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―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
神谷　洋一

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
り、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、二酸化硫黄、一酸化炭素
の環境基準達成率がほぼ100%となるなど、全体として大き
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
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
紹介します。
第一に、建築物の解体等に伴う石綿飛散防止対策です。平
成30年8月に環境大臣から中央環境審議会に対し「今後の石
綿飛散防止の在り方」について諮問し、大気・騒音振動部会
に「石綿飛散防止小委員会」が設置されました。同小委員会
では、関係者からのヒアリングを行うほか、答申案について
意見募集（パブリックコメント）を実施し、「今後の石綿飛散
防止の在り方について（答申）」が取りまとめられました。令
和２年１月24日には中央環境審議会会長から環境大臣へ答
申がなされ、建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防
止するため、全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
徹底のための直接罰の創設の検討等、対策を一層強化するこ
ととされました。今後、答申を踏まえ、本通常国会における
大気汚染防止法改正案の提出を含む、石綿飛散防止対策の更
なる強化に係る検討を進めてまいります。
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。国内対策としては、中央環境審議会大気・騒音
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
成27年3月）を踏まえ、モニタリング体制や科学的知見の充
実を図りつつ、総合的な対策を検討・実施しています。ま
た、昨年の同専門委員会では、PM2.5、光化学オキシダント
について、今後の対策に向けた令和2年度までの3年間の検
討・実施スケジュールを整理したところであり、同スケ
ジュールに基づき、知見を集積しつつ、高濃度地域に着目し
たより効果的な排出抑制策の検討を進めてまいります。
また、越境大気汚染の軽減のためには国際的な連携の強化
が重要です。昨年11月に日本の北九州市で開催された日中
韓三カ国環境大臣会合(TEMM21)においては、2020年から

2024年を対象期間とした新しい優先協力分野に大気環境改
善が位置づけられるとともに、三カ国の更なる協力を進める
こととされました。このほかにも、日本と中国の都市間での
連携協力事業や、多国間の枠組みである東アジア酸性雨モニ
タリングネットワーク(EANET)及びアジア太平洋クリー
ン・エア・パートナーシップ(APCAP)の活動を推進してい
ます。また、本年10月には、日本（新潟）でクリーン・エ
ア・ウィークを開催し、EANET政府間会合をはじめとした
大気関連の国際会議等を集中的に行い、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。
第三に、水銀大気排出対策です。水俣条約の的確かつ円滑
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
改正され、平成30年4月1日から施行されています。地方公
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。
第四に、有害大気汚染物質対策です。現在の有害大気汚染
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
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
質」として248物質が、「優先取組物質」として23物質が示
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
討の必要性が指摘されており、前回見直しから概ね10年が
経過すること、PRTR対象物質の見直しが進められているこ
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あ
り方の検討を進めてまいります。
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
んでいく所存です。また、環境省や地方公共団体などにおい
て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

大阪大学大学院工学研究科環境・エネルギー工学専攻
共生環境評価領域（近藤研究室）
●　研究室の概要
本研究室は、大阪大学工学部環境工学科の創設に伴って1969年に環境工学第四講座（空気浄化工学）として発足しました。

その後、大学院重点化改革により1998年に大阪大学大学院工学研究科環境工学専攻の気圏環境工学領域となり、2005年に環
境・エネルギー工学専攻への改組とともに共生環境評価領域へと名を変え、現在に至っています。約50年で研究室から輩出
された300名近くの同窓生は、環境関連分野をはじめとする各界で活躍しています。研究室の体制は、2020年1月現在で、教
員が近藤明教授、嶋寺光准教授、松尾智仁助教の3名、招へい研究員が荒木真氏、浦西克維氏の2名、学生が28名（博士後期
課程4名、博士前期課程16名、学部4年生6名、研究生2名）と大所帯となっています。学生のうち7名が留学生で、出身国は
中国、ベトナム、タイ、パナマ、ウルグアイと国際性にも富んでいます。

●　研究テーマ
本研究室では、発足当初から一貫して、より良い空気・大気環境を創造するための研究を実施してきました。現在は、この
研究を中心に対象を拡張し、地球規模から建築内空間に及ぶ広範なスケールにおいて、空気・水・熱エネルギーの環境循環や
環境媒体内・媒体間における微量化学物質の動態の解析、人間活動が人々の生活環境および自然生態系に及ぼす影響の評価に
関する研究を実施しています。研究手法は、Monitoring・Modeling・Managementの組み合わせを基本とし、特にModeling、
すなわち環境動態を表現するための数理モデルの構築・活用が中心となっています。主な研究テーマは、気象／大気質モデル
を用いた大陸～地域スケールでの気候変動・都市ヒートアイランド影響やオゾン・PM2.5動態の解析、CFDモデルを用いた都
市街区～室内空間スケールでの温熱環境や空気質の解析、水文／水質モデルを用いた流域スケールでの水循環や栄養塩動態の
解析、環境多媒体モデルを用いた流域スケールでの残留性化学物質の動態解析などです。

●　研究室の1年間
4月には学部4年生と外部進学の大学院生
が加わって新体制となります。新メンバーは
早々に研究テーマを決定し、研究を開始する
ことになります。研究発表の場となるゼミ
は、授業期間中、月曜午後に研究室全体、木
曜午後に研究テーマに沿ったグループ別で実
施しています。学部4年生の多くは8月に大
学院入試を受験するため、それまではゼミで
の発表義務が緩和されています。大学院生の
多くは、主に9月に学会発表を行います。研
究テーマが幅広いため、学生によって参加す
る学会が異なり（大気環境学会、空気調和・
衛生工学会、水文・水資源学会、気象学会な
ど）、会場次第で明暗が分かれている様子で
す。10月には研究がより本格化するはずが、
工学部で開催される研究室対抗のスポーツ大
会によって研究室内外の交流だけが本格化し
ます。本研究室はほぼ全種目にエントリーす
ることが伝統になっているようで、試合を優
先してゼミの時間を変更することもしばしば
です。同じくらいの時期に、年に1度の研究
室旅行も実施されます。マイクロバスを借
り、週末に1泊2日の日程で、1日目には酒
蔵に立ち寄り、夜の宴会のお酒を調達するこ
とが恒例で、宴会は夜通しとなることもあり
ます。11月～1月にかけて、学生がようやく
卒論・修論に向けて研究に集中し、2月の発
表会までの間に研究が格段に進捗します。2
月下旬～3月は、卒業旅行や就職活動のため
研究室は閑散とし、その間、教員は新年度に
向けた準備をします。
 （文責：嶋寺）

研究対象

集合写真（2019年10月研究室旅行にて）
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◆◆◆◆◆◆◆大気環境学会ニュース◆◆◆◆◆◆◆

第61回大気環境学会年会のお知らせ（第3報）

第61回大気環境学会年会を下記のとおり開催します。多数の会員のご参加をお待ちしております。
会期： 2020年9月16日（水）～18日（金）
会場：キッセイ文化ホール（長野県松本市水汲69‒2）
 松本市総合体育館（長野県松本市美須々5‒1）
 年会ホームページ： https://sec.tobutoptours.co.jp/2020/61jsae_matsumoto/

【注意点】
・信州 松本は観光地なので宿泊場所につきましては、早めの予約をお勧めいたします。
・例年通り、当日支払いの参加費は高額となりますので、事前払込（期限： 7月31日）をお勧めします（事前払込：正会員・賛
助会員・法人会員B 7,500円、学生会員3,500円、当日支払：正会員・賛助会員・法人会員B 10,000円、学生会員5,000円）。
・事前参加登録者には年会ホームページから講演要旨集のPDFファイルをダウンロードできるようにします。今回の年会では
講演要旨集（冊子体）は配布せず、プログラム集（冊子体）を配布します（事前送付は行いません）。なお、法人会員Bおよび
賛助会員へは、プログラム集に講演要旨集CDを添付して配布します。

・ランチョンセミナーを開催する予定です。
・ポスター発表では希望する学生・若手研究者を対象に、優れた発表を表彰します。
・参加申し込みには会員番号が必要です。会員番号は、会費の請求通知をご覧いただくか、学会本部事務局へメールにてお問
合せいただきますようお願いいたします。学会事務局本部： jsae-post@bunken.co.jp

1.　年会参加および研究発表の流れ

流れ 期限など
1. 年会ホームページから参加登録ページへアクセスし、参加登録する。
2. 発表する場合、年会ホームページ「一般研究発表」のページより指示に

従って申込む。 期限： 5月29日（金）

3. 「一般研究発表」のページより指示に従って講演要旨原稿を提出。 期限： 6月30日（火）

4. 参加費、発表申込み金、懇親会参加費等を払い込む。
事前払込み（割引）期限： 7月31日（金） 
8月1日（土）以降：参加登録および支払いは
当日、現金支払いのみとなります。

5. 当日
 【事前登録者】受付でプログラム集等を受け取る。
 【当日登録者】受付で「当日登録用紙」に記入し、参加費などを支払い、プログラム集等を受け取る。

2.　プログラム（予定）

日程 午前 午後 夕方

9月16日（水） 一般研究発表（口頭）、特別集会 一般研究発表（口頭）、ポスター発表、シンポジウム、
特別集会 分科会

9月17日（木） 一般研究発表（口頭） 、特別集会 総会、受賞記念講演、シンポジウム 懇親会

9月18日（金） 一般研究発表（口頭） 、特別集会 一般研究発表（口頭） 、特別集会

なお、期間中は全日、環境機器展を開催します。様々な最新機器が展示されますので情報収集などの機会としてご参加下さい。
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3.　年会参加登録
3. 1　年会参加登録方法
年会ホームページからの参加登録とします。登録後に確認
のメールが自動送信されますので内容をご確認下さい。

3. 2　年会参加費並びに懇親会費および事前払込割引（期限
7月31日（金））

当日支払いの参加費は高額となりますので、できるだけ事
前払込（期限： 7月31日）をお願いします。また、参加費に
はプログラム集および講演要旨集代が含まれています。年会
ホームページの案内に従って、クレジットカード、または銀
行振込みでお支払い下さい。
懇親会会場は次報および年会ホームページ上でお知らせし
ます。

参加費 懇親会費
事前払込 当日 事前払込 当日

正会員 ¥7,500 ¥10,000 ¥10,000 ¥12,000
法人会員A ¥10,000 ¥12,000 ¥10,000 ¥12,000
法人会員B ¥7,500／人 ¥10,000／人 ¥10,000 ¥12,000
学生会員 ¥3,500 ¥5,000 ¥5,000 ¥6,000
賛助会員 ¥7,500／人 ¥10,000／人 ¥10,000 ¥12,000
名誉会員 招待 ¥10,000 ¥12,000
非会員 ¥10,000 ¥12,000 ¥10,000 ¥12,000

3. 3　参加費払込み後の取り消し
参加費、懇親会費を払込み後の取り消しは、受け付けでき
ませんので、ご了承下さい。

3. 4　講演要旨集（PDFファイル）について
参加登録者は、年会ホームページで講演要旨集のPDF
ファイルを閲覧、ダウンロードできるようにします。

3. 5　プログラム集の送付について
プログラム集（冊子体）は当日配布とし、事前送付はいた
しません。なお、今回の年会では講演要旨集（冊子体）は配
付いたしません。年会に参加せず、プログラム集および講演
要旨集のみの購入をご希望の場合は、3. 6をご参照下さい。

3. 6　プログラム集および講演要旨集のみの販売
年会に参加せず、プログラム集（冊子体）および講演要旨
集（PDFファイル）の購入のみ希望の方は、年会ホームペー
ジの案内に従って申込み、代金を払い込んで下さい（1式
5,000円・送料込み）。発送は9月上旬頃の予定です。

3. 7　個人情報の取り扱いについて
参加登録者から取得した個人情報は、年会の運営に係わる
適正な利用範囲（事務局からの問い合わせ、補助金申請のた
めの名簿作成等）に限り使用し、他にご本人の同意なく第三
者に提供することはありません。

4.　一般研究発表の申込み
4. 1　発表の種類
発表形式は口頭発表とポスター発表の2種類があります。
ポスター発表について学生・若手研究者の希望者を対象に優
れた発表を表彰する予定です。ポスター発表ではコアタイム
を設ける予定です。

4. 2　申込み方法
年会ホームページからの申込みとします。まず、3.1に

従って参加登録を行ってから、一般研究発表の申込みを行っ
て下さい。発表申込み金（演題1題につき2,000円）は年会参
加費とともに払い込んで下さい。なお、特別集会および分科
会の発表申込み金は不要です。
申込みの際に入力していただく項目および発表部門は、

「6. 研究発表の申込み時の入力項目および発表部門」を参照
して下さい。

4. 3　申込み時の注意事項
a. 筆頭発表者および演者は会員に限ります（共同発表者
は非会員でも構いません）。未入会の方は、大気環境
学会ホームページ（http://www.jsae-net.org）で入会手
続きを行ってから、申込みをして下さい。

b. 同一演者による一般研究発表は、3題以下とします。
複数の発表がある場合には、希望する発表順序を必ず
入力して下さい。なお、特別集会、分科会などはこの
数に含みません。

c. プログラム編成の都合により、発表部門・発表方法を
変更させていただくことがあります。

d. 英文題名は修正・訂正していただくことがあります。
e. 発表申込みは、必ず共同発表者全員の了承を得てから
行って下さい。なお、発表内容に問題があると判断さ
れた場合には申込みを受理しません。

4. 4　発表申込み期限および発表申込み金
a. 発表申込み期限： 2020年5月29日（金）
b. 発表申込み金：演題1題につき2,000円を、参加登録
後に発表申込みを行ってから、年会参加費とともに払
い込んで下さい。払込み後の返金はできませんので、
ご了承下さい。

4. 5　講演要旨原稿の提出
提出期限： 2020年6月30日（火）
提出方法：年会ホームページ「一般研究発表」のページよ
り指示に従ってご提出下さい。

a. 年会ホームページでのみ原稿を受付けます。
b. 期限を過ぎて提出された原稿は受け付けません。
c. 原稿作成の詳細については後述の「講演要旨原稿作
成・提出の手引き」をご覧下さい。
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4. 6　発表に関する注意事項
a. 口頭発表では、Windowsでのパワーポイントによる
プレゼンテーションを予定しています。詳細は、年会
ホームページ上で後日ご案内します。

b. ポスターサイズなど発表方法の詳細は、年会ホーム
ページ上および続報でお知らせします。

c. 会場での発表資料等の配付は、各人の責任で行って下
さい。

5.　特別集会・分科会企画の公募
特別集会と分科会は一つのカテゴリーとして、企画を公募
します。開催を希望される場合は、下記の「5. 1.　特別集
会・分科会概要」に示す内容を、メールで以下のアドレスま
でお送り下さい。
申込み期限： 2020年5月8日（金）
申込み先：第61回大気環境学会年会事務局
Email: jsae61@shinshu-u.ac.jp

5. 1　特別集会・分科会概要
a. タイトル（特別集会、分科会の別を入力のこと）
 分科会のテーマに関係が深い内容は、特別集会ではな

く分科会での申請をお願いいたします。
b. 趣旨・内容（200字程度）
c. 発表者の氏名・所属と希望時間
d. 企画責任者の氏名・連絡先（所属機関・部署名、住

所、電話およびFAX番号、メールアドレス）

5. 2　企画の採否と内容の決定、演題・要旨の提出
年会実行委員会で日程・プログラム編成上の都合を勘案し
て企画の採否を決定し、企画責任者へ通知します。演題と講
演要旨原稿は、一般研究発表と同様に年会ホームページを通
して提出していただきます。なお、特別集会、分科会の演題
については発表申込み金は不要です。

6.　研究発表の申込み時の入力項目および発表部門
6. 1.　入力事項
一般研究発表を申込む際に入力いただく項目は以下のとお
りです。
（特別集会、分科会については企画責任者が全演題をとりま
とめ、後日お送りする指定の様式で事務局にお送り下さい。）
【筆頭発表者情報】

a. 氏名（漢字、ローマ字）
b. 会員番号
c. 会員種別：正会員、学生会員、法人会員A、法人会員

B、賛助会員、名誉会員
d. 所属機関名（和文・英文）
e. 年会参加登録番号
f. 電子メールアドレス
g. 電話番号

h. 申し込みサイトのパスワード
【発表者情報】

a. 所属機関名（和文・英文）
b. 共同発表者の氏名（漢字、ローマ字）
c. 講演要旨掲載順

【発表形式・部門】
a. 希望発表形式：口頭発表またはポスター発表を選択
b. 審査希望の有無：ポスター（学生・若手研究者）での
審査希望の有無を入力して下さい。

c. 希望発表分類：発表部門・分類一覧の中から、発表を
希望する部門・分類を第1希望は必ず、必要に応じて
第3希望まで選択して下さい。

d. 関連発表順序：複数の関連した内容の発表を続けて行
いたい場合は、備考欄に、関連発表の発表者氏名（ま
たはID）と演題名を入力し、ご自分の発表との順序を
入力して下さい。

【演題名と講演要旨】
a. 演題名（和文）
b. 演題名（英文）
c. 発表分類のための要旨： 研究目的、方法、結果等を

200字以内で記入
d. 発表分類のためのキーワード（3～4個）
e. 講演要旨（研究発表の申込み時は不要ですが、6月30
日（火）までに提出して下さい。）

発表部門・分類一覧（予定）
1　大気汚染物質
　
　
　
　
　
　

1-1 光化学オキシダント
1-2 VOC
1-3 粒子状物質1（分析・測定手法）
1-4 粒子状物質2（現象解明・事例解析）
1-5 酸性雨
1-6 放射性物質
1-7 有害化学物質
1-8 その他

2　環境動態
　
　
　
　

2-1 室内環境
2-2 沿道環境
2-3 都市・地域汚染
2-4 東アジア
2-5 地球環境

3　影響
　
　
　
　

3-1 植物影響
3-2 材料・文化財影響
3-3 臭気
3-4 動物影響・毒性評価
3-5 疫学・リスク評価

4　発生源
　
　
　

4-1 移動発生源
4-2 固定発生源
4-3 排出インベントリ
4-4  排出規制・抑制技術・コベネフィット

5　 輸送・反応・沈着
　　
　

5-1 輸送・拡散
5-2 反応
5-3 沈着

6　手法開発 6-1 測定技術（一般）
6-2 数値解析・モデリング

7　その他
　

7-1 環境社会科学・環境学習
7-2 その他
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6. 2　著作権について
大気環境学会年会講演要旨集に掲載された講演要旨の著作
権は、（公社）大気環境学会著作権ポリシーに基づき、公益社
団法人大気環境学会に属します。

7.　問い合わせ先など
年会に関する情報は、逐次「大気環境学会誌」の大気環境
学会ニュース欄でお知らせするとともに、最新情報は随時年
会ホームページに掲載します。不明な点については下記まで
お問い合わせ下さい。
【年会ホームページアドレス】
https://sec.tobutoptours.co.jp/2020/61jsae_matsumoto/

【第61回大気環境学会年会に関するお問い合わせ先】
　信州大学 医学部 衛生学公衆衛生学教室
　　第61回大気環境学会年会事務局
　　〒390‒8621 長野県松本市旭3‒1‒1
　　TEL: 0263‒37‒2622
　　FAX: 0263‒37‒3499
　　Email: jsae61@shinshu-u.ac.jp

【参加登録に関するお問い合わせ先】
　東武トップツアーズ（株）事業開発推進部
　〒160‒0023  東京都新宿区西新宿7‒5‒25　 

西新宿プライムスクエア16階
　TEL: 03‒5348‒2703
　FAX: 03‒5348‒2704
　Email: 61jsae_matsumoto@tobutoptours.co.jp
　受付時間：平日9 : 30～17 : 30　土日・祝日休業
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要旨原稿作成・提出の手引き

1.　はじめに
講演要旨原稿の提出は、年会ホームページでのみ受け付け
ます。年会ホームページ内の『発表申込み・講演要旨提出』
にある原稿作成用テンプレート（Word形式）をダウンロー
ドしてPDFファイルを作成し、同じくホームページから
PDFファイルをアップロードして下さい。原稿がアップ
ロードできない等の不都合がある場合は、年会ホームページ
の「参加登録に関するお問い合わせ先」までご連絡下さい。

2.　本文作成および原稿アップロード方法
2. 1　本文作成
① 年会ホームページより『発表申込み・講演要旨提出』へ
アクセスして下さい。
② 「原稿作成用テンプレート」をクリックすると、ダウン
ロードできます。
③ テンプレートをダウンロードできない場合は、下記を参
考に作成して下さい。
・上に25 mm、下に20 mm、左右に20 mmずつ余白を
とり、この範囲内に原稿を横書きで書いて下さい。
・所定の位置に講演題目、名前、所属を記入して下さ
い。発表者の所属が異なる場合には、名前と所属の右
肩に上付きで1）や2）の印をつけて、対応がわかるよ
うにして下さい。
・演者には名前の前に〇印をつけて下さい。
・フォントは講演題目はゴシック12ポイント、講演題
目以外は明朝10ポイントにして下さい。

④ ページの上限は、一般研究発表1ページ、特別集会4
ページ、分科会2ページとします。特別集会、分科会の
詳細については各企画責任者に問い合わせて下さい。
⑤原稿をPDFファイルに変換して下さい。
・Adobe Acrobat等でPDFファイルに変換して下さい。

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

2. 2　原稿提出・修正
①年会ホームページにてPDFファイルの提出
・年会ホームページより、『学会申込みサイト』にアク
セスし、申込み時に発行されたID、パスワードを入
力後、案内に従って『発表申込み・講演要旨提出』よ
りアップロードして下さい。

②提出原稿の修正
・いったん提出した原稿をオンラインで修正することは
できません。ただし提出期限内であれば、原稿全体を
入れ替えることは可能です。①と同様に、『発表申込
み・講演要旨提出』より修正したPDFファイルをアッ
プロードして下さい。
・原稿を入れ替える際に演題名や発表者名等を変更した
場合は、『学会申込みサイト』上で登録した演題名等
もそれに合わせて修正して下さい。なお、発表申込み
期限である5月29日以降は、プログラム編成上、要旨
原稿の入れ替え以外の演題名や発表者名等の変更は原
則として受け付けませんのでご注意下さい。

以上、詳しくはホームページに記載されている事項をよく
お読みの上、お手続き下さい。

3.　講演要旨原稿提出期限： 2020年6月30日（火）
期限までに提出されなかった場合は、講演要旨集に掲載で
きませんのでご了承下さい。
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◆◆◆◆◆◆◆大気環境学会ニュース◆◆◆◆◆◆◆

第61回大気環境学会年会「環境機器展」のご案内

公益社団法人大気環境学会では、9月16日（水）～18日（金）に長野県松本市にあるキッセイ文化ホールと松本市総合体育館
を会場に第61回大気環境学会年会を開催いたしますが、例年通り年会に併設して『環境機器展』を開催します。
例年500人を超える大気環境分野の研究者が集う本年会は、貴重な情報交換の場ともなっております。また昼休み中のラン

チョンセミナーの開催、プログラム集に関係各位の広告を掲載するページも準備しております。
『環境機器展』の出展のお申し込みは5月31日（日）までを予定しております。詳細は年会ホームページ(https://sec.

tobutoptours.co.jp/2020/61jsae_matsumoto/)をご確認下さい。
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◆◆◆◆◆◆◆大気環境学会ニュース◆◆◆◆◆◆◆

大気環境学会賞受賞候補者の公募について

来る2020年9月に「第61回大気環境学会年会」で開催される「令和2年度大気環境学会総会」において、大気環境学会賞の表
彰を行いますので、「大気環境学会の表彰に関する規定」（平成27年3月20日改定：学会ホームページに掲載）をご参照のうえ、
受賞候補者の推薦を下記要領でお願いいたします。

記

 1. 表彰の対象となる業績
・学術賞（斎藤潔賞）：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
・功労賞（鈴木武夫賞）：本学会または地域・社会に対して多大な業績をあげた人（年齢55歳以上）
・進歩賞：学術上優れた業績をあげた若手研究者（申請年の4月1日現在で年齢40歳以下）
・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. 推薦に必要な書類等
①推薦書（推薦者の所属、氏名、生年月日の記載ならびに捺印のあるもの）
②被推薦者の氏名、生年月日、所属、略歴
③推薦理由書（2,000字程度）ならびにその概要（200字程度）
④ 業績資料　学術賞及び進歩賞については、主たる推薦理由に相当する論文の目録（大気環境学会誌並びにAsian Journal 

for Atmospheric Environment (AJAE)の原著または総説を含む）、および主要論文の別刷（主要論文を3編）。技術賞に
関しては、業績を証明するための資料、書類等、例えば「行政報告書」、「技術報告書」、「特許」、「製品検査報告書」、「著
書」等。また、功労賞に関しては、業績についての具体的な事実と成果の説明。
⑤推薦者は2名以上を必要とする
⑥ ②、③、④の業績目録については電子データも別途に提出を必要とする。

 3. 送付先および期限
送付先：〒162‒0801　東京都新宿区山吹町358‒5
　（公社）大気環境学会事務局　大気環境学会賞選考委員会
　　　　TEL　03‒6824‒9392　　FAX　03‒5227‒8631
　　　　E-mail jsae-post@bunken.co.jp
締　切： 2020年5月31日（日）　必着

 4. 同一名義人による推薦は、表彰の対象となる種類毎に、原則として毎年1件とする。

備考　これまでの学会賞の受賞者の記録は、学会ホームページに掲載されています。
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◆◆◆◆◆◆◆大気環境学会ニュース◆◆◆◆◆◆◆

Asian Journal of Atmospheric Environment 
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CONTENTS & ABSTRACT

Chemical Composition and Size Distribution of Aerosol Particle in High Polluted Periods
Sun-Ju Byun, Kum-Chan Choi*  233

ABSTRACT
In this study, PM10 and PM2.5 mass concentrations were 
investigated in Busan Metropolitan City on high pollution 
episode periods. PM10 and PM2.5 were collected from 
December 2013 to January 2015. The aerosol samples were 
collected during Asian dust season and high polluted periods 
in winter respectively. The collected samples were analyzed 
by some techniques such as comparison of mass 
concentration, correlation analysis, chemical composition 
and particle size distribution. Mass concentration of PM10 in 
spring season ranged from 62.6 μg/m3 to 131.5 μg/m3. High 
PM10 and PM2.5 concentration on spring were contributed 
mainly by Asian-Dust. In wintertime, PM10 and PM2.5 high 
concentrations were almost contributed by anthropogenic 
source such as house heating and stagnant meteorological 

conditions. But, PM2.5 mass concentration did not show any 
difference according to sampling sites. SEM-EDS results 
showed that high polluted periods have different chemical 
composition elements such as Al, Ca, Mo, Zn in spring and 
Cu, Cr, Mn, Ti, Zr in winter. Particle number distribution on 
Asian dust season showed that particle counts were increased 
to the factor of 2 in the size of 5 μm, the size of 3 μm was 
increased to the factor of 2, the size of 1 μm was increased 
the factor of 1.6 respectively. On the other hands, particle 
counts in the size of 1 μm and 0.5 μm were decreased to the 
factor of 1.6 and 0.3 μm was considerably decreased to the 
factor of 3.5. Finally, it is possible to establish the proper PM 
pollution control strategy to evaluate levels of high PM10 and 
PM2.5 pollution periods, chemical composition and size 
distribution by detail analysis.

Behavior and Exposure of Chalk Dust during Classroom Teaching
Chang-Jin Ma, Gong-Unn Kang*, Mei Hamada   240

ABSTRACT
It is meaningful to estimate the chalk dust behavior and its 
exposure for school-aged children and teachers who spend a 
lot of time in the classroom. In the present study, model 
classes were designed to characterize temporal and spatial 
variations of chalk dust in a classroom and indoor exposure 
dose to children and teachers. For about 20％ of the entire 
class time, the PM2.5 level greatly exceeded that of ambient 
PM2.5 daily standard (35 μg m－3). Meanwhile, there was no 
apparent elevation of PM2.5 during the control experiment 
carried out using a whiteboard and a dry erase marker with 
the same teaching behavior. The largest quantity of chalk 

dust was deposited in the front of the classroom when a 
cleaner of the blackboard eraser was operated. A SEM image 
revealed that chalk particles have random shape in a broad 
range (mainly in the diameter range of 2.0 to 5.0 μm) of their 
size. The calculated chalk PM2.5 deposition dose, DosePM2.5 

(μg), in the alveolar interstitial region revealed the highest 
level during the period from operating a cleaner of the 
chalkboard eraser to the end of the class. The DosePM2.5 (μg) 
in that period was 3.86, 18.95, and 15.79 μg for 10 y male/
female students, male teacher, and female teacher, 
respectively.

【和訳情報】

授業中の教室内におけるチョーク粒子の挙動と曝露
馬　昌珍 1，ガンゴンオン 2，浜田萌衣 1（1福岡女子大学環境科学科，2圓光保健大学医務行政学科）

授業中の教室内におけるチョーク粒子の挙動と曝露の評価
は、多くの時間を教室内で費やす教員や生徒たちにとって大
変重要である。そこで本研究では、粒径別粒子状物質を対象
とし、授業中の教室内におけるその時間的・空間的挙動と曝
露量を評価することを目的とし、授業中の教室の前方側と後
方側における粒子の数濃度及び質量濃度を測定した。授業時
間の2割に相当する時間において、PM2.5は一般大気環境基
準を超える結果となった。一方、ホワイトボードとマーカー
を使用した授業においては、授業中のPM2.5の時間変動は見

られなかった。PM2.5は、板書及び黒板消し等の授業中にお
ける行動により大きく変動することが確認できた。SEM観
察によるチョーク粒子径は、2.0～5.0 μmが主であった。授
業時間中において、理論的に求められた肺胞間質領域におけ
るPM2.5曝露量(μg)は、黒板消しクリーナーを稼働した時か
ら授業終了時間の間に、最も高い結果となった。この時間帯
におけるPM2.5曝露量(μg)は、男女生徒(10 year)、男性教
員、女性教員に対して、それぞれ3.86, 18.95, and 15.79 μg
となった。
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Effect of Conventional Water Pretreatment Devices on Polar Compound Analysis
Joo-Yeon Lee, Trieu-Vuong Dinh, Dong-June Kim, In-Young Choi, Ji-Won Ahn, Shin-Young Park, Yoo-Jin Jung, Jo-Chun Kim*   249

ABSTRACT
In general, water vapor in the sample gas can cause adverse 
effect on analytical instruments. Therefore, the removal of 
water vapor from the sample gas is a pivotal issue when 
analyzing polar compounds. The effects of water 
pretreatment devices on polar compound analysis were 
investigated in this study. Nafion dryer and Cooler, which are 
the most widely used water pretreatment device in the world, 
were compared. Three types of Nafion dryers and two types 
of Coolers were used. The main target polar compounds 
were methyl ethyl ketone (MEK), methyl isobutyl ketone 
(MIBK), isobutyl alcohol (i-BuAl) and butyl acetate (BuAc) 
which are designated as odorous compounds in Korea. In 
order to investigate the effect of the water pretreatment 

device on target compounds, the water vapor removal test 
and the recovery test were conducted. When the water vapor 
removal test was performed with 50％ and 90％ of RH, 
Nafion dryers (65.4‒96.6％) showed higher water removal 
efficiencies than those of Coolers (34.2‒67.2％). During a 
recovery test, Nafion dryers revealed lower recovery rate and 
lower reproducibility than Coolers. In particular, Nafion 
dryers showed very low recovery rate and low 
reproducibility with respect to MEK and i-BuAl which had 
high water solubility. It was found that Nafion dryers were 
not suitable for polar compounds of concern. In addition, 
Coolers had limitation in water vapor removal as well. 
Therefore, further research on water pretreatment devices 
that can overcome the problems is necessary.

Quantification of Imidazole Compounds in Ambient Aerosols at Suburban and Forest Sites in Western 
Japan
Yuji Takao*, Takumi Atarashi, Takashi Kubo, Masaki Nagae, Tomoki Nakayama   259

ABSTRACT
Ambient aerosol particles at forest and suburban sites in 
western Japan were analyzed for imidazole compounds, such 
as 4 (5)-Methylimidazole (4-MI), 1-ethylimidazole (1-EI), 
2-ethylimidazole (2-EI), and imidazole-2-carboxaldehyde 
(IC). The aerosols were collected on quartz fiber filters and 
extracted by the solid phase extraction method. The extract 
was analyzed by HPLC/Q-TOF-MS using an ion-pairing 

agent. The concentration of 4-MI in winter was higher than 
those in summer at the forest site; its concentration was 
highest among the analyzed imidazoles. The concentration of 
4-MI in the suburban site was several times higher than the 
forest site. Anthropogenic activities, such as vehicle 
emissions, are considered to be the major source of 4-MI in 
this region.

【和訳情報】

大気中イミダゾール化合物濃度の日本西部の郊外サイトと森林サイトにおける定量分析
高尾雄二，新　拓実，久保　隆，長江真樹，中山智喜（長崎大学環境科学部）

日本西部の郊外と森林サイトにおいて大気粒子中のイミダ
ゾール化合物、すなわち4(5)-Methylimidazole (4-MI), 
1-ethylimidazole (1-EI), 2-ethylimidazole (2-EI), imidazole-
2-carboxaldehyde (IC) が分析された。これらは石英繊維濾
紙で捕集され、固相抽出法で抽出された後、イオンペア試薬
を用いたHPLC/Q-TOF-MSにより分析された。イミダゾー

ル化合物中で最も濃度が高かった4-MIに着目すると、森林
地域における冬季の濃度は夏季よりも高かった。また、郊外
地域の大気中4-MI濃度は森林地域よりも数倍高い値を示し
た。この地域における4-MIの主要発生源は自動車排ガスな
どの人為起源が考えられた。

Characteristics and Health Risks of Particulate Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Nitro-polycyclic 
Aromatic Hydrocarbons at Urban and Suburban Elementary Schools in Shanghai, China
Lulu Zhang, Takahiro Tokuda, Lu Yang, Quanyu Zhou, Xuan Zhang, Wanli Xing, Qing Wu, Zhijun Zhou, Renjie Chen, Takayuki Kameda, 

Akira Toriba, Kazuichi Hayakawa, Ning Tang*   266

ABSTRACT
PM2.1 was collected at urban and suburban elementary 
schools in Shanghai during two sampling periods in cold and 
warm seasons in 2007. Nine polycyclic aromatic 
hydrocarbons (PAHs) and ten nitro-polycyclic aromatic 
hydrocarbons (NPAHs) in PM2.1 were determined. During 
both seasons, the concentrations of PAHs and NPAHs at 
urban and suburban schools were not significantly different 

（p＞0.05） and were higher in the cold period than in the 
warm period. According to the diagnostic ratios, PAHs and 
NPAHs at both schools were subject to the mixed effects of 
vehicle emission and coal combustion during both periods. 
Moreover, the results of the backward trajectory showed that 
PAHs and NPAHs were more susceptible to external polluted 
air masses in the cold period. At both urban and suburban 
schools, the inhalation cancer risk of PAHs and NPAHs in 
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PM2.1 for children during elementary period was dozens of 
times of the acceptable risk level regulated by the U.S.EPA, 

highlighting the adverse impact of exposure to PAHs and 
NPAHs on the healthy development of children.

Bioremediation of Binary System of Reactive Red 120 Dye and Cr(III) Using Aspergillus tamari and 
Statistical Validation of Response
Arpita Ghosh*, Manisha Ghosh Dastidar, T. R. Sreekrishnan, Pradipta Patra   276

ABSTRACT
The efficiency of Aspergillus tamarii (isolated from sludge 
of a textile industry) was investigated to remediate the 
synthetic solutions of reactive red 120 (RR120) dye and 
chromium(III) separately. Also, parallel studies were 
conducted on the bioremediation of binary system of 
chromium(III) and RR120 dye in different ratios. The study 
was conducted to find the potential of the A. tamarii for 
removing chromium(III) and color from solutions containing 
only chromium or only RR120 dye or both and the effect of 
RR120 and chromium on the growth of the strain were 

observed. Maximum dye removal 81 mg/L was observed 
from 100 mg/L RR120 dye solution at pH 5 up to 50 hours. 
Maximum chromium removal 88.3 mg/L was observed from 
100 mg/L chromium(III) solution at pH 5 up to 50 hours. In 
previous studies, A. tamarii was used as a bioremediator for 
removing different chromium complex dyes. The removal of 
chromium(III) and color were compared from solutions of 
synthetic mixtures and chromium complex dyes. The 
response of bioremediation study was validated using 
multiple regression analysis.
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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。

令和元年度関東支部総会・講演会のお知らせ 
（第一報）

日　時：令和2年6月12日（金）12 : 30～16 : 30
 （総会： 12 : 30～13 : 00、講演会： 13 : 00～16 : 30）
場　所：ムーブ町屋 ムーブホール
 （東京都荒川区荒川7‒50‒9　センターまちや3階）
 http://www.sunny-move.com/move/
講演会テーマ：最近の気になる大気環境問題（仮題）
演題（予定）：
 1.　マイクロプラスチックの現状
 2.　アスベストに関する現場での実態と課題
 3.　災害による大気環境への影響
 4.　猛暑による大気環境への影響
※詳細は次号およびホームページでお知らせします。

気象拡散部会講演会のお知らせ

日　時：令和2年4月17日（金）14 : 30～17 : 00
会　場：大阪府立大学I-siteなんば2階C1会議室
 （大阪市浪速区敷津東2丁目1番41号）
プログラム：
 1. 大気放出放射性核種による被ばく線量評価（仮）
 高橋知之　氏（京都大学複合原子力科学研究所）
 2. 福島第一原発事故由来の放射性セシウムの挙動：一次放
出、沈着、再浮遊（仮）

 梶野瑞王　氏（気象研究所）
参加費（資料代）：  500円（学生は無料）。  

終了後、懇親会も開催します（実費）。

参加申込：  お名前、ご所属、一般／学生の別、懇親会への参
加・不参加について、電子メールで下記までお申
し込みください。なお、当日参加も可能ですが、
準備の都合上、懇親会に参加される方は4月13
日（月）までにご連絡いただければ幸いです。

申込・問合せ先：山本浩平（京都大学；気象拡散部会長）
 　　　　E-mail: yamamoto@energy.kyoto-u.ac.jp

反応と測定部会講演会のお知らせ

日　時：令和2年4月27日（月）14 : 30～17 : 00
会　場：大阪府立大学I-siteなんば2階S1会議室
 （大阪市浪速区敷津東2丁目1番41号）
プログラム：
 1.  粒子酸化能と健康ハザードのモデル予測可能性に関する
研究開発

 梶野瑞王　氏（気象研究所）
2.  大気粒子及び燃焼発生源粒子の酸化能に対する多環芳香
族炭化水素キノン類の寄与

 鳥羽　陽　氏（金沢大学医薬保健研究域薬学系）
参加費（資料代）：  500円（学生は無料）。終了後、懇親会も

開催します（実費）。
参加申込：  お名前、ご所属、一般／学生の別、懇親会への参

加・不参加について、電子メールで下記までお申
し込みください。当日会場でのお申し込みも受付
いたします（準備の都合上、懇親会に参加される
方は4月23日（木）までにご連絡ください）。

申込・問合せ先：亀田貴之（京都大学；反応と測定部会長）
 　　　　E-mail: tkameda@energy.kyoto-u.ac.jp

関東

近畿



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


	55-2_N5.pdf
	_Ref441242938
	_Ref441243236
	_Ref442195347
	_Ref441223368
	_GoBack

	55-2_N11.pdf
	_GoBack


