほか、依頼に応じて詳細なデータを
提供しています（図3）。

(2)に関して、近年では、環境省の「PM2.5等に関する１時間値測定
精度検討会」等において、市販のPM2.5自動測定機の並行試験を行った
ほか、PM2.5改良自動測定機の開発を行いました（図4）。

(3)に関しては、所内の15名程度の研究者が当施設を利用しており、
例えば次のような研究が行われています。(a)大気中の有機粒子の各種
毒性に対する発生源別寄与の解明（伏見ら）、(b)野焼き実態を解明す
るための大気観測と周辺実地調査（高見ら，国立環境研究所SR-133‒
2018； 日本環境化学会編著「地球をめぐる不都合な物質」講談社ブ
ルーバックス、2019）、(c) ACSA比較検証試験（高見・向井ら）、(d)イ
ンドネシアにおける温室効果ガス・大気汚染物質等の自動測定システ
ムの構築・検証試験（寺尾・西橋ら）、(e) 粒子個数粒径分布と黒色炭
素の連続測定（藤谷ら）、(f) PM2.5小型センサーによる海外でのモニタ
リングと測定精度検証 (Yi, Yagishita, Win-Shwe, Nakajima et al., 

Environ Health Prevent Med, 23: 53, 2018)、(g)化学形態別大気中水
銀の観測（山川ら）、(h)窒素安定同位体比を用いた大気中NOxの起源
推定（渡邊ら）、(i)大気粒子捕集法の比較検討（猪俣ら）。

● おわりに
所外の方にも、共同研究として当施設をご利用頂ける可能性があり
ますので、適宜ご相談下さい。また、2020年「国立環境研究所・夏の
大公開」で、施設を初めて公開してみたいと思っております。施設周
辺は緑が豊かで、所内の保育室に預けられた小さな子供達や所員の癒
しの散歩ルートにもなっています。ぜひ一度お越し下さい。

執筆者と連絡先：
国立環境研究所 環境計測研究センター 反応化学計測研究室
伏見暁洋　fushimi.akihiro@nies.go.jp

図1　施設全景

図2　関係者（機器室にて）

図3　大気観測・実験施設ホームページ 
（リアルタイム測定結果） 

http://www.nies.go.jp/aqrs/realtime.html

図4　PM2.5改良自動測定機
左側2台が開発機、右端は通常仕様

（伏見・田邊・高橋・高見，大気環境学会年会2018，493）
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第61回大気環境学会年会ご案内（第2報）

第61回大気環境学会年会および併設の環境機器展を下記のとおり開催いたします。多数の会員のご参加をお待ちしており
ます。一般研究発表や特別集会の企画申込などにつきましては、次号のニュース欄に掲載する予定ですが、詳細は決まり次第
ホームページにおいても掲載いたします。なお年会のホームページは近日中に立ち上げる予定ですので、立ち上げ次第URL
等を学会ホームページ（http//www.jsae-net.org/）でご案内いたします。

会　　　期：令和2年9月16日（水）～18日（金）
会　　　場：キッセイ文化ホール（〒390‒0311 長野県松本市水汲69‒2）

松本市総合体育館（〒390‒0801 長野県松本市美須々5‒1）
信州大学（〒390‒8621 長野県松本市旭3丁目1‒1）

学　会　長：大原　利眞（国立環境研究所）
年　会　長：野見山　哲生（信州大学）
実行委員長：皆巳　幸也（石川県立大学）
事 務 局 長：塚原　照臣（信州大学）
プログラム委員長：渡辺　幸一（富山県立大学）
式典委員長：大泉　毅（アジア大気汚染研究センター）
奨励賞選考事業委員長：長田　和雄（名古屋大学）
企業展示・セミナー委員長：箕浦　宏明（アジア大気汚染研究センター）

年会事務局：信州大学医学部衛生学公衆衛生学教室
TEL: 0263‒37‒2622（直通）
FAX: 0263‒37‒3499
E-mail: jsae61@shinshu-u.ac.jp



大気汚染学会長を長く務められ、学会の発展

に大きな貢献をされた横山榮二先生が、2019年

（令和元年）10 月 5 日に満 90 歳で逝去されま

した。しばらくして奥様からお知らせを頂き、葬

儀は近親者だけで営まれたことを知りました。

まさに公害と大気汚染研究の一つの時代が終わ

ったような大きな感慨が胸に迫ります。親しく

謦咳に接し、研究や環境行政のご指導を受けた

者を代表し、深く哀悼の意を捧げ、心よりご冥福

をお祈り申し上げます。 
 私が横山先生の知己を得て、国立公衆衛生院

（現保健医療科学院）で研究を始めたのは、1982
年（昭和57年）の事ですが、先生はその頃はす

でに二酸化硫黄、窒素酸化物の健康影響に関し

ては世界的にも高名で、新たに光化学オキシダ

ント（オゾン）の健康影響に取り組んでおられた

時でしたが、その後まもなく、大気汚染研究協会

賞（斎藤潔賞）「二酸化硫黄、二酸化窒素、オゾ

ンなどによる生体影響、とくに肺機能に対する

呼吸生理学的な研究」（1986年度）を受賞されま

した。また、大気汚染学会関東支部長を長く務め

られて、1989 年には、記念すべき第 30 回大気

汚染学会年会を川崎市で開催して年会長を務め

られ、1994 年度から 1999 年度まで、大気汚染

学会長として学会の発展のために全力を尽くさ

れ、2000 年 9 月 27 日に、名誉会員に推戴され

ています。 
学会活動と並んで、先生は、学会の大先輩でも

ある故鈴木武夫先生とともに、大気汚染物質の

環境基準の策定など、わが国の環境行政にも大

きな役割を果たされました。特に光化学オキシ

ダントの環境基準の策定、1978年の二酸化窒素

の環境基準の改定、自動車排出ガス規制に際し

てご苦労されたお話は、よく伺いました。 
光化学オキシダントは、現在も基準達成率が

低く、その評価方法などについて、議論が盛んに

行われていますが、この問題に関してこの 2 月

に、当時の文献などに関して伺ったことがあり

ますが、そのご返事に以下のメールを頂きまし

た（原文のまま）。 
 

 
内山先生：環境基準制定時の知見について御要

求を頂いてから1月以上、資料を探しましたが 
何分にも体力不全にて十分に出来ず申し訳あり

ません。ただ次の事を指摘したいとおもいます。 
 
(1) 当時東京や大阪の大気中Ｏｘ濃度が高く場

所によっては強い呼吸器影響が出現。また眼

の刺激の訴えが出現（当時のアメリカでは眼

の刺激は健康影響ととらえない） 
(2) 所謂赤本を参考（小生が全訳して委員会に提

出） 
(3) 当時我が国に組織的な疫学研究は少なく、ま

た動物実験は小生のみが行っていたこと 
横山栄二 E.Yokoyama 

 
80 歳を超えられてから白内障の手術をされ、

亡くなられる直前まで書物を読まれていたと奥

様から伺いました。お写真は、つい最近のご自宅

での先生の御姿です。まさに生涯現役で、わが国

の大気環境の改善に尽くされた先生のご冥福を

改めてお祈りしたいと思います。本当に有難う

ございました。 合掌 
2019年12月 

内山 巌雄 京都大学名誉教授 

追悼 横山 榮二 先生 
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支部だより 各支部のホームページもご覧ください。
学会ホームページ(http://www.jsae-net.org/)にリンクがあります。

第26回支部総会および支部学術集会を開催しました

北海道東北支部では、令和元年11月22日（金）に盛岡市
の岩手県民情報交流センター「アイーナ」で、第26回支部
総会と支部学術総会を開催しました。
およそ30名の参加をいただき、支部総会では、平成30年

度支部活動報告及び決算報告、令和元年度支部活動方針及び
予算案を諮り、承認をいただきました。
支部学術総会では、一般研究11題に加え、岩手大学 石川

奈緒 准教授から「動物用抗菌剤の家畜-土壌-水域環境 移行
評価」、岩手県環境生活部廃棄物特別対策室 八重樫 満 様か
ら「岩手・青森県境産業廃棄物不法投棄問題とは何か？」と
題した特別講演をいただきました。
学術集会の要旨集は支部ホームページで公表予定です。

令和元年度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講演会

主　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

共　催：大気環境学会関東支部粒子状物質部会
後　援：全国環境研協議会
日　時：令和2年3月11日（水）13 : 30～16 : 40
場　所：栃木県庁本庁舎6階 大会議室2
 （宇都宮市塙田1‒1‒20）
 http://www.pref.tochigi.lg.jp/b06/system/gaido/

annai/access.html
プログラム：（演題は仮題）
1. 二次有機エアロゾルと光化学大気汚染との関連について
 佐藤　圭 氏（国立環境研究所地域環境研究センター）
2. 光化学オキシダント等の予測・予報に関連することにつ
いて

 緒方洋一 氏（気象庁予報部予報課大気汚染気象センター）
3. 関東甲信静におけるPM2.5のキャラクタリゼーション 
―関東PM合同調査　平成30年度のまとめ―

 佐藤翔大 氏（栃木県保健環境センター）
費　用：参加費無料
申込先：以下宛に所属、氏名、連絡先を明記の上、電子メー

ルでお申し込みください。
栃木県環境森林部環境保全課　手塚秀夫
E-mail: kankyo@pref.tochigi.lg.jp
埼玉県環境科学国際センター　米持真一
E-mail: yonemochi.shinichi@pref.saitama.lg.jp

2019年度中部支部総会・公開講演会のお知らせ

下記の要領で2019年度　大気環境学会中部支部総会・公
開講演会を開催しますのでご参集ください。
日　時：令和2年3月10日（火）13 : 00～17 : 00
場　所：名古屋大学　環境総合館3階講義室2
 http://www.env.nagoya-u.ac.jp/access/index.html
【中部支部総会】 13 : 00～14 : 00
【公開講演会】 14 : 15～17 : 00
1. 基調講演： PRTRと有害大気汚染物質モニタリングデー
タを用いた地域環境リスクの推定

 星　純也 氏（東京都環境科学研究所）
2. 一般講演： 国設名古屋局におけるPM2.5成分自動測定

データと名古屋大学東山キャンパスにおける観測結果と
の比較

 長田和雄 氏（名古屋大学）
他、数件（予定）
資料代： 500円
◆ 一般講演として、この機会に日頃の研究成果をぜひご発表
ください。一般講演のお申し込みは令和2年1月31日
（金）までに下記連絡先へお願いします。
◆ 公開講演会は非会員でも参加可能です。資料準備の都合が
ありますので、参加お申し込みは、令和2年3月3日（火）
までに下記連絡先へお願いします。
連絡先：名古屋大学大学院環境学研究科　長田和雄
 Tel: 052‒788‒6049　E-mail: kosada@nagoya-u.jp
最新のプログラムは中部支部ホームページ（令和2年2月
頃に更新予定）をご覧ください。

講演会「気候変動及び大気汚染による植物影響」 
のお知らせ

日　時：令和2年3月2日（月） 14 : 00～17 : 00
会　場：大阪府立大学なんばセンター（I-siteなんば）カン

ファレンスルームC1　（大阪市浪速区敷津東2丁目
1番41号）

プログラム：
1. 温暖化が植生の揮発性有機化合物放出に及ぼす影響
 奥村智憲 氏（大阪府立環境農林水産総合研究所）
2. エアロゾルの植物影響 （仮）
 山口真弘 氏（長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科）
3. 大気汚染がアジア水稲生産に及ぼす影響の評価
 増冨祐司 氏（茨城大学農学部地域総合農学科）
参加費： 500円　（資料代、学生無料）

北海道・東北

関東

中部

近畿

http://www.pref.tochigi.lg.jp/b06/system/gaido/annai/access.html
http://www.pref.tochigi.lg.jp/b06/system/gaido/annai/access.html
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定　員： 100名
共　催：大気環境学会近畿支部 植物影響部会・エアロゾル

部会、大気環境学会酸性雨分科会
参加申込：  2月21日（金）までに電子メールでお申込みくだ

さい。
申込・問合先：  中坪良平（兵庫県環境研究センター）  

Tel: 078‒735‒6914  
E-mail: nakatsubo-r@hies-hyogo.jp

支部総会および第20回研究発表会のお知らせ

九州支部では下記の通り総会・特別講演・研究発表会を開
催します。特別講演・研究発表会は非会員の参加も受け付け
ます。多数の皆様にご参加いただきますようにお願いいたし
ます。

日　時：令和2年3月6日（金）
 （総会） 13 : 15～
 （特別講演） 13 : 40～14 : 30
 （研究発表会） 14 : 40～
場　所：天神ビル会議室　9号会議室
 （福岡市中央区天神2丁目12番1号　天神ビル11階）
 http://www.kyumen.co.jp/rental/tenjin.html
特別講演：地球温暖化と将来予測
 　長井秀樹 氏（福岡管区気象台）
研究発表会での講演申し込みは令和2年1月17日までに
メールでご連絡ください（講演要旨の締切は令和2年1月24
日です）。
プログラムは令和2年1月下旬に大気環境学会九州支部HP
上に掲載予定です。
申込・問合せ先：  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  
E-mail: yamamoto@fihes.pref.fukuoka.jp

九州



賛助会員一覧（五十音順）

株式会社秋田県分析化学センター

川崎市環境局環境総合研究所

株式会社環境管理センター

紀本電子工業株式会社

柴田科学株式会社

株式会社数理計画

一般財団法人大気環境総合センター

千葉県環境生活部大気保全課

東亜ディケーケー株式会社

東京ダイレック株式会社

東京都環境局環境改善部

トヨタ自動車株式会社　法規認証部法規渉外室

日本カノマックス株式会社

一般財団法人日本環境衛生センター

東日本高速道路株式会社

富士電機株式会社　産業インフラ事業本部　産業計測機器事業部



「大 気 環 境 学 会 誌」編 集 委 員

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

複 写 さ れ る 方 に
本誌（書）に掲載された著作物を複写したい方は、著作権者から複
写権の委託をうけている次の団体から許諾を受けて下さい。

学術著作権協会
〒107‒0052　東京都港区赤坂9‒6‒41　乃木坂ビル

TEL: 03‒3475‒5618　FAX: 03‒3475‒5619
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