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―あおぞら―
第 63 回大気環境学会年会の開催
第 63 回大気環境学会年会長
大阪公立大学現代システム科学域教授

竹中

規訓

第 63 回大気環境学会年会を 2022 年 9 月 14 日（水）〜16 日（金）の 3 日間、大阪公立大学中百舌鳥キャンパスにお
いて開催させていただくことになりました。新型コロナウイルスの影響で、まだ断言はできませんが、今の状況
が特に悪化しない限り、3 年ぶりの対面での年会開催ができるかと思います。
大阪公立大学は 2022 年 4 月に大阪府立大学と大阪市立大学が統合されてスタートした大学です。1996 年に第

37 回の大気環境学会が、前身の大阪府立大学で開催されて以来 26 年ぶりの堺での開催となります。
近年の大気環境問題として、地球温暖化に関わる温室効果ガスの問題、カーボンゼロ宣言にむけた排ガスの削
減による大気改善や燃料へのアンモニア添加による新たな大気汚染問題の予感、大気マイクロプラスチック問題、
新型コロナの感染に関連した PM2.5 の研究などがあげられます。社会的にも重要な多くの問題が本学会の活動内
容に関わり、ますます本学会の重要度が高まっているように感じております。それに反して学会員の減少傾向は
止まらず、これをくい止め会員増に転じるためにも年会の役割は大きいものだと思っております。本学会をさら
に発展させるためにも、年会を対面で開催し、活発な議論の場になることを願っています。
会場は堺市の比較的住民の多い都市の中にありますが、周りには世界遺産の百舌鳥古墳群があり、日本一大き
な仁徳天皇陵もあれば、会場のすぐ横には日本で 7 番目に大きなニサンザイ古墳もあり、独特の雰囲気が感じら
れるかと思います。また、中世からの自治都市、堺の魅力に触れていただくと共に、少し足を延ばして、大阪の
食も堪能していただければと思います。
多くの皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。
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研究室紹介

富山県環境科学センター（TESC）
大気課
●

エコ・ラボとやまのキャラクター

TESC の紹介

富山県環境科学センター（TESC）は、富山県立の試験研究機関です。昭和
45 年に富山県公害センターとして発足し、平成 6 年に富山県環境科学センター
に改称し、総務課、大気課、水質課、生活環境課の 4 課制となりました。TESC
では、本県の快適で恵み豊かな環境を保全し創造するための監視・調査・研究
を行う中核機関として、監視・指導、環境調査、調査研究、環境学習、国際環
境協力、環境改善の 6 つの主要業務を推進しています。
令和 2 年 4 月には「富山県気候変動適応センター」としての活動を開始する
とともに、同年 10 月には「環境楽習室エコ・ラボとやま」を整備しました。
●

大気課の主な業務

大気課の職員は現在 7 名で、工場・事業場から排出され
るばい煙や揮発性有機化合物（VOC）の測定、解体工事等
の現場周辺におけるアスベスト調査、大気汚染の常時監
視、微小粒子状物質（PM2.5）成分測定、有害大気汚染物質
調査、酸性降下物調査などを行い、環境汚染の未然防止
と県民の安心・安全に努めています。
また、県内の事業者や気象台、試験研究機関等ととも
に本県の温暖化の影響や適応に関する研究を進めるとと
もに、国立環境研究所や全国の地方環境研究所と連携し
て光化学オキシダントや PM2.5 に関する研究などにも取り
組んでおり、現在の課題解決、行政施策への提言、更に、
事業者への技術的助言も行っています。
●

富山県環境科学センター

水銀排出施設での測定

PM2.5 調査

富山県気候変動適応センター

平成 30 年12 月に施行された気候変動適応法に基づき、県内での気候変動
の影響及び適応に関する情報収集、分析、情報提供及び技術的助言を行う拠
点として、当センターは令和2 年 4 月より「富山県気候変動適応センター」と
しての活動もはじめました。
適応センターの主な業務は以下のとおりです。
1 県内の気候変動の影響及び適応に関する情報収集及び他の研究機関等と
の連携
2 地域における気候変動影響及び適応に関する研究
3 県民や事業者等への気候変動影響及び適応に関する情報提供及び相談対応
●

環境楽習室エコ・ラボとやま

大気や水質など身近な環境から温暖化や気
候変動など地球規模のものまで幅広い環境問
題について、展示や実験・体験、映像を通じ
て「見て・ふれて・学ぶ」ことができる環境
教育の拠点として、令和 2 年 10 月に、当セン
ター内に「環境楽習室エコ・ラボとやま」が
オープンしました。デジタル四次元地球儀（ダ
ジック・アース）や実際に調査で使用している
器具、職員が工夫を凝らした手作りの装置な
どを展示し、子どもも大人も環境について楽
しく学べるようになっています。
県民の環境保全への関心と理解が深まるよ
う、環境月間（6 月）に施設の「一般公開」を実
施するほか、
「夏休み子ども科学研究室」の開
催、「とやま環境フェア」への出展、「インター
ンシップ」の受入れ、講師派遣など、幅広い世
代への環境学習を推進しています。
（木戸瑞佳）

適応センターで作成したダジック・アース用
コンテンツ（気温変化の動画）

ダジック・アース

手作りのごみ分別装置

夏休み子ども科学研究室
（ブルーベリーを使って
身近な水を調べよう）
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Changes in Inorganic Chemical Species in Fog Water over Delhi
Rahul Sheoran, Umesh Chandra Dumka*, Hulivahana Nagaraju Sowmya, Deewan Singh Bisht, Atul Kumar Srivastava, Suresh Tiwari*, Shiv
https://doi.org/10.5572/ajae.2021.092

Dev Attri, Philip Karl Hopke

ABSTRACT
Heavy fogs occur during the winter period over the part of
northern India and impact aviation, public transport, the
economy, public life, etc. During winter, fog water (FW) and
non-monsoonal rainwater (NMRW) samples were collected
in Delhi, which is a highly polluted and populated megacity
in northern India. The collected FW and NMRW samples
were analyzed for their inorganic chemical constituents (F−,
Cl−, SO42−, NO−3 , NH4+, Na+, K+, Ca2+, and Mg2+). The
volume-weighted mean (VWM) pH, conductivity, and total
dissolved solids (TDS) of FW were 6.89, 206 μS cm−1, and
107 mg L−1, respectively, indicating the dominance of
alkaline species. The total measured ionic constituents
(TMIC) in FW and NMRW were 5,738 and 814 μeq L−1,
respectively, indicating highly concentrated FW in Delhi.
The TMIC in FW were factors of 16 and 7 times more
concentrated than MRW and NMRW samples, respectively.
The concentrations of inorganic acidic species (SO42− and

NO−3 ) in FW were much higher than in monsoon rainwater
(MRW: 3 and 5 times) and NMRW (8 and 12 times),
respectively. Also, the concentrations of SO42− and NO−3 in
NMRW were approximately double compared to MRW
indicating higher acidic species concentrations during the
winter season over Delhi region. Signiﬁcant decadal growth
in the mean concentrations of ionic species in FW (SO42− ~9 times; NH4+ - double) were observed between 1985 and
2010. However, the nitrate decreased by ~28%. The higher
SO42− is likely from heavy-duty vehicles that burn sulfurcontaining fuel. The anions in FW, MRW, and NMRW
contributed 20, 42, and 43%. However, the cation
contributions were 80, 58, and 57%, respectively. The anion
contributions were lower in FW than MRW and NMRW
indicating the weak formation of acidic species in fog water.
The observed alkalinity suggests that it is unlikely for acid
precipitation to be present in this region.

Modeling of the Calm Situations in the Atmosphere of Almaty
Edige Zakarin, Alexander Baklanov, Larissa Balakay, Tatyana Dedova*, Kairat Bostanbekov

ABSTRACT
This article addresses modeling of the atmospheric boundary
layer of the city of Almaty (Kazakhstan) in stagnant,
environmentally unfavorable conditions using WRF Model.
The city is located on the northern slope of Trans-Ili Alatau,
where the rate of recurrence of calm and low-wind (1‒2 m/
sec) days reaches about 80%. All simulations were made for
a period from 28.11.2016 to 05.12.2016, covering main
synoptic situations of the stagnant atmosphere: the extent of
Asian anticyclone, higher and lower pressure gradient ﬁelds.
The model integrated three nested domains with grid sizes 9,
3 and 1 km, respectively. The initial boundary conditions
were formed based on ERA5-reanalysis. Subject to the WRF
model requirements, the land-use map with a standard USGS
set (24 categories) was developed, to which 3 categories of
the urban areas were added. The most relevant conﬁguration
of parameterization methods was selected: short-wave and
long-wave radiation (Mlawer), surface layer (MoninObukhov similarity theory), urban area (BEP), boundary

https://doi.org/10.5572/ajae.2022.007

layer (Bougeault-Lacarrere), turbulence (Smagorinsky). The
article demonstrates that the WRF model adequately reﬂects
fundamental urban atmosphere patterns in the most
unfavorable anticyclone periods of the autumn-winter
season. It was established that the accuracy of estimates
decreases with the transition to weak cyclonic activity. Based
on the simulation results and remote sensing data, the
territory in question is divided into four climatic zones to
which a comparative method was applied; however for a
detailed correlative analysis a denser network of
meteorological stations is required. Calculations showed that
the wind along the Ili river valley prevails in the northern
part, regularly changing its western direction to eastern. Near
the mountain area mountain-valley wind circulation prevails.
The blocking inversion layer has a strong impact. The urban
heat islands strongly depend on wind conditions. For
example, a nocturnal heat island is cooled by the cold wind
ﬂow from the mountains.
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Simultaneous Sampling of NO, NO2, HONO and HNO3 in the Atmosphere by a Filter-Pack Method
Takumi Oda, Yusuke Fujii, Norimichi Takenaka*

ABSTRACT
A simultaneous sampling method for gaseous nitric oxide
(NO), nitrogen dioxide (NO2), nitrous acid (HONO) and
nitric acid (HNO3) was developed by a ﬁlter-pack sampling
method to measure these concentrations at low cost in areas
where monitoring stations are not available or at multiple
locations. HONO and HNO3 gases were collected with a
conventional ﬁlter-pack method. NO2 was collected with a
guaiacol-impregnated ﬁlter at a ﬂow rate of 0.3 dm3 min−1.
NO was collected using guaiacol by oxidizing it to NO2 with
potassium permanganate at a 0.3 dm3 min−1 ﬂow rate. The

https://doi.org/10.5572/ajae.2022.006

optimum concentration of kMnO4 in the immersion solution
for the impregnated filter was 0.16 mol dm −3 (in
0.51 mol dm−3 H2SO4). The concentrations of NO and NO2
measured by the ﬁlter-pack method were in good agreement
with those measured by the chemiluminescence method. It
was calculated that 60 ppb NO could be oxidized to NO2
with the kMnO4-impregnated ﬁlter for 183 hours at a
0.3 dm3 min−1 ﬂow rate. This is enough time for sampling in
a real environment. This method was applied to measure
NO, NO2, HONO and HNO3 in the atmosphere at three
points around Osaka, Japan.

【和訳情報】

フィルターパック法による大気中の NO、NO2、HONO、HNO3 の同時サンプリング
小田拓未 1、藤井佑介 1、竹中規訓 1（1 大阪府立大学大学院人間社会システム科学研究科）

ガ ス 状 一 酸 化 窒 素（NO）、 二 酸 化 窒 素（NO2）、 亜 硝 酸
（HONO）
、硝酸（HNO3）の濃度を、モニタリングステーショ
ンがない地域や複数個所で低コストで測定するために、フィ
ルターパックサンプリング法によるこれらの同時測定法を開
発した。HONO と HNO3 は通常のフィルターパック方式で
採取した。NO2 はグアイアコール含浸フィルターを用いて
0.3 dm3 min−1 の流速で捕集した。NO は過マンガン酸カリウ
ムで NO2 に酸化させた後、グアイアコール含浸フィルターを
用いて、0.3 dm3 min−1 の流速で捕集した。KMnO4 含浸フィ

ルターに対する浸漬液の最適な KMnO4 濃度は，0.16 mol dm−3
であった（0.51 mol dm−3 H2SO4 中）。フィルターパック法で
測定した NO および NO2 濃度は、化学発光法で測定した濃度
と良い一致を示した。この KMnO4 を含浸させたフィルター
で、0.3 dm3 min−1 の 流 速 で 183 時 間、60 ppb の NO を NO2
に酸化できた。これは、実環境でのサンプリングに十分な時
間である。この方法を用いて、大阪周辺の 3 地点で大気中の
NO、NO2、HONO、HNO3 を測定した。

Characterization of Elemental Composition and Valence State of Cyclone-collected Aerosol Particles Using
EDXRF and XAFS at Three Sites in Japan
Weidong Jing, Katsutomo Saito, Takuma Okamoto, Hibiki Saito, Kazuki Sugimoto, Chiharu Nishita-Hara, Keiichiro Hara, Masahiko Hayashi,
Shuichi Hasegawa, Tomoaki Okuda*

ABSTRACT
The valence state and concentration of metallic pollutants are
important factors contributing to the health eﬀects of
respirable particulate matter (PM); however, they have not
been well studied. In this study, coarse and ﬁne powder
samples of atmospheric PM were collected using a cyclone
system at Kanagawa (KO), Saitama (SA), and Fukuoka (FU)
in Japan in 2017. Energy dispersive X-ray ﬂuorescence
spectroscopy (EDXRF) was used to measure the
concentrations of nine metallic elements (Ti, V, Cr, Mn, Fe,
Ni, Cu, Zn, and Pb), and X-ray absorption ﬁne structure
(XAFS) spectroscopy was used to analyze the valence states
of target elements (Cr, Mn, Fe, Cu, and Zn). The EDXRF
results indicated that the average contents of Fe, Ti, and Zn
were much higher than those of the other six elements in all

https://doi.org/10.5572/ajae.2021.137

samples. The XAFS results showed that the major valence
states of the elements were Cr(III), Mn(II), Fe(III), Cu(II),
and Zn(II). The percentages of Mn(IV), Fe(II), and Cu(0)
were higher in KO and SA samples than in FU samples.
Mn(0) and Zn(0) were detected in some samples only, and
Cu(I) was not detected in any samples. Correlation analysis,
principal component analysis, and cluster analysis were
performed on the EDXRF and XAFS data of the target
elements. The source identiﬁcation results showed that the
sources of metal contaminants in the samples varied
considerably between sampling sites and depended on the
industrial structure and geographical location of the
sampling area. Our ﬁndings on the diﬀerent valence states of
the elements may be important for determining the toxicity
of PM at diﬀerent locations.
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【和訳情報】

EDXRF および XAFS を用いた日本国内 3 地点におけるサイクロン捕集エアロゾル粒子の元素組成および化学状
態解析

景偉東 1、齋藤克知 1、岡本拓真 1、齊藤

響 1、杉本和貴 1、西田千春 2、原圭一郎 2, 3、林

政彦 2, 3、長谷川就一 4、奥田知明 1*（1 慶應義塾大学

理工学部応用化学科、2 福岡から診る大気環境研究所、3 福岡大学理学部、4 埼玉県環境科学国際センター）

エアロゾル粒子中の金属濃度や化学状態は、粒子の健康影響
に寄与する重要な因子であるが、十分な研究がなされていな
い。本研究では、2017 年に日本の神奈川、埼玉、福岡で独
自型サイクロン装置を用いて大気中の粗大粒子および微小粒
子を採取した。エネルギー分散型蛍光 X 線分析 (EDXRF) を
用 い て 9 種 類 の 金 属 元 素（Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Cu、
Zn、Pb）の濃度を測定し、X 線吸収微細構造解析（XAFS）
を用いて対象元素（Cr、Mn、Fe、Cu、Zn）の化学状態（酸
化数）を解析した。EDXRF の結果、すべての試料において、
Fe、Ti、Zn の平均含有量が他の 6 元素の平均含有量よりも

はるかに高いことが示された。XAFS の結果、元素の主要な価
数は Cr(III)、Mn(II)、Fe(III)、Cu(II)、Zn(II) であることが示さ
れた。Mn(IV)、Fe(II)、Cu(0) の割合は、福岡の試料よりも神
奈川と埼玉で高かった。Mn(0) と Zn(0) は一部の試料でのみ
検出され、Cu(I) はどの試料でも検出されなかった。対象元
素の EDXRF と XAFS のデータに対して、相関分析、主成分
分析、クラスター分析を行った。発生源解析の結果、試料中
の金属の発生源はサンプリング地点によって異なっていた。
元素の価数の違いに関する知見は、場所ごとの PM の毒性を
判断する上で重要な情報を提供する。

Evaluation of the Eﬀectiveness and Eﬃciency of Atmospheric Particulates Reduction Policy: The Case of
South Korea
Hyuk Han, Hyunsub Kum, Yong Pyo Kim, Chang Hoon Jung*

ABSTRACT
In a situation where various policy measures can be used to
reduce atmospheric particulates, eﬀectiveness and eﬃciency
may vary depending on how the policy is designed.
Therefore, this study evaluated the eﬀectiveness and
eﬃciency of atmospheric particulates reduction policy in
order to contribute to eﬀective and eﬃcient policy design. To
this end, this study demonstrated the eﬀectiveness of 1st
Basic Plan on Metropolitan Area Air Quality Improvement
and explored the cause of the eﬀectiveness. As a result of the

https://doi.org/10.5572/ajae.2021.130

study, this study did not conﬁrm that the eﬀect of reducing
PM10 caused by the plan in the metropolitan area was
signiﬁcantly diﬀerent from that of the non-metropolitan area
where the policy was not implemented. In particular, distinct
eﬀect was not conﬁrmed on the installation of DPF, which
required a large number of costs. Based on the results, more
eﬀective and eﬃcient policy measures will be used based on
the causal relationship of atmospheric particulates
generation.

Experimental Characterization of PM2.5 Organic Carbon by Using Carbon-fraction Proﬁles of Organic
Materials
Shuichi Hasegawa*

ABSTRACT
Organic aerosols (OA) in the atmosphere have complex
emission sources and formation processes that must be
determined to understand the OA composition and behavior.
The thermal optical method is generally used to analyze
organic carbon (OC) in OAs, and the resulting thermally
fractionated OC proﬁles can be considered to be a synthesis
of the organic materials contained in OAs. In this study,
carbon-fraction proﬁles of 43 organic materials were
determined and categorized into ﬁve types on the basis of
their proﬁle patterns. Then a chemical mass balance (CMB)

https://doi.org/10.5572/ajae.2021.128

analysis using the ﬁve types and the measured carbonfraction proﬁles of particulate OC from various emission
sources was conducted. The major sources thus determined
were generally reasonable considering the known chemical
properties of emission source particles. In addition, the
seasonal organic matter composition in ambient particulate
OC measured at a suburban site of Tokyo was
experimentally estimated by a CMB analysis using the ﬁve
types, and the potential of making good use of thermally
fractionated OC data to understand the characteristics of
OAs was discussed.

【和訳情報】

有機化合物の炭素フラクションプロファイルを利用した PM2.5 有機炭素の実験的特徴付け
長谷川就一 1（1 埼玉県環境科学国際センター）

大気中の有機エアロゾル（OA）は発生源や生成過程が複雑

であり、OA の組成や挙動を理解するためにそれらを究明し
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なければならない。熱分離・光学補正法は、OA 中の有機炭
素（OC）を分析するために広く使用され、その結果得られる
温度で分画された OC（OC フラクション）のプロファイル
は、OA に含まれる有機化合物を合わせたものと考えること
ができる。本研究では、43 の有機化合物の炭素フラクショ
ンプロファイルを調べ、プロファイルパターンに基づいて 5
つのタイプに分類した。そして、この 5 つのタイプと、さま
ざまな発生源粒子における OC の炭素フラクションプロファ

イルの実測データとの間で化学物質収支（CMB）解析を行っ
た。よく知られている発生源粒子の化学特性を考慮すると、
主な発生源の炭素フラクションプロファイルは 5 つのタイプ
によって概ね合理的に説明がつくものだった。さらに、東京
郊外の地点で測定された大気中粒子における季節的な有機物
組成を、5 つのタイプを使用した CMB 解析により実験的に
推定し、温度で分画された OC データを OA の特徴の理解に
活用できる可能性について議論した。

COVID-19 Lockdown: Impact on PM10 and PM2.5 in Six Megacities in the World Assessed Using NASAʼs
MERRA-2 Reanalysis
Sara Said, Zeinab Salah, Ibrahim Abdelmageid Hassan*, Mohamad Magdy Abdel Wahab

ABSTRACT
The changes in air quality were investigated in six
megacities during the shutdown phases in 2020 and were
compared to the same time periods in the previous 10 years
(2010‒2019) using the data of Modern-Era Retrospective
Analysis and Research and Application, version 2
(MERRA-2). The concentrations of PM10 and PM2.5 were
greatly reduced in all megacities during the lockdown in
2020 when compared to the same period in 2019 and in the
previous ten years. The highest reduction in PM10 was

https://doi.org/10.5572/ajae.2021.146

recorded in Delhi, and São Paulo (21%, and 15% and by
27%, and 9%), when compared with the concentrations in
2019 and in the period 2010‒2019, respectively. Similarly,
levels of PM2.5 in Delhi, São Paulo, Beijing, and Mumbai
decreased by 20%, 14%, 12%, and 10%, respectively in
2020 when compared to the last ten years. Results indicated
that the lockdown is an eﬀective mitigation measure to
improve air quality. The MERRA-2 reanalysis dataset could
be a vital tool in air quality studies in places with a lack of
In-situ observations.

Characteristics of Surface Ozone Levels at Climatologically and Topographically Distinct Metropolitan
Cities in India
Ganesh Kutal*, Amol Kolhe, Chandrashekhar Mahajan, Sandeep Varpe*, Rupesh Patil, Prayagraj Singh, Gajanan R Aher*
https://doi.org/10.5572/ajae.2022.004

ABSTRACT
Surface ozone (O3) data at Pune (1998‒2014) and Delhi
(1998‒2013) are studied to examine their temporal
characteristics. Study also examines role of meteorology and
atmospheric boundary layer height (ABLH) in modulating
surface O3 at these sites. Using diurnal variability of surface
O3, rate of change of surface O3, [d(O3)/dt] is estimated to
infer the nature of surface O3 formation/destruction
mechanisms. Analysis of data reveals that at both locations,
surface O3 concentrations during daytime are signiﬁcantly
high as compared to those during nighttime. Seasonally, at
Pune averaged daytime surface O3 concentrations are high
during pre-monsoon and low in monsoon while those during
winter and post-monsoon are found to be signiﬁcantly higher
than those in monsoon but half as compared to those in premonsoon. At Delhi, averaged daytime surface O 3

concentration is minimum in winter and maximum in premonsoon with monsoon and post-monsoon values being
about 0.79‒0.82 times with respect to pre-monsoon O3
concentrations. High natural/anthropogenic pollutant
concentration, abundance of ozone precursor gases, high
temperature and high rate of photo-oxidation of precursor
gases due to solar ﬂux are the causal factors for increased
surface O3 concentrations in pre-monsoon season. Reduced
solar ﬂux decreases photo-dissociation of ozone precursor
gases resulting in low O3 concentration during winter season.
Occurrence of low surface O3 during early morning hours in
monsoon, post-monsoon and winter seasons is because of
low ABLH and low stratosphere-troposphere exchange
(STE). [d(O3)/dt] values during morning/evening at Pune and
Delhi are indicative of asymmetric and symmetric nature of
ozone formation/destruction mechanisms.
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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。

北海道・東北

9 月末を予定しています。詳しくは以下の北海道東北支部の

北海道東北支部総会および研究発表会のお知らせ
大気環境学会北海道東北支部では、研究発表会を含む以下
の総会を Web 同時開催で予定しています。研究発表会は学
会 員 で な い 方 や 他 支 部 の 学 会 員 も 参 加 可 能 で す。 な お、

Covid-19 の感染状況によっては、Web での開催のみへの変
更も考えられますので、ご了承ください。申し込みの案内は

分科会・研究会だより

HP にてご案内します。
https://sites.google.com/site/jsaehokkaidotohoku/
日

時： 2022 年 10 月 21 日（金）10 時 30 分〜17 時（予定）

会

場： 福島県環境創造センター

コミュタン福島ホール

（〒963‒7700 福島県田村郡三春町深作 10 番 2 号）

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。

酸性雨分科会

環境大気モニタリング分科会

第 63 回大気環境学会年会 酸性雨分科会のお知らせ

第63回大気環境学会年会
環境大気モニタリング分科会のお知らせ

酸性雨分科会では酸性雨研究会と共催で、同位体分析につ
いて分科会を開催します。オンライン参加は学会員以外も可

環境大気モニタリング分科会では、『新規の大気汚染物質
計測と解析手法の紹介と課題』と題しまして、分科会を開催

能です。ご関心ある方は是非ご参加ください。

いたします。
テーマ： 大気環境とそれからつながる同位体分析

近年大気汚染に関する研究において、多くの新規な測定法

時： 2022 年 9 月 14 日（水）16:00〜17:30（分 科 会 終 了

日

後、酸性雨研究会総会を開催）
会

と解析手法が開発され、学会や論文等で紹介されています。
これらの研究成果により、従来では測定が困難であった大気

場： 現地および Zoom ミーティングによるオンライン開
催を予定

微量成分の動態が解明されたり、大気環境における新たな知
見が得られています。そこで本分科会では、大気環境学会年

・Zoom ミーティング

会に合わせて、新規の測定手法や解析手法を用いて研究され

ミーティング ID: 919 5847 9504 ／パスコード： 3cZ7iE

ている研究者に、測定手法や解析手法、研究例を解説してい
ただくことで、参加者各位の大気環境研究への手助けになる

講演者

ことを目的として、本分科会を開催いたします。

・講演 1「同位体を利用した酸性雨研究」
アジア大気汚染研究センター

大泉

毅

氏

【開催日時】

〈令和 3 年度大気環境学会賞受賞者： 硫黄同位体比観測に

2022 年 9 月 14 日 16:00〜18:30

よる大気汚染物質の越境輸送に関する研究〉
長年の大気に関するご研究と同位体分析をご紹介いただき

大阪公立大学

ます。
・講演 2「大気環境分野における有害物質の炭素、窒素安定
同位体比の最新の分析法及び発生源解析の研究」
秋田県立大学システム科学技術学部

【会場】

川島洋人

准教授

最新の同位体分析手法についてご紹介いただきます。

中百舌鳥キャンパス

D 会場 *（会場の詳細

は要旨集をご覧ください）
および Zoom** のハイブリット開催

*： COVID-19 対策による入場制限（77 名）があるため、当
分科会への事前の申し込み（【参加申し込み】を参照）を
お願いします。なお人数に達し次第、対面での参加をお

申し込み
第 63 回大気環境学会酸性雨分科会参加者情報入力フォーム

https://forms.gle/XLuHZ5hjtBSat4i98
この入力フォームのページには講演に関係する論文などへの
リンクを準備してあります。また、フォームは参加人数などの
確認を目的としており、申し込みが無くても参加は可能です。

断りすることがございます。その際は Zoom にてご参加
ください。

**： Zoom へのアクセス方法は参加申し込み後に告知いたし
ます。
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【プログラム】

1）中嶋吉弘（東京農工大学）

都市大気エアロゾル分科会
モビリティ環境分科会

『広帯域キャビティ増幅光吸収法（IBBCEAS）による大気

合同講演会「PM2.5 の現状と新たな
自動車排出ガス規制」の開催報告

微量成分分析』

2）荒木 真（大阪大学）
『機械学習を用いた大気汚染物質のモデリング』

3）鶴丸 央（東京都環境科学研究所）
『熱分解 CAPS 法による総窒素酸化物測定装置の開発と関

日

時： 令和 4 年 6 月 21 日

会

場： オンラインおよび東京電機大学北千住キャンパス

参加者： 96 名（講師、発表者を除く）

東複数地点における連続観測』
都市大気エアロゾル分科会とモビリティ環境分科会で合同
【参加申し込み】

講演会を開催しました。また、東京電機大学環境・燃焼工学

参加費： 無料。ただし事前の参加登録が必要です。参加申込：

研究室と東京大学大学院新領域創成科学研究科環境システム

件名を「モニタリング分科会参加申込」とし、①ご氏名、②ご

学専攻大気環境システム学分野の公開ゼミも併せて行いまし

所属、③ご住所、④お電話番号、⑤大気環境学会（会員／非

た。

会員）
、⑥参加形態（対面または Zoom）を記入した E-Mail
を、下記の事務局までお送りください。
東亜 DKK

賢持省吾（事務局）

講演会の講師は 3 名で、熊谷貴美代氏（群馬県衛生環境研
究所）からは「都市／郊外における PM2.5 有機成分の比較と
発生源寄与」、森山真人氏（環境省）からは「自動車排出ガス

（jsae-monitoring@toadkk.co.jp）

低減対策における環境省の取組について」、山田裕之氏（東

【詳細】

動車からの排出実態」をそれぞれご講演いただきました。ま

環境大気モニタリング分科会 HP をご覧ください。

https://sites.google.com/site/atmospheremonitoring/

京電機大学）からは「PN 計測に関する議論、動向および自
た、公開ゼミでは 7 名の大学院生が発表を行い、本開催に
よって学びの場である実験室から行政、フィールド観測と
いった実社会における具体的な施策・研究までの繋がりが実
感できる機会となりました。ご講演・ご発表くださいました
方々とご参加いただきました皆さまに心よりお礼申し上げま
す。ありがとうございました。

賛助会員一覧（五十音順）
株式会社秋田県分析化学センター
川崎市環境局環境総合研究所
株式会社環境管理センター
紀本電子工業株式会社
柴田科学株式会社
株式会社数理計画
一般財団法人大気環境総合センター
千葉県環境生活部大気保全課
東亜ディケーケー株式会社
東京ダイレック株式会社
東京都環境局環境改善部
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
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第 63 回大気環境学会年会
主

催

公益社団法人 大気環境学会

後

援

環境省、日本学術会議、全国知事会、全国市長会、大阪府
大阪市、堺市

協

賛

(公財)日本環境協会、(一社)産業環境管理協会

会

期

2022 年 9 月 14 日(水)～16 日(金)

会

場

大阪公立大学中百舌鳥キャンパス (大阪府堺市中区学園町
1-1)

年

会

事

務

局

大阪公立大学 第 63 回大気環境学会年会事務局

名

誉

年

会

長
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洋文（大阪府知事）
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会
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泰之（大阪市立環境科学研究センター）

長

藤井

佑介（大阪公立大学）

常任理事（年会担当）

奥田
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プログラム委員長

亀田

貴之（京都大学）

特 別集会・ シンポジ ウム委 員 長

山地

一代（神戸大学）

機 器展示、 技術セミ ナー委 員 長

水越

厚史（近畿大学）

会場運営 ・懇親会委員長

定永 靖宗（大阪公立大学）

実
事

行

委

務

員
局

プログラム概要
日程

午前

午後

9 月 14 日 (水) 一般口頭発表

ポスター発表、日中韓国際交流シンポジウム、
特別集会、分科会

9 月 15 日 (木) 一般口頭発表

年会総会、受賞記念講演、公開記念シンポジウム

9 月 16 日 (金) 一般口頭発表

特別集会
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＊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。14 日（水）12:30～13:00 および 15 日（木）12:00～12:30 に
関連の技術セミナーを開催します。セミナー参加者用に数量限定で軽食・飲み物を用意して
おります。

年会参加者へのご案内
１．年会当日の受付
場所：総合受付（A5棟1階 ロビー）
日時：9月14日（水）8:30～17:00
9月15日（木）8:30～17:00
9月16日（金）8:30～14:00
（１）事前参加登録済みの方
「事前申込受付」にてご自分の参加証（領収書付）をお受け取りください。事務局が用意す
る書式と異なる領収証が必要な方は、「問合せ・領収書受付」へお越しください。
（２）当日参加申込の方
記帳台にある「年会参加登録カード」に必要事項をご記入の上、参加費とともに「当日参加
受付」にご提出ください。参加証、プログラム集、領収書をお渡しします。お支払いは現金で
お願いします（クレジットカード不可）。年会参加費は以下の通りです。
・正会員、賛助会員、法人会員B：10,000円
・学生会員：5,000円
・法人会員A、非会員：12,000円
なお、会員価格での参加は、賛助会員は5名まで、法人会員B は3名までです。それ以上の方
が参加される場合は非会員扱いとなりますので、ご了承ください。
（３）参加証の着用について
年会会場へ入場する際は、必ず参加証をご着用ください。参加証のない方の入場はお断りす
ることがあります。
（４）新型コロナ対策感染症対策について
新型コロナウイルス感染症対策として、会場内では可能な限りマスクの着用をお願いします。
また、会場の各所に消毒液を設置しておりますのでご利用ください。更に、大学等の指針に基
づき各会場に入場制限を設ける場合があります。必ず年会本部の指示に従ってください。
（５）クローク
年会期間中はA5棟102講義室にクロークを設置しますのでご利用ください。開設時間は8:30～
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17:00（最終日は14:00まで）です。日を跨いで荷物をお預かりすることはできませんので、必
ず当日中に受け取りにお越しください。

２．プログラム集・講演要旨集
プログラム集（冊子体）は当日配布します。参加登録者には年会ホームページから講演要旨
集の PDFファイルを閲覧、ダウンロードできるようにします。当日の参加申込者につきまして
は受付時にプログラム集をお渡しするとともに講演要旨集のPDFへのアクセスするID・パスワー
ドをお伝えいたします。また、プログラム集と講演要旨集のPDFへのアクセスID・パスワードを
追加購入したい方には受付にて5,000円で販売いたします。

３．講演番号について
講演番号は以下のような書式で構成されます。
①一般口頭発表：「1E1030」等の番号で表し、
・最初の数字が講演日（1：9月14日（水）、2：9月15日（木）、3：9月16日（金））
・次のアルファベットが会場名
・最後の4 桁の数字は講演開始時間
をそれぞれ表します。例えば「1E1030」は、1日目（9月14日（水））、E会場で10:30からの講
演です。
② ポスター発表：「P-023」等の番号で表され、発表の際のパネルに掲示された番号に対応し
ます。 詳細は「４．ポスター発表」をご覧ください。
③特別集会・分科会：「3D0900–1」等の番号で表し、
・最初の数字が講演日（1：9月14日（水）、2：9月15日（木）、3：9月16日（金））
・次のアルファベットが会場名
・それに続く4桁の数字は特別集会・分科会の開始時間
・－（ハイフン）以降の数字はその集会内の講演順
をそれぞれ表します。例えば「3B0900–3」は、3日目（9月16日（金））、B会場で9:00からの特
別集会・分科会で3番目の講演です。

４．一般研究発表（口頭発表）
（１）発表方法
各会場入口に用意している発表者リストに○印をお付けください。発表時間は、一般研究発
表では口演11分・質疑応答3分（計14分）、学生・若手セッションでは口演7分・質疑応答3分
（計10分）です。Microsoft PowerPointなどプレゼンテーション用ソフトウェアにて事前にス
ライドをご用意ください。会場に設置されたPCまたはご自身のPCを接続してご発表ください。
（２）会場のPCを用いた発表方法
発表用スライドのデータファイルをUSBメモリに保存してお持ちください。口頭発表の演者は、
発表当日の午前のセッションが始まる前に、データファイルを各会場PCのご自身のフォルダに
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コピーし動作を確認してください。発表に使用するPCについては以下のとおりです。
・OS：Windows 10
・使用ソフト：Microsoft PowerPoint365（最新版にアップデートしています）
PDFファイルの表示も可能です
・USBインターフェース：USB3.1（Type A）
（２）個人のPCを用いた発表方法
標準HDMIケーブルと接続可能な状態でお持ちください。変換コネクタが必要な場合はご自身
でご持参ください。また、電源接続コードも必ず持参ください。空いている時間に接続・動作
確認テストを実施いただくことをお勧めします。発表時間となりましたら、HDMIケーブルをご
自身のPC につないでご使用ください。
（３）座長の方へ
受け持ちの研究発表の開始20分前までに会場入口に用意している座長リストに○印をお付け
いただき、10分前までに「次座長席」にご着席ください。
発表時間は、一般研究発表では講演11分・質疑応答3分（計14分）です。進行の一切は座長に
お任せいたします。しかし、発表の取り消しがあっても次の講演を繰り上げることなく、プロ
グラムどおりの講演発表時刻での進行をお願いします。また、やむを得ない場合を除き、各発
表者の持ち時間内で処理してください。

５．ポスター発表
（１）ポスターの作成要領
ポスター会場のパネルサイズは縦210cm×横90cmまたは縦153cm×横120cmの何れかが割り当て
られます。パネルの左上部にはポスター番号を記載したB5判程度のラベルが貼られていますの
で、ラベルに掛からないサイズでポスターを作成してください。書式は自由です。何れのパネ
ルもA0判縦（縦119cm×横89cm）の掲示が可能です。掲示用の押しピンは会場で用意しておりま
す。
（２）ポスターの掲示
ポスター会場はC1棟の学術交流会館です。ポスターセッションは9月14日（水）13:00～15:30
です。事前にプログラムにてご自身のポスター番号をご確認いただき、13:00までに各番号のパ
ネルに掲示してください。画鋲等は会場に用意します。
ポスター番号が奇数の方は13:00～14:15、偶数の方は14:15～15:30にポスターの前に立ち、
参加者の質疑に対応してください。ポスター発表については発表者の受付はございません。
会場内ではマスクを着用し、可能な限り密にならないようご協力ください。
（３）ポスターの掲載期間
各ポスターは9月15日（木）18:00まで掲載可能ですので、随時撤収してください。それ以降
に掲示されているポスターは事務局で撤去し、処分する場合があるのでご注意ください。
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６．学生・若手研究者に対する表彰
本年会では、口頭発表およびポスター発表において学生・若手研究者を対象に優れた発表を
表彰します。研究の理解度、表現のわかり易さ、発表姿勢、質疑応答、今後の発展可能性など
の観点から審査を行います。受賞者は総合受付に掲示しますので、該当者は年会総会にご出席
ください。

７．特別集会・分科会
会場内に設置されているPC、映像、音響設備をご利用いただけます。PCの詳細については
「４．一般口頭発表」をご参照ください。PCが設置されていない会場では標準HDMIケーブルに
接続可能なPCをご用意ください。

８．環境機器展・技術セミナー
環境機器展をA5棟のK、L、M会場にて開催します。展示時間は9月14日（水）～9月16日（金）
の9:00～17:00（最終日は15：00まで）です。数多くの企業から最新の環境測定および関連機器
が展示されておりますので、情報収集や普段お使いの機器に関するご相談の場としてもご活用
ください。
また、9月14日（水）12:30～13:00にはE、F、G会場、15日（木）12:00-12:30 にはE、F会場
において出展企業による技術セミナーを開催します。両日とも数量限定で軽食・飲み物を用意
しております。多数のご参加をお待ちしております。

９．年会総会・公開シンポジウム
9月15日（木）に開催される年会総会と公開シンポジウムは、対面とオンラインによるハイブ
リッド方式で開催します。メイン会場であるA会場に加え、B、C、D会場をサテライト会場とし
て映像・音声を流します。

１０．その他
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

プログラム集は手提げ袋に入れてお渡ししますので有効にご利用ください。
会場に年会参加者用の駐車場はありませんので、公共の交通機関をご利用ください。
敷地内および周辺道路は全面禁煙です。
発表会場内にて携帯電話での通話はご遠慮ください。
ゴミは所定のゴミ箱に分別に従って廃棄してください。
会場内での呼び出しは行いません。
会場内では無線 LAN をご利用いただけます。参加証に ID とパスワードを印字しております
ので、ご持参の無線機器に入力してご利用ください。
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◆会場アクセス
＜年会会場＞
大阪公立大学中百舌鳥キャンパス
〒599-8531 大阪府堺市中区学園町 1-1
経路
・南海高野線「白鷺駅」下車、南西へ約 500m、徒歩約 7 分。
・南海高野線「中百舌鳥駅」下車、南東へ約 1,000m、徒歩約 13 分。
・大阪メトロ御堂筋線「なかもず駅（5 号出口）」から南東へ約 1,000m、徒歩約 13 分。
・南海高野線「中百舌鳥駅」・地下鉄御堂筋線「なかもず駅」から南海バス（北野田駅前行
31、32、32-1 系統）で約 5 分、「府立大学前」下車。
・南海本線「堺駅」から南海バス（北野田駅前行 31、32、32-1 系統）で約 24 分、JR 阪和
線・南海高野線「三国ヶ丘駅」から南海バス（北野田駅前行 31、32、32-1 系統）で約 14
分、「府立大学前」下車。

(※)

(※)現 大阪公立大学
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◆会場案内
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A5 棟 1 階

A5 棟 2 階
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A5 棟 3 階

C1 棟学術交流会館（ポスター会場）
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会場一覧

会 場 名

部屋番号

総合受付

ロビー

（A5 棟 1F）

年会本部

１０６講義室

（A5 棟 1 F）

Ａ会場

１１８大講義室

（A5 棟 1F）

Ｂ会場

１２２中講義室

（A5 棟 1F）

Ｃ会場

１２３中講義室

（A5 棟 1F）

Ｄ会場

１２４中講義室

（A5 棟 1F）

Ｅ会場

２０２講義室

（A5 棟 2F）

Ｆ会場

２０４講義室

（A5 棟 2F）

Ｇ会場

２０５講義室

（A5 棟 2F）

Ｈ会場

２０６講義室

（A5 棟 2F）

Ｉ会場

３０６講義室

（A5 棟 3F）

Ｊ会場

３０７講義室

（A5 棟 3F）

Ｐ会場

学術交流会館

（C1 棟 1F）

環境機器展

１０３～１０５講義室

(A5 棟 1F)

参加者休憩室

２０３・２０６講義室

(A5 棟 2F)

１０２講義室

(A5 棟 1F)

クローク
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第６３回大気環境学会年会 会場別日程表
注：表中の氏名は講演者・一般研究発表者の口頭発表者を表しており、
必ずしも連名筆頭者を表しているわけではありません。

９月１４日(水) 午前
会場名

部屋番号
（収容人数）

9:00
45

Ａ

118
大講義室
（166）

粒子状物質

Ｂ

122
中講義室
（77）

VOC
有害化学物質
反応

会場名

部屋番号
（収容人数）

Ｃ

123
中講義室
（77）

Ｄ

124
中講義室
（77）

若手・学生 2

203
講義室
（15）

休憩室

9:00-17:00 休憩室

Ｈ

206
講義室
（37）

休憩室

9:00-15:30 休憩室

Ｋ

103
講義室
（40）

展示会

9:00-17:00 環境機器展

Ｌ

104
講義室
（45）

展示会

9:00-17:00 環境機器展

Ｍ

105
実習室
（30）

展示会

9:00-17:00 環境機器展

A5棟
ロビー

総合受付

8:30-17:00 総合受付

102
講義室

クローク

8:30-17:00 クローク

106

年会本部

8:30-17:00 年会本部

学術交流
会館

ポスター

（13:00までにポスター掲示）

発表部門

10:00
00

15

30

15

（座長）早崎 将光

発表部門

PHAM KIM
OANH

中尾
賢志

米持
真一

中山
智喜

若手・学生 1

吉野
彩子

早川
和一

（座長）熊谷 貴美代
大原
利眞

市川
有二郎

9:00
30
41

52

星
純也

10:00
03
14

25

坂本
祥一

曽
路喬

田中
亮志

松本
涼太

山崎
萌香

大塚
英幸

橳島
智恵子

國分
優孝

36

58

47

張
庭維

11:00
09
20

山根
水月

31

（座長）関口 和彦

WANG
松本
齊藤
WEIQI
真弥
悠真
AN

西村
理恵

竹内
淨

42

副田
大介

53

大西 藤野 岡村
佑樹 梨紗子 沙南
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前川
哲平

平井
賢治

秦
寛夫

12:00
04
15

（座長）中村 篤博

TRAN
堂畑 越口
王 佐々木 北野 THI ちょう 加藤
張昊
累
幸太郎 蒼士
一澤 博行 洸太朗 MINH せん
NGOC

山本
紘平

林
啓人

（座長）櫻井 達也

（座長）森川 多津子

矢田
茂久

45

（座長）奥村 智憲

（座長）荒木 真
玉置
美聡

30

（座長）伏見 暁洋

（座長）浅川 大地

Ｐ

11:00
00

45

中川
雅也

李
安琪

北川
侑樹

望月
大地

小森
直哉

藤原
梨花

９月１４日(水)午後
会場名

13:00
部屋番号
12:30～13:00
（収容人数）
00
15

Ａ

118
大講義室
（166）

Ｂ

122
中講義室
（77）

Ｃ

123
中講義室
（77）

Ｄ

124
中講義室
（77）

Ｅ

202
講義室
（50）

30

45

14:00
00
15

30

45

15:00
00
15

特別集会１
「大気中マイクロプラスチックの実態解明と健康影響評価」

30

45

16:00～18:30（終了時刻は分科会によ
り異なります）
都市大気エアロゾル分科会
（有機エアロゾルの特性と発生源にせ
まる）
酸性雨分科会
（大気環境とそれからつながる同位
体分析）

日中韓国際交流シンポジウム
「For a better understanding of air pollution in East Asia
(2nd)」

大気環境モデリング分科会
（大気汚染対策効果評価に資するシ
ミュレーション支援システムに係る
研究開発）
環境大気モニタリング分科会
（新規の大気汚染物質計測と解析手
法の紹介と課題）
放射性物質動態分科会
（東京電力福島第一原子力発電所事
故による放射性物質の動態）

技術セミナー１

203
講義室
（15）

9:00-17:00 休憩室

Ｆ

204
講義室
（45）

技術セミナー２

健康影響分科会
（大気汚染の健康影響として標的と
なる器官および疾患の多様化：毒性メ
カニズムの共通点と相違点）

Ｇ

205
講義室
（45）

技術セミナー３

植物分科会
（大気汚染物質に対する植物応答に
関する最近の話題）

Ｈ

206
講義室
（37）

Ｉ

306
講義室
（37）

モビリティ環境分科会
（脱炭素社会を目指す政策とモビリ
ティ環境の変化）

Ｊ

307
講義室
（37）

臭気環境分科会
（臭気苦情対応の実際と最近の消脱
臭技術―堺市の事例及び消脱臭剤メ
ーカーの取組み紹介―）

Ｋ

103
講義室

9:00-17:00 環境機器展

Ｌ

104
講義室

9:00-17:00 環境機器展

Ｍ

105
実習室

9:00-17:00 環境機器展

A5棟
ロビー

8:30-17:00 総合受付

102
講義室

8:30-17:00 クローク

106

8:30-17:00 年会本部

Ｐ

学術交流
会館

休憩室
（分科会準備のため15:30まで）

ポスターセッション
奇数番号コアタイム：13:00～14:15
偶数番号コアタイム：14:15～15:30
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室内環境分科会
（TVOC ってどうなったんだろう？
～現状と今後のあり方～）

９月１５日(木)午前
会場名

部屋番号
（収容人数）

Ａ

118
大講義室
（166）

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

発表部門

移動発生源
122
固定発生源
中講義室
排出インベント
（77）
リ
気候変動関連
123
地球環境
中講義室
輸送・拡散
（77） 数値解析・モデリ
ング
室内環境
124
沿道環境
中講義室
都市・地域
（77）
測定技術
202
講義室
（50）
203
講義室
（15）

9:00
00

15

30

10:00
00
15

45

（座長）米持 真一
萩野
浩之

森川
多津子

佐藤
友規

佐々木
岳

佐藤
久成

小山
翔

後藤
和恭

伏見
暁洋

長谷川
就一

11:00
00
15

田中
茂

伊藤
彰記

茶谷
聡

瀧本
浩史

仲矢
光

田中
沙由利

樋口
直己

高橋
克行

丹羽
忍

山地
一代

茶谷
聡

張
代洲

12:00
00
15

黒川
純一

陸田
雅彦

野口
泉

久恒
邦裕

村田
浩太郎

（座長）萩野 浩之

星野
邦広

齊藤
伸治

長田
和雄

加藤
俊吾
技術セミナー４

9:00-17:00 休憩室

204
講義室
（45）

Ｈ

206
講義室
（37）

9:00-17:00 休憩室

Ｋ

103
講義室

9:00-17:00 環境機器展

Ｌ

104
講義室

9:00-17:00 環境機器展

Ｍ

105
実習室

9:00-17:00 環境機器展

A5棟
ロビー

8:30-17:00 総合受付

102
講義室

8:30-17:00 クローク

106

8:30-17:00 年会本部

学術交流
会館

45

（座長）南齋 勉

Ｆ

Ｐ

30

（座長）板橋 秀一
田中
茂

（座長）森野 悠

（座長）鶴丸 央
鵜野
伊津志

45

（座長）池盛 文数
伊藤
晃佳

（座長）猪股 弥生
市川
陽一

30

技術セミナー５

ポスター掲示・閲覧可（18:00までにポスター撤去）

ポスター

９月１５日(木) 午後（会場Ａは対面，Ｂ・Ｃ・Ｄは遠隔会場）
会場名
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

部屋番号
（収容人数）
118大講義室
（166）
122中講義室
(77)
123中講義室
(77)
124中講義室
(77)

12:30

14:30
年会総会
受賞記念講演
年会総会
受賞記念講演
年会総会
受賞記念講演
年会総会
受賞記念講演

15:00

16:10

16:20

18:00

休憩

シンポジウム

休憩

シンポジウム

休憩

シンポジウム

休憩

シンポジウム

休憩

シンポジウム

休憩

シンポジウム

休憩

シンポジウム

休憩

シンポジウム
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９月１６日(金)午前
会場名

部屋番号
（収容人数）

発表部門

Ａ

118
大講義室
（166）

光化学
オキシダント

Ｂ

122
中講義室
（77）

植物影響

Ｃ

123
中講義室
（77）

酸性雨
東アジア
沈着

Ｄ

124
動物影響・毒性評価
中講義室 疫学・リスク評価
（77）
粒子状物質

9:00
00

15

30

45

10:00
00

15

（座長）梶野 瑞王
嶋寺
光

板橋
秀一

井上
和也

玉置
雅紀

武田
麻由子

井上
和也

森野
悠

原宏

原宏

青野
光子

東海
創太

鈴木
剛

古山
昭子

15

速水
洋

伊藤
晃佳

遠藤
ゆりの

大井
菜ノ香

佐瀨
裕之

横山
新紀

横山
新紀

徐懋

佐藤
圭

山神
真紀子

伊藤
剛

村木
直美

田中
昭代

佐治
光

河野
なつ美

蓮沼
英樹

中寺
美月

米倉
哲志

山口
真弘

山口
真弘

黄瀬
佳之

（座長）渡辺 幸一
伴
聡美

島
正之

203
講義室
（15）

9:00-12:00 休憩室

Ｈ

206
講義室
（37）

9:00-12:00 休憩室

Ｋ

103
講義室

9:00-15:00 環境機器展

Ｌ

104
講義室

9:00-15:00 環境機器展

Ｍ

105
実習室

9:00-15:00 環境機器展

A5棟
ロビー

8:30-14:00 総合受付

102
講義室

8:30-14:00 クローク

106

8:30-15:00 年会本部
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45

（座長）武田 麻由子

武
照杰

（座長）古山 昭子
小野寺
章

30

（座長）坂本 陽介

（座長）反町 篤行

（座長）上田 佳代
藤谷
雄二

11:00
00

（座長）山口 真弘

（座長）佐藤 啓市
原宏

45

（座長）茶谷 聡

（座長）米倉 哲志
藁谷
知輝

30

反町
篤行

佐藤
啓市

山下
研

（座長）中山 智喜
上田
佳代

池盛
文数

池盛
文数

伊藤
憲男

９月１６日(金)午後
13:00
00

14:00
00

会場名

部屋番号
（収容人数）

Ａ

118
大講義室
（166）

Ｆ

204
講義室
（45）

Ｋ

103
講義室

9:00-15:00 環境機器展

Ｌ

104
講義室

9:00-15:00 環境機器展

Ｍ

105
実習室

9:00-15:00 環境機器展

A5棟
ロビー

8:30-14:00 総合受付

102
講義室

8:30-14:00 クローク

106

8:30-15:00 年会本部

12:00～13:00

15

30

45

15

30

45

15:00
00

15

特別集会２
「大気化学研究の新展開－オゾン生成機構解明とオゾン生成におけるエアロゾ
ルの役割－」

編集委員会
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30

45

総 会 ・ 受賞講演
令和４年度大気環境学会総会
日 時： ９月１５日（木） １２：３０～１４：３０
会 場： A 会場（１１８大講義室，対面会場）
B 会場（１２２中講義室，遠隔会場）
C 会場（１２３中講義室，遠隔会場）
D 会場（１２４中講義室，遠隔会場）

年会総会
（１） 大気環境学会年会長挨拶
（２） 大気環境学会会長挨拶
（３） 来賓祝辞
（４） 大気環境学会賞及び論文賞の表彰
（５） 若手・学生口頭発表賞及びポスター賞の表彰
（６） 学術賞（斎藤潔賞）受賞講演
座長：近藤 明（大阪大学大学院工学研究科）
１）我が国及び東アジアの大気環境と森林生態系影響に関する研究
佐瀨 裕之（一般財団法人日本環境衛生センター アジア大気汚染研究センター）
２）オゾン等大気汚染物質による植物の環境ストレス応答の分子的機構解明に関する
研究
青野 光子（国立研究開発法人 国立環境研究所）
３）大気沈着に関する研究 -湿性、乾性および窒素沈着野口 泉（(地独)北海道立総合研究機構 エネルギー·環境·地質研究所）
（７） 第 64 回ならびに第 65 回大気環境学会年会開催地について
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大気環境学会 学術賞（斎藤潔賞）受賞者
（１） 我が国及び東アジアの大気環境と森林生態系影響に関する研究
佐瀨 裕之（一般財団法人日本環境衛生センター アジア大気汚染研究
センター）
（２） オゾン等大気汚染物質による植物の環境ストレス応答の分子的機構解明に関する研究
青野 光子（国立研究開発法人 国立環境研究所）
（３） 大気沈着に関する研究 -湿性、乾性および窒素沈着野口

泉（(地独)北海道立総合研究機構 エネルギー·環境·地質研究

所）

大気環境学会 進歩賞受賞者
エアロゾル粒子による対流圏オゾン生成抑制効果の検証および未把握·計測困難な OH 反応性物
質の生成源特定に関する研究
坂本 陽介（京都大学大学院 地球環境学堂）

論文賞
アカマツからのテルペン類の放出特性と OH 反応性の包括的評価［56 巻 6 号］
坂本 陽介、梶井 克純
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シンポジウム
・ 日 時： ９月１５日（木） １５：００～１８：００
・ 会 場： A 会場（１１８大講義室，対面会場）
B 会場（１２２中講義室，遠隔会場）
C 会場（１２３中講義室，遠隔会場）
D 会場（１２４中講義室，遠隔会場）
・ 座 長： 竹中 規訓 （大阪公立大学 現代システム科学研究科）
・ テーマ： 新生大阪公立大学が拓く脱炭素社会実現への道
・ 講 演：
（１） 大阪公立大学の開学と全固体電池の開発
辰巳砂 昌弘（公立大学法人大阪 大阪公立大学 学長）
（２） 脱炭素社会に向けた大阪府における取組み
金森 佳津（大阪府環境農林水産部 環境政策課）
（３） 自動車の「社会的費用」－排出ガス対策から脱炭素へ
除本 理史（大阪公立大学大学院 経営学研究科 教授）
（４） 公立大学大阪（大阪府立大学）で実施された大気化学の研究成果
前田 泰昭（大阪府立大学 名誉教授）
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日中韓国際交流シンポジウム

・ 日 時： ９月１４日 (水) １３：００～１５：３０
・ 世話人： 松田和秀（大気環境学会国際交流委員長，東京農工大学農学部）
・ 会 場：

C 会場（１２３中講義室）及びオンライン

・ 座 長： 松田和秀（東京農工大学）
，板橋秀一（電力中央研究所）
，島田幸治郎（琉球大学）
・ テーマ： For a better understanding of air pollution in East Asia (2nd)
・ 講 演：
（１） Numerical analyses of source sensitivities of ambient PM2.5 and ozone over Japan
Satoru Chatani (National Institute for Environmental Studies)
（２） Spatiotemporal distributions of mass and chemical compositions of PM2.5 during the winter period
in Northeast Asia
JiYi Lee（Ewha Womans University)
（３） Significant reduction in atmospheric organic and elemental carbon in PM2.5 in 2+26 cities in
northern China
Dongsheng Ji (The Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences)
（４） Airborne measurements of Chemical Composition and Evolution of Atmospheric Aerosols on the
Large Point Sources
Taehyoung Lee (Hankuk University of Foreign Studies)
（５） Management and Control of Anthropogenic VOCs in China: Current Situation, Problem Analysis
and Countermeasures Recommendation
Hong Li (Chinese Research Academy of Environmental Sciences)
（６） Introduction of National Emissions Inventory and its Role for Air Quality Management in South
Korea
Yunseo Park (National Air Emission Inventory and Research Center)
（７） Progress and future of Acid Deposition Monitoring Network in East Asia (EANET)
Jun-ichi Kurokawa (Asia Center for Air Pollution Research)
（８） Ship-based observations of atmospheric trace elements at a port and its offshore area in northern
China
Xiaoyang Yang (Chinese Research Academy of Environmental Sciences)
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特別集会
特別集会１

【大気中マイクロプラスチックの実態解明と健康影響評価】

・ 日 時： ９月１４日 (水) １３：００～１５：３０
・ 世話人： 大河内 博 （早稲田大学創造理工学部）
・ 会 場： A 会場（１１８大講義室）
・ 座 長： 反町篤行（東洋大学）
，岩本洋子（広島大学）
・ 講 演：
（１） 環境研究総合推進費：大気中マイクロプラスチックの実態解明と健康影響評価
大河内 博（早稲田大学創造理工学部）
（２） µFTIR ATR イメージングによる AMPs 分析手法の開発
新居田恭弘（パーキンエルマージャパン）
（３） 熱分解 GC/MS の大気マイクロプラスチックへの適用
竹内政樹（徳島大学）
（４） マイクロプラスチックの 3 次元モデル予測に向けて
梶野瑞王，足立光司（気象研究所）
（５） 道路粉塵の健康影響評価：都市型 PM2.5 との比較
石原康宏（広島大学）
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特別集会２

【大気化学研究の新展開－オゾン生成機構解明とオゾン生成におけるエア
ロゾルの役割－】

・ 日 時： ９月１６日 (金) １３：００～１５：３０
・ 世話人： 梶井克純，坂本陽介（京都大学，国立環境研究所）
，村野健太郎（京都大学）
・ 会 場： A 会場（１１８大講義室）
・ 座 長： 佐藤 圭（国立環境研究所）
，河野七瀬（近畿大学）
・ 講 演：
（１） 大気マルチフェーズ化学：気液界面と液中で起こるオゾン反応
江波進一（国立環境研究所）
（２）

エアロゾルへの有機過酸化ラジカル取り込みによる対流圏オゾン生成抑制効果の HOx
反応性測定に基づく定量的評価
坂本陽介（京都大学，国立環境研究所）、黎珈汝（京都大学）
、河野七瀬（近畿大学）、
中山智喜（長崎大学）
、佐藤圭（国立環境研究所）
、梶井克純（京都大学，国立環境研
究所）

（３） 大気エアロゾルサンプルにおけるイオンモビリティースペクトロメトリーの応用と可能
性
飯沼賢輝（沖縄科学技術大学院大学）
、猪俣敏（国立環境研究所）
、佐藤圭（国立環境
研究所）
（４） 都市域における有機硝酸の観測および有機硝酸生成がオゾン生成に与える影響
定永靖宗（大阪公立大学）
、河野七瀬（近畿大学，京都大学）
、黎珈汝（京都大学）
、坂
本陽介（京都大学，国立環境研究所）
、中嶋吉弘（東京農工大学）
、加藤俊吾（東京都
立大学）
、佐藤圭（国立環境研究所）
、中山智喜（長崎大学）
、梶井克純（京都大学，国
立環境研究所）
（５） 数値モデルによるオゾン生成速度・生成レジームの再現性検証
森野悠（国立環境研究所）
、佐藤圭（国立環境研究所）
、坂本陽介（京都大学，国立環
境研究所）
、定永靖宗（大阪公立大学）
、梶井克純（京都大学，国立環境研究所）
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分 科 会
１．都市大気エアロゾル分科会
・ 日 時： ９月１４日（水）１６：００～１８：００
・ 世話人： 池盛文数（名古屋市環境科学調査センター）
・ 会 場： A 会場（１１８大講義室）
・ テーマ： 有機エアロゾルの特性と発生源にせまる
・ 座 長： 池盛文数（名古屋市環境科学調査センター）
・ 講 演：
（１） 燃焼固定発生源から排出される凝縮性有機粒子の実測
藤谷雄二（国立環境研究所）
（２） 揮発性を考慮した有機エアロゾルの数値シミュレーション
森野悠（国立環境研究所）
（３） 気候影響の理解を目指した炭素質エアロゾルの光学特性の研究
中山智喜（長崎大学）

２．酸性雨分科会
・ 日 時： ９月１４日（水）１６：００～１８：００
・ 世話人： 皆巳幸也（石川県立大学）
，藍川昌秀（北九州市立大学）
，井上智博（千葉県環境研
究センター），岩崎綾（沖縄県衛生環境研究所）
，大原真由美（元・広島県立総合技
術研究所保健環境センター），木戸瑞佳（富山県環境科学センター）
，佐藤啓市（ア
ジア大気汚染研究センター），松本利恵（埼玉県環境科学国際センター）
，山口高志
（北海道立総合研究機構)，村野健太郎（法政大学），高橋司 （新潟県保健環境科学
研究所）
・ 会 場：

B 会場（１２２中講義室）

・ テーマ： 大気環境とそれからつながる同位体分析
・ 座 長： 山口高志 (北海道立総合研究機構)
・ 講 演：
（１） 同位体を利用した酸性雨研究
大泉 毅（アジア大気汚染研究センター）
（２） 大気環境分野における有害物質の炭素，窒素安定同位体比の最新の分析法及び発生源
解析の研究
川島洋人（秋田県立大学）
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３．大気環境モデリング分科会
・ 日 時： ９月１４日（水）１６：００～１８：００
・ 世話人： 櫻井 達也（明星大学）
・ 会 場：

C 会場（１２３中講義室）

・ テーマ： 大気汚染対策効果評価に資するシミュレーション支援システムに係る研究開発
・ 座 長： 櫻井 達也（明星大学）
・ 講 演：
（１） 推進費 5-1903 の概要と大気汚染シミュレーション支援システム
菅田誠治 (国立環境研究所)
（２） シミュレーションの排出量入力データへの変換支援
茶谷聡 (国立環境研究所)
（３） 大気汚染物質濃度解析データセットの作成および排出量逆推計システムの開発
弓本桂也（九州大学応用力学研究所）
（４） 関東における光化学オキシダントの発生源別寄与割合の推定
小松宏昭 (神奈川県環境科学センター)
（５） 九州北部における長距離輸送中の化学反応・濃度変化の影響評価
山村由貴（福岡県保健環境研究所）

４．環境大気モニタリング分科会
・ 日 時： ９月１４日（水）１６：００～１８：００
・ 世話人： 中嶋吉弘（東京農工大学）
・ 会 場： D 会場（１２４中講義室）
・ テーマ： 新規の大気汚染物質計測と解析手法の紹介と課題
・ 座 長： 中嶋吉弘（東京農工大学）
，福﨑有希子（横浜市環境創造局環境科学研究所）
・ 講 演：
（１） 広帯域キャビティ増幅光吸収法（IBBCEAS）による大気微量成分分析
中嶋吉弘（東京農工大学）
（２） 機械学習を用いた大気汚染物質のモデリング
荒木 真（大阪大学，国立環境研究所）
（３） 熱分解-CAPS 法による総窒素酸化物測定装置の開発と関東複数地点における連続観測
鶴丸 央（東京都環境科学研究所）
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５．放射性物質動態分科会
・ 日 時： ９月１４日（水）１６：００～１８：３０
・ 世話人： 渡邊 明（気候変動研究所）
，大原利眞（埼玉県環境科学国際センター）
・ 会 場： E 会場（２０２講義室）
・ 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物質の動態
・ 座 長： 梶野瑞王（気象研究所）
・ 講 演：
（１） 東京電力福島第一原子力発電所事故による大気環境中放射性物質の動態の理解
山澤弘実 (名古屋大学大学院工学研究科)
（２） 福島第一原子力発電所事故によって降下した陸域における放射性物質の動態
恩田裕一（筑波大学アイソトープ環境動態研究センター）
（３） 海洋域における放射性物質の動態:東京電力福島第一原発事故から 10 年の海洋科学的
総括
青山道夫（筑波大学アイソトープ環境動態研究センター）

６．健康影響分科会
・ 日 時： ９月１４日（水）１６：００～１８：００
・ 世話人： 伊藤 剛（日本自動車研究所）
・ 会 場：

F 会場（２０４講義室）

・ テーマ： 大気汚染の健康影響として標的となる器官および疾患の多様化：毒性メカニズムの
共通点と相違点
・ 座 長： 伊藤 剛（日本自動車研究所）
，柴田芳昭（大気環境総合センター）
・ 講 演：
（１） はじめに
伊藤 剛（日本自動車研究所）
，柴田芳昭（大気環境総合センター）
（２） ディーゼル排気粒子曝露による呼吸・循環器影響に共通する毒性メカニズムとしての
酸化ストレス
古山昭子，藤谷雄二（国立環境研究所）
（３） 大気汚染と雄性生殖機能：過去から現在
吉田成一（大分県立看護科学大学）
（４） 大気汚染と脳の健康: 動物実験から得た知見をヒトの健康へ
Tin Tin Win Shwe（国立環境研究所）
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７．植物分科会
・ 日 時： ９月１４日（水）１６：００～１８：００
・ 世話人： 渡辺 誠（東京農工大学）
・ 会 場： G 会場（２０５講義室）
・ テーマ： 大気汚染物質に対する植物応答に関する最近の話題
・ 座 長： 玉置雅紀（国立環境研究所）
・ 講 演： 植物のオゾン障害発生機構における植物ホルモンの役割
中嶋信美（国立環境研究所）

８．室内環境分科会
・ 日 時： ９月１４日（水）１６：００～１８：１０
・ 世話人： 篠原直秀 (産業技術総合研究所)，青柳玲児 (ガステック)，池田四郎 (ガステック)，
石坂閣啓 (愛媛大学)，光崎 純 (花王)，中井里史 (横浜国立大学)，野口美由貴 (成
蹊大学)，水越厚史 (近畿大学)
・ 会 場： H 会場（２０６講義室）
・ テーマ： 「TVOC ってどうなったんだろう？ ～現状と今後のあり方～」
・ 座 長： 篠原直秀 (産業技術総合研究所)
・ 講 演：
（１） 室内空気中総揮発性有機化合物（TVOC）に関する最新の動向
香川（田中）聡子（横浜薬科大学）
，酒井信夫（国立医薬品食品衛生研究所）
，神野
透人（名城大学）
（２） TVOC の現状について
石坂閣啓（全国健康・省エネ住宅普及振興機構）
（３） 車室内の TVOC について
達 晃一（いすゞ自動車株式会社）
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９．モビリティ環境分科会
・ 日 時： ９月１４日（水）１６：００～１８：３０
・ 世話人： 戸野倉賢一（東京大学）
・ 会 場： I 会場（３０６講義室）
・ テーマ： 脱炭素社会を目指す政策とモビリティ環境の変化
・ 座 長： 山田裕之（東京電機大学）
・ 講 演：
（１） 持続可能なモビリティに向けた LCA の適用
玄地 裕（産業技術総合研究所）
（２） 内燃機関搭載車両のカーボンニュートラル実現へのチャレンジ
北村高明（日本自動車研究所）
（３） 持続可能な動力エネルギーシステムに向けて
山﨑由大（東京大学）

１０．臭気環境分科会
・ 日 時： ９月１４日（水）１６：００～１８：３０
・ 世話人： 佐藤 博（長崎国際大学薬学部）
・ 会 場：

J 会場（３０７講義室）

・ テーマ： 臭気苦情対応の実際と最近の消脱臭技術―堺市の事例及び消脱臭剤メーカーの取組
み紹介―
・ 座 長： 祐川英基（祐川臭気コンサルタント事務所）
・ 講 演：
（１） 堺市における臭気問題について
船越慶祐（堺市環境局環境保全部環境対策課）
（２） 生ごみ・食品廃棄物系バイオガス化施設向け脱臭装置の課題
白柳恭平（ミウラ化学装置株式会社）
（３） 消臭剤を用いた臭気対策（開発～実際の対策）
小垂将吾（近江オドエアーサービス株式会社）
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一般研究発表プログラム
口頭発表の講演番号の1桁目は講演日、次の桁が会場名、最後の4桁は開始時刻を表しています。
演者の氏名の前に○を付しています。
（発表申込時の情報を基に作成していますので、講演要旨の内容と一致しない場合があります。
また、発表申込〆切 (6/12) 後に修正された情報については、反映されていない場合があります。）

＜第１日目

９月１４日（水）

午前＞

A会場 (粒子状物質1 (分析・測定手法) / 粒子状物質2 (現象解明・事例解析))
座長: 早崎 将光 (日本自動車研究所)
◯PHAM Kim Oanh (Asia Center for Atmospheric Pollution
Research/Kanazawa University), HARA Akinori, ZHAO
日本西部の農村部と都市部の大気汚染物質の長 JiaYe (Kanazawa University), MATSUZAKI Hiroshi,
1A0945
距離輸送の影響
ODAJIMA Hiroshi (Fukuoka National Hospital),
HAYAKAWA Kazuichi, NAKAMURA Hiroyuki
(Kanazawa University)
1A1000

◯中尾 賢志, 秋田 耕佑, 浅川 大地, 船坂 邦弘 (大阪市立
都市環境における大気中降下ばいじんからのマ
環境科学研究センター), 尾﨑 麻子 (大阪健康安全基盤
イクロプラスチックの検出
研究所), 桝元 慶子 (大阪公立大), 奥田 哲士 (龍谷大)
◯米持 真一 (埼玉県環境科学国際セ), 城 裕樹 (さいた
ま市健康科学研究セ), 大河内 博 (早稲田大), 佐坂 公規
(埼玉県環境科学国際セ), 曽根 倫成, 杉山 敦史 (吉野電
化工業), 呂 森林, 胡 雪峰 (上海大)

1A1015 道路沿道における大気磁性粒子の特徴

1A1030

◯中山 智喜, 原田 龍 (長崎大), 前田 卓磨 (長崎大/長崎
2020年夏季に沖縄および長崎に飛来した西之島
県), 新垣 雄光, 山田 広幸 (琉球大), 池盛 文数 (名古屋
火山起源の粒子の物理化学特性
市), 坪木 和久 (名古屋大)

座長: 伏見 暁洋 (国立環境研究所)
1A1045

◯吉野 彩子, 高見 昭憲, 清水 厚, 佐藤 圭 (国立環境研究
2020年春季の福岡市におけるPM高濃度日の事例
所), 早川 和一, 唐 寧, 中村 裕之, 原 章規 (金沢大), 小田
報告
嶋 博 (福岡病院)

日本における大気汚染物質のバックグラウンド
◯早川 和一, 中村 裕之 (金沢大), 高見 昭憲 (国環研), 小
1A1100 モニタリングサイト福江島と能登半島の比較 ー
田嶋 博 (福岡病院)
2020-2021年のPM2.5と多環芳香族炭化水素類 ー
1A1115

北海道におけるPM2.5中バイオマス燃焼由来物
質の挙動

◯大塚 英幸, 芥川 智子 (北海道立総合研)

1A1130

大阪府内におけるPM2.5成分の10年間の濃度変
化及びPMF法を用いた発生源の影響評価

◯西村 理恵 (大阪環農水研), 浅川 大地 (大阪市環科研),
武田 知也, 中戸 靖子 (大阪環農水研)

1A1145 SPM時間値に関するデータマイニングの試み

◯竹内 淨, 秋山 真央, 佐々木 秀平, 神代 裕一郎 (高千穂
大)

B会場 (VOC / 有害化学物質 / 反応)
座長: 熊谷 貴美代 (群馬県衛生環境研究所)
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1B0945

埼玉県で測定されたVOC成分の長期トレンドの ◯大原 利眞, 市川 有二郎, 佐坂 公規 (埼玉県環境科学
構造解析
国際センター)

1B1000

高時間分解測定に基づく短寿命BVOCの実態把
握

◯市川 有二郎 (埼玉県環境科学国際センター), 野尻 喜
好 (埼玉県環境検査研究協会), 佐坂 公規 (埼玉県環境科
学国際センター)

常時監視データを用いた関東地域のバックグラ
◯星 純也, 橳島 智恵子, 齊藤 伸治 (東京都環境科学研
1B1015 ウンド地点の検討と伊豆大島におけるバックグ
究所)
ラウンドVOC濃度の観測
1B1030

夏季における都内大気環境中のエタノール等
VOC多成分調査

◯橳島 智恵子, 星 純也, 高橋 和清, 永妻 はな子 (東京都
環境科学研究所)

座長: 奥村 智憲 (大阪府立環境農林水産総合研究所)
1B1045

首都圏市街地からの植物起源VOC放出の影響評 ◯國分 優孝, 高橋 和清, 星 純也 (都環研), 谷 晃 (静岡県
立大)
価
◯張 庭維, 岡本 啓志, 谷 晃 (静岡県立大)

1B1100 ヤシ科の葉切片を用いたイソプレン測定

1B1115

1B1130

植物によるVOC吸収モデルの開発と複数の植物
◯山根 水月, 谷 晃 (静岡県立大)
種の顕微鏡画像を用いた葉内抵抗の比較
福岡市における有害大気汚染物質モニタリング ◯副田 大介, 中島 亜矢子, 島田 友梨 (福岡市保健環境
調査結果の解析
研究所)

イソプレン由来の反応中間体化合物と二酸化硫
◯秦 寛夫 (産総研), 星野 翔麻 (東京理科大), 藤田 道也,
1B1145 黄の化学反応に起因する微小粒子状物質の生成
戸野倉 賢一 (東京大)
と大気質への影響
C会場 (若手・学生セッション1)
座長: 浅川 大地 (大阪市立環境科学研究センター)
1C0930

群馬県における光化学オキシダントとの関連に ◯坂本 祥一, 熊谷 貴美代, 田子 博 (群馬県衛生環境研
着目した揮発性有機化合物観測調査
究所)

1C0941

群馬県伊勢崎市における浮遊粒子状物質（SPM）の ◯曽 路喬, 鈴木 路子 (東京福祉大学), 神宮 直人 (グ
リーンブルー)
挙動

1C0952

大阪府における重回帰分析モデルによる粒子状 ◯松本 真弥, 石上 理恵, 平田 悠人, 嶋津 治希 (近畿大
物質の濃度予測
学)

1C1003

石炭・バイオマス混合ガス化由来タール中の
PAHsの毒性評価

◯王 イセイ, 王 青躍 (埼玉大)

1C1014 さいたま市における秋季花粉の飛散挙動の調査 ◯齊藤 悠真, 王 青躍, 王 イセイ (埼玉大)
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◯王 一澤, 大河内 博, 吉田 昇永, 速水 洋 (早稲田大), 竹
内 政樹 (徳島大), 反町 篤行 (東洋大), 藤井 佑介, 竹中
大気中マイクロプラスチックの起源・動態・健 規訓 (大阪公立大), 山口 高志 (北海道立総合研), 勝見
1C1025
康影響（6）:雲水中マイクロプラスチック
尚也 (石川県立大), 松木 篤 (金沢大), 梶野 瑞王, 足立 光
司 (気象研), 石原 康宏, 岩本 洋子 (広島大), 新居田 恭弘
(パーキンエルマージャパン)
座長: 関口 和彦 (埼玉大学)
1C1036

大気中マイクロプラスチック調査手法確立のた ◯佐々木 博行 (ACAP), 松谷 亮 (新潟県), 二見 真理
めの基礎的研究
(ACAP), 遠藤 智美, 平野 瑞歩 (JESC), 髙橋 司 (新潟県)

◯北野 洸太朗 (大阪公立大), 稲次 由香莉 (大阪府立大),
大阪における全大気降下物中に含まれるマイク 藤井 佑介, 竹中 規訓 (大阪公立大), 吉田 昇永, 谷 悠人,
1C1047
大河内 博 (早稲田大), 新居田 恭弘 (パーキンエルマー
ロプラスチックの測定
ジャパン)
A comprehensive study of PM2.5 in Ho Chi Minh
1C1058
City, Vietnam

◯TRAN Thi Minh Ngoc (Osaka Prefecture University),
FUJII Yusukei (Osaka Metropolitan University), HIEN To
Thi, MINH Tran Hoang (Vietnam National University),
TAKENAKA Norimichi (Osaka Metropolitan University).

1C1109

金沢市の住宅室内における多環芳香族炭化水素 ◯ちょう せん, 張 昊, おう えん, ばい ほうそ (金沢大),
の汚染特徴及び影響因子
張 露露 (湖北工業大/金沢大), 唐 寧 (金沢大)

1C1120

コロナ禍におけるバングラデシュ・ダッカの
PM2.5中のアンモニウムイオンの発生源の変化

◯加藤 累, 川島 洋人 (秋田県立大), JOY Khaled
Shaifullah, FARAH Jeba, SALAM Abdus (ダッカ大)

座長: 中村 篤博 (日本大学)
◯ZHANG Hao, ZHANG Xuan, WANG Yan, BAI Pengchu
(Kanazawa University), ZHANG Lulu (Hubei University of
Technology/Kanazawa University), HAN Chong
(Northeastern University), WANG Qimin, SUN Zhuolun,
CAI Yunping (Shenyang Institute of Engineering), NAGAO
Seiya, TANG Ning (Kanazawa University)

1C1131 中国瀋陽における大気汚染の長期変動解析

1C1142

室内光照射下における二酸化塩素ガスからの
SOA生成とその含有成分の調査

1C1153 凍結濃縮反応による臭素の生成と放出

1C1204

1C1215

◯堂畑 幸太郎, 関口 和彦 (埼玉大)
◯越口 蒼士 (大阪公立大), 中西 皓哉 (大阪府立大), 竹
中 規訓, 藤井 佑介 (大阪公立大)

給油時燃料蒸発ガスのリアルタイム排出流量計
◯山本 紘平, 山田 裕之 (東京電機大)
測
キャニスターGC-MSのループインジェクターと ◯林 啓人 (大阪工業大), 板野 泰之 (大阪市環境科学研
しての応用
究センター), 藤森 啓一 (大阪工業大)

D会場 (若手・学生セッション2)
座長: 荒木 真 (大阪大学)
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1D0930

スギの細根から放出される有機炭素の滲出速度 ◯玉置 美聡, 田中 亮志, 伊豆田 猛, 渡辺 誠 (東京農工
と光合成速度の関係
大)

1D0941

樹液流の計測に基づくコナラ林とスギ林のオゾ ◯田中 亮志, 松田 和秀, 伊豆田 猛, 渡辺 誠 (東京農工
ン吸収量の推定
大)

1D0952

◯松本 涼太, 徐 懋 (東京農工大), 佐瀨 裕之 (アジア大
大気－森林間のアンモニア交換：林上および林
気汚染研究センター), 反町 篤行 (東洋大), 松田 和秀
床における濃度勾配観測(2)
(東京農工大)

1D1003

キャノピー濃度勾配法を用いた森林におけるオ ◯山崎 萌香, 渡辺 誠 (東京農工大), 高木 健太郎 (北海
ゾンフラックス測定手法の開発（2）
道大), 松田 和秀 (東京農工大)

◯矢田 茂久, 加藤 俊吾 (東京都立大), 和田 龍一 (帝京
科学大), 大河内 博 (早稲田大), 三浦 和彦 (東京理科大/
1D1014 富士山頂の夏季におけるCO, O3濃度の長期観測
富士山環境研究センター), 土器屋 由紀子 (富士山環境
研究センター), 鴨川 仁 (静岡県立大)
1D1025

◯大西 佑樹 (大阪公立大), 松木 篤 (金沢大), 佐藤 啓市
能登半島珠洲における大気汚染物質の経年変動
(アジア大気汚染研究センター), 椎木 弘, 定永 靖宗 (大
解析
阪公立大)

座長: 森川 多津子 (日本自動車研究所)
1D1036

地表面観測データにおける降水量とPM2.5の関
係

1D1047

大阪府堺市の中心部におけるNO2フラックスの変動 ◯岡村 沙南, 植山 雅仁 (大阪公立大), 高橋 けんし (京
都大)
解明に関する渦相関観測

◯藤野 梨紗子, 宮本 佳明 (慶應義塾大)

長期大気質シミュレーションに基づく関西・関
◯前川 哲平, 嶋寺 光 (大阪大), 茶谷 聡 (国環研), 荒木
1D1058 東地方のオゾン経年変化要因の解析：気象経年
真, 松尾 智仁, 近藤 明 (大阪大)
変化の影響
1D1109

◯平井 賢治, 嶋寺 光, 荒木 真 (大阪大), 櫻井 達也 (明星
Sulfur trackingモデルを用いた船舶燃料油硫黄分
大), 茶谷 聡 (国環研), 速水 洋 (早稲田大), 板橋 秀一 (電
規制強化による瀬戸内地域の大気質変化の評価
中研), 松尾 智仁, 近藤 明 (大阪大)

1D1120

簡易センサーを用いた沿道大気質の時空間変動 ◯中川 雅也, 高倉 悠太郎, 松尾 智仁, 嶋寺 光, 近藤 明
測定データによるCFDモデルの再現性評価
(大阪大)

座長: 櫻井 達也 (明星大学)
大気質モデルを用いたインドシナ諸国における
◯李 安琪, 嶋寺 光, LUONG Viet Mui, 松尾 智仁, 近藤
1D1131 PM2.5汚染に対する人為発生源部門別寄与の解
明 (大阪大)
析
1D1142

大気質モデルを用いたインドにおける発生源部
◯北川 侑樹, 嶋寺 光, 松尾 智仁, 近藤 明 (大阪大)
門別の地域・越境PM2.5汚染に対する寄与評価

大気質モデルを用いた東南アジアにおける
1D1153 PM2.5汚染に対する屋外バイオマス燃焼寄与の
解析

◯望月 大地, 嶋寺 光, LUONG Viet Mui, 松尾 智仁, 近藤
明 (大阪大)
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1D1204

1D1215

大気質モデルを用いた日本における硝酸塩の動 ◯小森 直哉, 嶋寺 光 (大阪大学), 高見 京平 (KANSOテ
態に対する海塩粒子・土壌性ダストの影響評価 クノス), 松尾 智仁, 近藤 明 (大阪大学)
「平成26年8月豪雨」を対象とした気象シミュ
◯藤原 梨花, 嶋寺 光, 松尾 智仁, 近藤 明 (大阪大)
レーションにおける海面水温に対する感度解析
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ポスター発表 ＜第１日目

９月１４日（水）

午後＞

会場：学術交流会館、コアタイム：13:00-14:15 (奇数番号) / 14:15-15:30 (偶数番号)
ポスター発表の講演番号は"P-"に続いて3桁の通し番号で表しています。
演者の氏名の前に○を付しています。
#印は、若手・学生ポスター賞の審査対象であることを示します。

P-001

熱分解-CAPS法による総窒素酸化物測定装置の
開発

P-002

オゾン生成に対する自然エミッションとエアロ ◯黎 珈汝 (京都大/国環研), 河野 七瀬 (近畿大), 坂本 陽介
ゾルによるHO2/RO2取り込みの影響ーー2020年 (京都大/国環研), 村野 健太郎 (京都大), 佐藤 圭 (国環研),
京都における夏季観測を例として
中山 智喜 (長崎大), 梶井 克純 (京都大/国環研)

P-003

富山県上空における過酸化水素およびホルムア ◯渡辺 幸一, 長村 遥, 茶谷 通世, 三辻 奈波, 牧 ちさと, 中
ルデヒド濃度の測定
西 彩水, 千村 勘二 (富山県立大)

P-004

◯熊谷 貴美代, 坂本 祥一, 田子 博 (群馬県衛生環境研究
全国における近年の光化学オキシダント経年変
所), 高取 惇哉 (滋賀県琵琶湖環境科学研究センター), 菅田
化傾向
誠治 (国立環境研究所)

P-005

島根県における光化学オキシダント生成に関わ ◯江角 敏明, 倉橋 雅宗, 小原 幸敏, 草刈 崇志 (島根県保健
るVOCs及びアルデヒド類調査
環境科学研究所)

P-006

◯鶴丸 央 (東京都環境科学研究所)

千葉県における光化学オキシダントの濃度推移
◯根本 創紀 (千葉県環境研究センター)
と特徴

◯塩路 貴大 (大阪公立大), 大原 和 (大阪府立大), 松本 淳
(早稲田大), 猪俣 敏, 谷本 浩志 (国立環境研), 加藤 俊吾 (東
京都立大), 椎木 弘, 定永 靖宗 (大阪公立大)

P-007# 都市域における有機硝酸の連続観測

◯村岡 達也, 定永 靖宗 (大阪公立大), 野尻 亮太, 大原 和
(大阪府立大), 河野 七瀬 (近畿大/京都大), 黎 珈汝 (京都大),
2020 年夏季京都市内におけるオゾン生成レジー 坂本 陽介 (京都大/国立環境研), 中嶋 吉弘 (東京農工大), 佐
P-008#
ムの実測による評価
藤 圭 (国立環境研), 加藤 俊吾 (東京都立大), 中山 智喜 (長
崎大), 松岡 雅也, 椎木 弘 (大阪公立大), 梶井 克純 (京都大/
国立環境研)
P-009

機械学習を用いた光化学Ox対策検討のための
CMAQ代理モデル構築の試み

P-010#

広域大気輸送モデルを用いた光化学オゾン生成 ◯伊藤 光一 (東京大), 秦 寛夫, 井上 和也 (産総研), 戸野倉
の前駆物質としての芳香族化合物の解析
賢一 (東京大)

◯冨田 幸佳, 森川 多津子, 伊藤 晃佳 (日本自動車研究所)

◯山田谷 佳明 (茨城大), 林 健太郎 (東京電機大), 森川 多津
大気シミュレーションを用いた2050年のO3及び 子 (日本自動車研究所), 山田 裕之 (東京電機大), 田中 光太
P-011# PM2.5の濃度に対する国内発生源・越境輸送の 郎 (茨城大), 岡山 紳一郎 (日産自動車), 柴田 芳昭 (大気環
感度解析
境総合センター), 渡辺 宏江 (日産自動車), 木所 徹 (トヨタ
自動車)
P-012

畜舎から排出される揮発性有機化合物の除去技 ◯相澤 有香, 宮崎 あかね (日本女子大), 黒田 久雄 (茨城
術の開発 (2)
大), 田中 伸幸 (電力中央研究所)

P-013

埼玉県内における近年の大気中VOCの動向(2)

◯佐坂 公規, 市川 有二郎 (埼玉県環境科学国際センター)
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P-014

農業生産工程管理（GAP）認証に向けた取り組
◯田中 伸幸 (電力中央研究所), 相澤 有香, 宮崎 あかね (日
みが畜産に由来する揮発性有機化合物の排出量
本女子大)
や組成に与える影響

P-015

老人ホーム個室における居住者及びスタッフの ◯田中 伸幸 (電力中央研究所), 撫中 達司 (東海大), 服部 俊
行動が室内空気質に与える影響
一, 岩松 俊哉, 三浦 輝久, 堤 富士雄 (電力中央研究所)

P-016

ICP-MS/MSによる大気中UFPに含まれる無機元
素成分分析の基礎的検討

P-017

タイヤ摩耗粉塵のリアルタイム計測法の開発 第
◯利根川 義男 (日本自動車研究所)
2報

P-018# FIB-ToF-SIMSを用いた肺胞沈着DEPの成分分析

P-019#

P-020#

P-021

◯岩山 直樹, 宝輪 勲, 星野 健太郎 (静環検査センター)

◯土田 翔慶, 加藤 望亜, 伊勢 麻奈美, 黒松 聖冬, 友綱 隼,
森田 真人, 坂本 哲夫 (工学院大)

◯樫本 真央, 松田 絵里奈, 木下 京輔, 竹田 大登, 水口 仁志
大気中マイクロプラスチック分析における前処
(徳島大), 谷 悠人, 大河内 博 (早稲田大), 田中 秀治, 竹内 政
理の迅速化
樹 (徳島大)
大気中マイクロプラスチック分析におけるGPC◯小池 洋平, 亀田 貴之 (京都大)
FTIR法適用の検討
光散乱式PM測定法への環境影響 -季節と周辺環
◯山田 裕之, 野口 翔太, 田邉 徹 (東京電機大)
境-

◯弓場 彬江 (ACAP), 高橋 克行 (JESC), 吉村 有史 (JESC),
柴崎 みはる (JESC), PHAN Kim Onah (ACAP), 佐藤 啓市
(ACAP)

P-022

PM2.5自動測定機テープろ紙の手分析による
PM2.5成分1時間値を用いた成分変動解析

P-023

大気中の有機化合物捕集に適した新規オゾンデ ◯浅川 大地 (大阪市環科研), 中村 実沙子 (大阪健康安全基
ニューダーの開発
盤研)

P-024#

2種類の連続型PM2.5個人曝露測定器の比較検討
◯三浦 里佳, 中井 里史 (横浜国立大)
試験

P-025

新潟市郊外におけるPM2.5中のシュウ酸濃度の
特徴

◯桃井 拓也, 佐藤 啓市, 霍 銘群, 弓場 彬江, 二見 真理 (ア
ジア大気汚染研究センター), 高橋 司 (保環研), 箕浦 宏明
(アジア大気汚染研究センター/名古屋商科大学)

P-026

関東甲信静におけるPM2.5のキャラクタリゼー
ション（第13報）

◯長谷川 就一 (埼玉県環境科学国際センター), 関東地方
大気環境対策推進連絡会微小粒子状物質・光化学オキシ
ダント調査会議

P-027

状態空間モデルを用いたPM2.5濃度変動解析と
誤差推定

P-028

新潟市におけるPM2.5有機指標成分の特徴と
PMFモデルによる発生源寄与解析

◯髙橋 司 (新潟県保健環境科学研究所), 佐藤 啓市, 霍 銘
群 (アジア大気汚染研究センター), 箕浦 宏明 (名古屋商科
大), 弓場 彬江, 二見 真理, 桃井 拓也, 桐山 悠祐 (アジア大
気汚染研究センター), 中田 誠 (新潟大)

P-029#

都市大気および自由対流圏大気中PM2.5および
PM1の質量濃度と化学組成の特徴(2)

◯周 雪婷, 井田 亮汰, 村田 克, 久保田 裕仁, 大河内 博 (早
稲田大), 米持 真一 (埼玉県環境科学国際センター)

◯福島 聡 (山陽小野田市立山口東京理科大学)

— 33 —

P-030

気温逆転層形成時の地上近傍におけるPM2.5・
O3鉛直分布

P-031

低温環境におけるガソリン自動車排出ガスを導
入した光化学スモッグチャンバー内のPMとPN ◯萩野 浩之, 内田 里沙 (自動車研)
の比較

P-032

◯早崎 将光, 伊藤 晃佳 (日本自動車研)

2021年に観測された沿道・市街地におけるナノ
◯萩野 浩之, 森川 多津子, 早崎 将光 (自動車研)
粒子個数の濃度変動特性
◯釜谷 光保, 齊藤 伸治, 東野 和雄 (東京都環境科学研究
所)

P-033

東京都におけるPM2.5中無機元素成分－2019、
2020年夏季の比較－

P-034

秋季の神奈川県における大気エアロゾル中の有
◯中村 篤博 (日本大学)
機態窒素

P-035

劣化したスレート波板からのアスベスト飛散実 ◯板野 泰之, 酒井 護, 中尾 賢志, 花田 拓也 (大阪市立環境
態について
科学研究センター)

P-036#

インパクタ付きフィルターパック法による
PM2.5中無機元素の解析事例

P-037# 2021年黄砂飛来時のSPMデータ解析

◯佐々木 博行 (アジア大気汚染研究センター), 家合 浩明
(新潟県)
◯秋山 真央, 佐々木 秀平, 神代 裕一郎, 竹内 淨 (高千穂大)

◯谷 悠人, 大河内 博, 吉田 昇永, 速水 洋 (早稲田大), 竹内
政樹, 樫本 真央 (徳島大), 反町 篤行 (東洋大), 藤井 佑介, 竹
大気中マイクロプラスチックの起源・動態・健 中 規訓, 北野 洸太朗 (大阪公大), 山口 高志 (北海道立総合
P-038#
研究機構), 勝見 尚也 (石川県大), 松木 篤 (金沢大), 梶野 瑞
康影響（5）
王, 足立 光司 (気象研), 石原 康宏, 岩本 洋子 (広島大), 新居
田 恭弘 (パーキンエルマー)
P-039#

◯篠崎 大樹, 大河内 博, 速水 洋 (早稲田大), 加藤 俊吾 (東
森林由来一次・二次有機エアロゾルの動態と豪
京都立大), 和田 龍一 (帝京科学大), 勝見 尚也 (石川県立
雨形成に及ぼす影響 (4)
大), 松木 篤 (金沢大)

P-040#

大気中フミン様物質の動態・起源・環境リスク ◯篠原 和将, 大河内 博, 速水 洋 (早稲田大), 勝見 尚也 (石
に関する研究 (5)
川県大), 松木 篤 (金沢大)

◯石川 翔, 大河内 博, 梶川 友貴 (早稲田大), 島田 幸治郎
(早稲田大/琉球大), 長谷川 朝香, 篠崎 大樹, 篠原 和将, 内田
カンボジア・シェムリアップ―アンコール地域
悦生, 中川 武 (早稲田大), 中野 孝教 (地球研), 松井 敏也 (筑
P-041# における大気汚染と熱帯性豪雨の化学組成に及
波大), 石塚 充雅 (JASA), 荒井 豊明 (トランステック), 宇田
ぼす影響（3）
川 智 (東京ダイレック), PHORSDA Phul, LAY Poty, HANG
Peou (アプサラ機構)

P-042

◯王 琰, ZHANG Hao, ZHANG Xuan, BAI Pengchu
シンガポールにおける大気中多環芳香族炭化水 (Kanazawa University), ZHANG Lulu (Hubei University of
素及びニトロ多環芳香族炭化水素の汚染特徴と Technology/Kanazawa University), POINTING Stephen Brian
リスク評価
(National University of Singapore), NAGAO Seiya, TANG Ning
(Kanazawa University)

P-043

◯BAI Pengchu, ZHANG Hao, ZHANG Xuan, WANG Yan
(Kanazawa University), ZHANG Lulu (Hubei University of
黄砂飛来時に輪島で観測された大気中水溶性イ
Technology/Kanazawa University), NAGAO Seiya (Kanazawa
オンの濃度と組成変化
University), CHEN Bin (Chinese Academy of Sciences), TANG
Ning (Kanazawa University)
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P-044

P-045

P-046

瀬戸内海離島における小型測定器を用いた微小 ◯伊藤 武志, 益崎 智成, 野口 隆, 谷口 太陽, 大根田 浩久
粒子状物質解析
(弓削商船高専), 岡本 渉, 山崎 高幸, 松見 豊 (名古屋大)
ベトナムハノイ道路近傍におけるPM0.1、PM2.5
◯黒土 優太, Truong Thi Huyen, 関口 和彦 (埼玉大)
中化学成分の季節変動と粒子成長
山岳域における霧水および積雪中の化学成分の ◯渡辺 幸一, 中西 彩水, 牧 ちさと, 三辻 奈波, 茶谷 通世,
特徴
増田 竜之, 森藤 孝太朗 (富山県立大)
◯久恒 邦裕 (名古屋市環境科学調査センター), 豊岡 久美
子 (茨城県霞ケ浦環境科学センター), 加藤 真美 (石川県保
健環境センター), 大原 真由美 (大気環境学会中国四国支
部)

P-047

全国酸性雨調査 (115) ―湿性沈着―

P-048

◯宮崎 康平 (福岡県保環研), 藤井 未希 (島根県保環研), 横
全国酸性雨調査(116)－乾性沈着(フィルターパッ
田 哲郎 (長崎県環保研), 藍川 昌秀 (北九市大), 向井 人史
ク法による粒子･ガス成分濃度)－
(国環研)

P-049

◯山口 高志 (北海道立総合研究機構), 渡邊 一史 (山形県環
全国酸性雨調査(117)-大気中アンモニア濃度低下
境科学研究センター), 村野 健太郎, 徳地 直子 (京都大), 弓
傾向について場 彬江 (アジア大気汚染研究センター)

P-050

全国酸性雨調査(118)
計）－

－乾性沈着（沈着量の推

P-051# 日本に強酸性降水をもたらす気塊の流入経路

◯家合 浩明 (新潟県保健環境科学研究所), 岩永 恵 (山口県
環境保健センター), 松田 和秀 (東京農工大), 工平 晴俊, 武
蔵 沙織, 風見 千夏 (千葉市環境保健研究所)
◯加藤 悠平 (新潟大), 大泉 毅, 佐瀨 裕之 (アジア大気汚染
研究センター), 中田 誠 (新潟大)
◯山口 高志, 野口 泉, 丹羽 忍 (北海道立総合研究機構), 小
南 靖弘 (農業・食品技術総合研究機構), 岡田 啓嗣 (北海道
大), 木村 賢人 (帯広畜産大)

P-052

北海道の積雪中の大気汚染成分蓄積量変化
（1988-2021年）

P-053#

富士山麓におけるドローン採取による単一雲滴 ◯神谷 祐翔, 南齋 勉 (静理工大), 山本 祐志 (グリーンブ
中の硫酸塩定量
ルー), 大河内 博 (早稲田大)

P-054#

P-055#

P-056#

単一雨滴中の硫酸塩分析による雨雲成長過程の
◯古田 歩夢, 白倉 将貴, 南齋 勉 (静理工大)
検討
PVAハイドロゲルを用いた単一雨滴中の硝酸塩
◯表田 健臣, 小土橋 陽平, 南齋 勉 (静理工大)
分析手法の開発

富士山頂と富士山5合目太郎坊におけるNO、
NO2、NOy濃度の計測

◯佐藤 颯人, 和田 龍一 (帝京科学大), 定永 靖宗 (大阪府立
大), 加藤 俊吾 (東京都立大), 大河内 博 (早稲田大), 森 樹大
(東京大), 三浦 和彦 (東京理科大/富士山環境研究セ), 小林
拓 (山梨大), 鴨川 仁 (静岡県立大), 皆巳 幸也 (石川県立大),
松見 豊 (名古屋大), 梶野 瑞王 (気象研), 松本 淳 (早稲田
大), 米村 正一郎 (県立広島大), 速水 洋 (早稲田大), 畠山 史
郎 (アジア大気汚染研究セ)

◯浅見 匠洋, 大河内 博, 速水 洋 (早稲田大), 井川 学 (神奈
首都圏近郊山間部森林域における渓流水の化学 川大), 山田 佳裕 (香川大学), 佐瀨 裕之, 諸橋 将雪 (アジア
P-057#
特性と大気沈着の影響評価（7）
大気汚染研究センター), 中野 孝教 (総合地球環境学研究
所)
P-058

アスベスト対策を目的とした解体工事立入計画 ◯豊永 悟史 (熊本県保健環境科学研究所), 古澤 尚英 (熊本
県人吉保健所), 中島 尚哉, 山形 卓 (熊本県環境生活部)
への指導履歴活用の試み
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P-059

大阪府における大気粉じん中の六価クロム化合
物のモニタリング結果と測定方法の誤差要因に ◯武田 知也, 塩釜 誠, 西村 理恵 (大阪府環農水研)
ついて

P-060#

都市大気中および雨水中農薬の実態解明と個人 ◯駒場 啓祐, 大河内 博 (早稲田大), 鈴木 美成 (国立医薬品
暴露評価のためのウェラブルサンプラーの開発 食品衛生研究所), 川嶋 文人 (愛媛大)

P-061#

◯藤川 真智子, 大河内 博, 石川 翔, 駒場 啓祐, 原 圭一, 高
パーソナルケア商品中のマイクロカプセルの同
木 牧子 (早稲田大), 宮川 慎司 (万生マーケティング), 新居
定と健康・環境影響評価（3）
田 恭弘 (パーキンエルマージャパン)

P-062

◯余田 佳子 (兵庫医科大), 二村 綾美, 大下 佳恵, 高石 豊
兵庫県尼崎市における一般家屋内外の粒子状物
(兵庫県環境研究センター), 蓮沼 英樹, 島 正之 (兵庫医科
質およびオゾン濃度
大/エコチル調査兵庫ユニットセンター)
◯入鹿 拓海, 工藤 慎治 (滋賀県大)

P-063# 路面からの再浮遊粒子中の化学組成の相関

P-064

福島県における大気中のメタン濃度の変動につ
◯蛭田 真史, 大竹 俊史, 國井 芳彦 (福島県環境創造セ)
いて

P-065

船舶燃料油硫黄分規制強化に伴うSO2及び硫酸
塩の濃度変化

P-066

化学輸送モデルと双方向フラックスモデルを用
いた東アジアの施肥由来NH3排出量の推計と既 ◯桐山 悠祐, 黒川 純一, 佐藤 啓市 (ACAP)
存インベントリとの比較

P-067

能登及び福江におけるPM2.5及びBCの越境輸送 ◯猪股 弥生, 松木 篤 (金沢大), 梶野 瑞王 (気象研), 千木良
の経年変動
祐貴 (金沢大), 兼保 直樹 (産総研), 瀬戸 章文 (金沢大)

P-068#

中国における大気汚染状況及び大気質モデルの ◯中島 佑太, 林 正源, 櫻井 達也 (明星大), 茶谷 聡 (国立環
再現性に関する研究
境研究所)

P-069

東アジアのPM2.5成分による健康への影響

P-070#

台風時における大気エアロゾル中の海塩粒子に
◯蔵元 里佐子, 平安 瞳, 知念 夢乃, 新垣 雄光 (琉球大)
関する研究

◯吉村 有史, 遠藤 智美, 高橋 克行 (日本環境衛生セン
ター)

◯霍 銘群, 山下 研, 佐藤 啓市 (ACAP)

P-071

EANET 分析機関間比較調査におけるカルシウム ◯二見 真理, 弓場 彬江, 桐山 悠祐, 佐々木 博行, 大泉 毅,
イオン分析誤差の発生要因の検討
佐藤 啓市 (ACAP)

P-072

ブレーキ粉塵の健康影響評価に適したモデル動 ◯細谷 純一, 萩野 浩之, 森川 多津子, 伊藤 剛 (日本自動車
物の検討
研究所)

P-073

ディーゼル排気粒子抽出物のin vitro毒性プロ
ファイリング

P-074

生活日用品中マイクロカプセルの細胞有害性評 ◯杉岡 知樹 (慶應大), 岩田 歩 (慶應大/気象研究所), 奥田
価に向けた検討
知明 (慶應大)

◯鈴木 剛, 道中 智恵子, 古山 昭子, 藤谷 雄二 (国環研)
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P-075

A549細胞への大気粒子の曝露による遺伝子発現の
◯齊藤 響, 岡本 拓真, 奥田 知明 (慶應大)
RT-qPCR 解析

P-076#

抗がん剤治療による嗅覚異常と化学物質過敏症
◯肇 璐琦, 奥田 知明 (慶應大)
の関連の調査

P-077

大気汚染曝露評価のための統計モデル構築にお
◯山本 浩平, 坂口 淳, 辻本 昌礼, 亀田 貴之 (京都大)
ける機械学習手法の比較

P-078

大気中の超微小粒子による健康影響の論文調査 ◯堺 温哉, 伊藤 剛 (日本自動車研究所)

P-079#

異なる濃度指標を用いた環境健康影響評価
(Health Impact Assessment)に関する検討

P-080

短時間ソーク後の小型使用過程車（ハイブリッ ◯岡田 めぐみ, 舟久保 千景, 陸田 雅彦, 山﨑 実, 佐藤 友規,
ド車）からのVOC排出量
柳井 孝一, 矢波 清, 我部 正志 (都環研)

◯尹 梦玥, 丸山 隆太, 中井 里史 (横浜国立大)

P-081

自動車排出量の年減少傾向と排出規制による削
◯北山 響, 茶谷 聡 (国立環境研究所)
減効果

P-082

数値流体力学（CFD）を用いた自動車燃料タン
クからの燃料蒸発ガス排出挙動の解析

◯能村 弦太, 藤田 道也 (東京大), 秦 寛夫 (産業技術総合研
究所), 山田 裕之 (東京電機大), 戸野倉 賢一 (東京大)

P-083

2018年度版 PM2.5等大気汚染物質排出インベン
トリ更新の取り組み 1. 遡及改定の検討

◯笛木 章亘 (NTT データCCS), 森川 多津子 (日本自動車研
究所), 新田 竜太, 佐藤 厚 (数理計画), 梅崎 良樹, 小島 建太
(社会システム)

P-084

2018年度版 PM2.5等大気汚染物質排出インベン
トリ更新の取り組み 2. PM2.5発生源プロファ
イルとBC排出量

◯森川 多津子 (日本自動車研究所), 笛木 章亘 (NTTデータ
CCS), 新田 竜太, 佐藤 厚 (数理計画), 梅崎 良樹, 小島 建太
(社会システム)

P-085

マップ調査と排出インベントリにおける固定燃
◯森川 多津子 (日本自動車研究所), 茶谷 聡 (国立環境研究
焼発生源情報の直接比較、(2)大気質モデル計算
所)
結果

P-086#

ボックスモデルを用いた乳牛舎におけるアンモ
◯奥田 庸, 徐 懋, 松田 和秀 (東京農工大)
ニア排出量の簡易推計

P-087

国内都市域における反応性窒素沈着挙動の評価 ◯秦 寛夫, 井上 和也, 林 彬勒, 恒見 清孝 (産総研)

P-088#

森林におけるエアロゾルの粒径別沈着速度評価 ◯大内 菜々子 (東京農工大), 反町 篤行 (東洋大), 松田 和秀
のための濃度勾配測定
(東京農工大)

P-089#

森林におけるエアロゾルの粒径別鉛直プロファ ◯村田 尚弥 (東京農工大), 反町 篤行 (東洋大), 松田 和秀
イルに与える吸湿性粒子成長の影響
(東京農工大)

P-090

更新版 EANET 乾性沈着抵抗モデルを用いた硫
黄および窒素沈着量の推計

◯多和田 惟吹, 徐 懋, 松田 和秀 (東京農工大), 高木 健太郎
(北海道大)
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P-091#

首都圏近郊山間部における渓流水を通じた微量 ◯阪口 悠宇, 大河内 博 (早稲田大), 中野 孝教 (地球研), 佐
金属元素の流出挙動と大気沈着の影響評価(6)
瀬 裕之, 諸橋 将雪 (アジア大気汚染研究センター)

P-092

茨城県の富栄養湖におけるガス・エアロゾル濃 ◯堅田 元喜 (キヤノングローバル戦略研究所), 大内 孝雄
度と水質の関係性
(茨城県霞ケ浦環境科学センター)

P-093

◯土屋 郷, 岡田 真帆, 平良 千鶴子, 青木 一樹 (東北緑化環
地熱発電所の環境アセスメントを効率化するIoT硫化
境保全), 高橋 知広, 大井 悦史, 高木 幸二郎, 有本 雄美 (株
水素モニタリングシステムの開発
式会社ガステック)

P-094

◯山本 貴士 (国立環境研究所), 岩崎 一晴 (日本エヌ・
AIを用いた位相差顕微鏡画像解析による気中ア
ユー・エス), 飯田 裕貴子, 結城 健一 (環境管理センター),
スベスト繊維の迅速測定に関する基礎的検討(そ
仲地 史裕, 山城 勇人 (日本エヌ・ユー・エス), 豊口 敏之
の2)
(環境管理センター), 寺園 淳 (国立環境研究所)

P-095#

ウェットデニューダーとFIAを組み合わせたSO2
◯川満 直人, 前田 夏穂, 田中 秀治, 竹内 政樹 (徳島大)
測定システムの開発

P-096

風向変動を考慮した1時間平均濃度の予測手法の
◯後藤 和恭, 瀧本 浩史, 佐藤 歩, 小野 浩己 (電中研)
開発

P-097

複雑地形上の気象モデル再現精度に関する検討 ◯小林 謙仁, 瀧本 浩史, 佐藤 歩 (電力中央研究所)

P-098#

◯阿部 健太郎, 櫻井 達也 (明星大), 茶谷 聡 (国立環境研究
関東領域における二次汚染物質を対象とした大
所), 山地 一代 (神戸大), 嶋寺 光 (大阪大), 板橋 秀一 (電力
気質モデルの相互比較検証に関する研究
中央研究所), 森川 多津子 (日本自動車研究所)

P-099

地方環境研究所の研究成果を行政的に活用して ◯豊永 悟史 (熊本県保健環境科学研究所), 小原 大翼 (熊本
いくためには何が必要なのか？（II）：インタ 県環境生活部), 宮崎 康平 (福岡県保健環境研究所), 古澤
ビュー調査による解析
尚英 (熊本県宇城保健所)

P-100

温暖化操作実験による長期高温が植物のVOC放 ◯奥村 智憲 (大阪府立環境農林水産総合研究所), 小杉 緑
出量に与える影響
子 (京都大)

P-101

P-102

新しいWHOの大気汚染ガイドラインに基づいて
◯天谷 和夫 (元・群馬大学)
環境省が実行すべき諸対策
SDGｓ推進本部メンバーとしての環境省が取り
組むべき諸課題についての NGOからの提案

◯天谷 和夫 (元・群馬大学)
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＜第２日目

９月１５日（木）

午前＞

B会場 (移動発生源 / 固定発生源 / 排出インベントリ)
座長: 米持 真一 (埼玉県環境科学国際センター)
世界統一試験サイクルに基づいたブレーキ粉塵
2B0900 排出に対する回生協調ブレーキ制御による低減 ◯萩野 浩之 (日本自動車研究所)
効果の検証
2B0915

世界統一試験サイクルに基づいたブレーキ粉塵 ◯森川 多津子, 萩野 浩之, 細谷 純一, 伊藤 剛 (日本自動
の排出量推計
車研究所)

2B0930

◯佐藤 友規, 陸田 雅彦, 山﨑 実 (東京都環境科学研究
路上走行試験による使用過程大型車からの排出
所), 國領 和夫, 尾形 竹彦 (現代企画社), 秦 寛夫 (産業技
ガスの排出特性①（NOxの高排出条件の解析）
術総合研究所), 星 純也 (東京都環境科学研究所)

2B0945

タイヤ摩耗粉塵を含む非排気由来の粒子排出実 ◯伊藤 晃佳, 利根川 義男, 柏倉 桐子, 冨田 幸佳, 森川
態に関する研究
多津子 (日本自動車研究所)

座長: 池盛 文数 (名古屋市環境科学調査センター)
◯伏見 暁洋 (国環研), 齊藤 勝美 (イサラ研), 藤谷 雄二
民間航空機ジェットエンジンからのオイルナノ (国環研), DURDINA Lukas, ANET Julien G., EDEBELI
2B1000
粒子の排出実態
Jacinta, SPIRIG Curdin, ROTH Manuel (ZHAW), 竹川 暢
之 (東京都立大)
◯長谷川 就一, 米持 真一 (埼玉県環境科学国際セン
ター)

2B1015

東京五輪の交通規制による埼玉県における
NOx・NMHCの変化

2B1030

長期間（2011～2021年）の走行記録に基づく電
◯田中 茂, 原 朋子 (ST Partners)
気自動車の特性評価

2B1045

電気自動車普及による自動車排気ガスCO2 の排出
◯田中 茂, 原 朋子 (ST Partners)
量の算出とその影響

座長: 板橋 秀一 (電力中央研究所)
2B1100 薪ストーブの粒子状物質の排出原単位の把握

2B1115

2B1130

2B1145

◯丹羽 忍 (北海道立総合研)

VOC排出量の経年変化の要因解析とモデル入力
◯茶谷 聡, 北山 響 (国立環境研究所)
データの構築
アジアにおける近年のエネルギー・農業起源メ
◯黒川 純一, 桐山 悠祐 (アジア大気汚染研究センター)
タン排出量の推計
使用過程における電気自動車の電費計測につい ◯陸田 雅彦, 山﨑 実, 佐藤 友規, 柳井 孝一, 我部 正志,
て
矢波 清, 小谷野 眞司, 星 純也 (都環研)

C会場 (輸送・拡散 / 数値解析・モデリング / 地球環境 / 気候変動関連)
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座長: 猪股 弥生 (金沢大学)
◯市川 陽一, 森 雄平, 大花 直也, 鍬口 億登, 田中 紘太
郎 (元・龍谷大), 毛利 英明, 守永 武史 (気象研究所)

2C0900 森の中の大気汚染物質の輸送・拡散

2C0915

成層形成場における非等方乱流モデルを用いた拡
◯佐々木 岳, 米田 次郎 (三菱重工業)
散解析

2C0930

建屋・地形の複合影響を考慮した排ガス拡散予
◯後藤 和恭, 瀧本 浩史, 佐藤 歩, 小野 浩己 (電中研)
測

2C0945

IMPACTモデルの福江島とタスマニア島におけ
◯伊藤 彰記, 宮川 拓真 (海洋研究開発機構)
るエアロゾル溶存鉄の観測データを用いた評価

座長: 森野 悠 (国立環境研究所)
2C1000

VOC濃度と個別成分割合の再現性によるオゾン ◯茶谷 聡 (国立環境研究所), 國分 優孝, 高橋 和清, 星
純也 (東京都環境科学研究所)
濃度計算値への影響

地熱発電所を対象とした着氷予測モデルの開発 2C1015 山間部における拡散パラメータの最適化に向け ◯瀧本 浩史, 佐藤 歩, 小林 謙仁 (電中研)
た検討2C1030

気温上昇が黄砂の発生と輸送に与える影響に関 ◯仲矢 光, 弓本 桂也, 原 由香里 (九州大), 梶野 瑞王 (気
する研究
象研究所)

2C1045

インド北部の藁焼きがもたらす大気環境への影 ◯山地 一代 (神戸大), 林田 佐智子 (地球研/奈良女子
響評価
大), 梶野 瑞王 (気象研)

座長: 南齋 勉 (静岡理工科大学)
WU Feng, HU Tafeng, CAO Junji, GUO Xiao, LI Guohui,
テンゲル砂漠大気中に観測されたバックグラウ ZHANG Ting (Institute of Earth Environment, CAS, China),
2C1100
ンド硝酸塩
YANG Yikun, ZHAO Chuanfeng (Beijing Normal
University, China), ◯張 代洲 (熊本県立大)
2C1115

2C1130

2C1145

北海道におけるゼロクロッシング日数の変化と ◯野口 泉, 鈴木 啓明, 濱原 和広, 山口 高志, 長谷川 祥
適応策
樹, 三上 英敏, 芥川 智子, 小野 理 (北海道立総合研)

リモートセンシングによる地表面温度と地上測
◯久恒 邦裕 (名古屋市環境科学調査センター)
定気温の比較
自由対流圏における氷晶核濃度−2021年夏季の富 ◯村田 浩太郎, 米持 真一 (埼玉県環境科学国際セン
士山頂における観測
ター), 大河内 博 (早稲田大), 鴨川 仁 (静岡県大)

D会場 (測定技術 (一般) / 室内環境 / 沿道環境 / 都市・地域)
座長: 鶴丸 央 (東京都環境科学研究所)
2D0900 GPSゾンデとドローンの気象観測結果の比較

◯佐藤 久成, 笹川 健一, 小野寺 孝典, 江目 順一 (東北緑
化環境保全)
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2D0915

機械学習による光散乱式PM2.5粉じん計の精度
向上とIoT化によるPM2.5の遠隔監視

◯小山 翔, 霜村 浩一, 齋藤 恒生 (柴田科学)

◯鵜野 伊津志 (九州大), 板橋 秀一 (電力中央研究所),
山村 由貴, 中川 修平 (福岡県保健環境研究所), 弓本 桂
也 (九州大), 櫻井 達也 (明星大)

2D0930 福岡都市圏と福江島でのNH3の季節変化

車室内化学物質のスクリーニングに関する研
◯星野 邦広 (ENVサイエンストレーディング), 達 晃一
究：パッシブサンプラーによる研究（その３） (いすゞ自動車/静岡県立大), 徳村 雅弘 (静岡県立大), 榎
2D0945
POD Samplerのアクティブサンプリング法との相
本 剛司 (日本電子)
関性に関する評価エアゾールスプレーで散布された殺虫剤の室内 ◯田中 沙由利 (住友化学/東京大), 的場 好英 (住友化
学), 近藤 裕昭 (産業技術総合研究所), 井原 智彦 (東京
2D1000 挙動予測のための数値流体力学を導入した
Fugacityモデルの開発
大)
座長: 萩野 浩之 (日本自動車研究所)
2D1015

2D1030

路線バスの窓の開け方による換気効果の違い～
◯樋口 直己, 三阪 和弘, 長宗 寧 (グリーンブルー)
小型CO2センサーによる多点測定～
タイヤゴム成分の分析結果を利用した幹線道路 ◯高橋 克行, 柴崎 みはる, 吉村 有史 (日本環境衛生セ
周辺におけるPM2.5の発生源寄与割合の推計
ンター)

2D1045 自動車排出ガス中のアンモニアに関する研究

2D1100

2D1115

◯齊藤 伸治, 鶴丸 央, 陸田 雅彦 (都環研)

自動車交通量と人流の抑制は都市大気の NH3濃 ◯長田 和雄 (名古屋大), 齋藤 伸治, 鶴丸 央 (都環研), 板
度低下に寄与するか？
橋 秀一 (電中研)
トンネル内での測定による車からの水素排出検
◯加藤 俊吾, 佐々木威 (都立大)
討
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＜第３日目

９月１６日（金）

午前＞

A会場 (光化学オキシダント)
座長: 梶野 瑞王 (気象研究所)
長期大気質シミュレーションに基づく関西・関
◯嶋寺 光 (大阪大), 茶谷 聡 (国環研), 荒木 真 (大阪大),
3A0900 東地方のオゾン経年変化要因の解析：基準年に
入江 仁士 (千葉大), 板橋 秀一 (電中研)
おける大気質モデル再現性
3A0915

3A0930

3A0945

長期衛星計測を活用した東アジア域のオゾン感 ◯板橋 秀一 (電中研), 入江 仁士 (千葉大), 嶋寺 光 (大阪
度レジームの推移
大), 茶谷 聡 (国環研)
前駆物質排出削減による地表オゾン濃度の年代
◯井上 和也 (産総研)
別変化傾向～モデル予測と実測の整合性検討～
20kmメッシュオゾン暴露削減効率分布の推定と ◯井上 和也 (産総研), 定永 靖宗 (大阪公立大), 梶井 克
その変動要因
純 (京都大)

座長: 茶谷 聡 (国立環境研究所)
3A1000

3A1015

3A1030

3A1045

大気O3の環境影響評価に向けたモデルバイアス
◯森野 悠, 木村 知里, 永島 達也 (国環研)
補正手法の検討

◯速水 洋, 大河内 博 (早稲田大), 和田 龍一 (帝京科学
関東地域におけるオゾン生成と感度レジーム指
大), 渡辺 幸一 (富山県立大), 米持 真一 (埼玉県環境科
標の関係
学国際センター)

大気シミュレーションを用いた光化学オキシダ
◯伊藤 晃佳, 森川 多津子 (日本自動車研究所)
ントに対する発生源寄与解析
◯佐藤 圭 (国環研), 宮武 宏輔 (京都大), 森野 悠 (国環
模擬大気を用いたスモッグチャンバー実験での
研), 坂本 陽介 (国環研/京都大), 今村 隆史 (国環研/都環
NOxおよびVOCに対するオゾン生成感度
研), 定永 靖宗 (大阪公立大), 梶井 克純 (国環研/京都大)

座長: 坂本 陽介 (京都大学)
3A1100

◯山神 真紀子, 久恒 邦裕 (名古屋市環境科学調査セン
光化学オキシダントにおける気象要因を調整し
ター), 長田 和雄 (名古屋大), 北田 敏廣 (豊橋技術科学
た経年変化の検討
大)
◯河野 なつ美 (国環研/農研機構), 永島 達也, 菅田 誠治
(国環研), 原 政之 (気象庁), 板橋 秀一 (電中研), 茶谷 聡
(国環研)

3A1115 日本域オゾン季節変動の長期変化

◯蓮沼 英樹 (環境情報科学センター/兵庫医科大),
MARTINEZ RIVERA Liliana (法政大), 小林 弘里, 会津
賢治, 大島 一憲, 渋谷 潤 (環境情報科学センター), 板野
泰之 (大阪市立環境科学研究センター), 茶谷 聡 (国立環
境研究所), 長谷川 就一 (埼玉県環境科学国際センター),
山神 真紀子 (名古屋市環境科学調査センター), 星 純也
(東京都環境科学研究所)

3A1130

諸外国の光化学オキシダント対策に関するレ
ビュー(第4報)

3A1145

ケヤキの苗木と成木の個葉におけるオゾン吸収 ◯中寺 美月, 遠藤 渉, 大井 菜ノ香, 八木田 彩乃, 伊豆田
速度とそのモデル解析
猛, 渡辺 誠 (東京農工大)
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B会場 (植物影響)
座長: 米倉 哲志 (埼玉県環境科学国際センター)
◯藁谷 知輝, 高橋 慶, 太田 丹理 (東京農工大), 佐瀬 裕
クロガネモチとシラカシの葉面BC粒子沈着量の 之 (アジア大気汚染研究センター), 村尾 直人, 深澤 達
3B0900
季節変化とその決定要因
矢, 山形 定 (北海道大), 高田 秀重, 渡辺 誠, 伊豆田 猛
(東京農工大)
3B0915

コシアブラ新芽への放射性セシウム蓄積に関す ◯玉置 雅紀, 越川 昌美, 渡邊 未来, 山川 茜, 高木 麻衣,
る研究
林 誠二 (国立環境研究所)

3B0930

水ストレス条件下におけるブナの遺伝子発現解 ◯武田 麻由子, 丸山 朋見 (神奈川県環境科学センター),
析
青野 光子 (国立環境研究所)

3B0945

◯青野 光子 (国環研), 迫田 和馬 (東京大), 中嶋 信美 (国
イネ品種コシヒカリにおけるオゾン耐性の遺伝
環研), 橋田 庸一 (高崎健大), 矢守 航 (東京大), 大政 謙
的・生理的メカニズム
次 (高崎健大)

座長: 山口 真弘 (長崎大学)
3B1000

樹液流の測定高度の違いがスギ成木のオゾン吸 ◯東海 創太, 田中 亮志, 松田 和秀, 伊豆田 猛, 渡辺 誠
収量の推定に与える影響
(東京農工大)

3B1015

◯遠藤 ゆりの, 布施 剛, 張 雅卓 (東京農工大), 米倉 哲
チンゲンサイの収量と品質に対するオゾンと施
志 (埼玉県環境科学国際センター), 渡辺 誠, 伊豆田 猛
肥の単独および複合影響
(東京農工大)

3B1030

都市緑化樹10種の葉のオゾン吸収量の季節変化 ◯大井 菜ノ香, 八木田 彩乃, 藁谷 知輝, 遠藤 渉, 渡辺
と樹種間差異に関する実験的研究
誠, 伊豆田 猛 (東京農工大)

3B1045

植物にオゾン耐性を付与する新規遺伝子の解析 佐治 章子, ◯佐治 光 (国立環境研), 小野 公代, 小野 道
（4）
之 (筑波大), 中嶋 信美, 青野 光子 (国立環境研)

座長: 武田 麻由子 (神奈川県環境科学センター)
3B1100

異なる生育段階におけるオゾン暴露が水稲（コ ◯米倉 哲志, 王 効挙, 三輪 誠 (埼玉県環境科学国際セ
シヒカリ）の収量に及ぼす影響
ンター)

3B1115

オゾン耐性の異なるインゲンマメ2品種の葉にお ◯山口 真弘, 太田 みわ, 鈴木 つづり (長崎大), 米倉 哲
ける抗酸化物質量とその還元能力の違い
志 (埼玉県環境セ), 河野 吉久 (電力中央研)
◯山口 真弘, 橋口 佑菜, 藤川 あかり, 村山 咲乃, 宮口
光太 (長崎大)

3B1130 高濃度CO2に対するコマツナの成長応答

3B1145

高濃度オゾン・高温・高濃度CO2環境下のコマ
ツナの収量予測モデルの開発

◯黄瀬 佳之, 山中 くるみ, 渡壁 佳子, 茂手木 悠樹 (山梨
大), 橋口 佑菜, 藤川 あかり, 村山 咲乃, 宮口 光太, 山口
真弘 (長崎大)

C会場 (酸性雨 / 沈着 / 東アジア)
座長: 佐藤 啓市 (アジア大気汚染研究センター)
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3C0900

イルクーツクの降水化学（1）：pHとその決定
因子

3C0915

イルクーツクの降水化学（2）：SO42-, Ca2+な
どの洗浄比とその降水化学

3C0930

3C0945

◯原 宏 (東京農工大), 大原 信 (電力中央研究所)
◯原 宏 (東京農工大), 大原 信 (電力中央研究所)

イルクーツクの降水化学（3）：「化学気候学」
◯原 宏 (東京農工大)
としての意義

◯佐瀨 裕之 (アジア大気汚染研), 齋藤 辰善 (新潟県/新
日本海側の森林集水域における季節性越境大気
潟大), 中田 誠 (新潟大), 山下 尚之 (森林総研), 猪股 弥
汚染の緩衝プロセス
生 (金沢大), 大泉 毅 (アジア大気汚染研)

座長: 反町 篤行 (東洋大学)
3C1000

千葉県における粒子・降水中のnss-SO42-、NO3◯横山 新紀 (千葉県環境研究センター)
濃度の低下について

3C1015

都市及び森林地域から流出するSO42-、NO3-イ
オン濃度の低下傾向

3C1030

東京郊外の森林におけるプロファイル観測に基
◯徐 懋, 松田 和秀 (東京農工大)
づくNH3双方向交換モデルの改良

3C1045

◯横山 新紀 (千葉県環境研究センター)

乾性沈着推定法の時間分解能調整による東アジ ◯伴 聡美 (日本環境衛生センター), 松田 和秀 (東京農
ア地域における窒素大気沈着量評価
工大), 大泉 毅 (アジア大気汚染研究センター)

座長: 渡辺 幸一 (富山県立大学)
森林における硝酸ガスおよび硝酸塩の乾性沈
3C1100 着：林上および林床における濃度勾配観測
（２）

◯武 照杰, 徐 懋 (東京農工大), 佐瀨 裕之 (アジア大気
汚染研究センター), 反町 篤行 ( 東洋大), 松田 和秀 (東
京農工大)

3C1115 ラドンを用いた森林におけるガス交換測定

◯反町 篤行 (東洋大/東京農工大), 松本 涼太, 松田 和秀
(東京農工大), 高木 健太郎 (北海道大)

3C1130

バンコク首都圏におけるPM2.5成分の特徴と発
生源解析

3C1145 EANETのスコープ拡大と将来展望

◯佐藤 啓市, 霍 銘群, 黒川 純一 (アジア大気汚染研究セ
ンター), 高橋 司 (新潟県保健環境科学研究所), 箕浦 宏明
(アジア大気汚染研究センター/名古屋商科大)
◯山下 研, 朱 美華 (アジア大気汚染研究センター), 青
正澄 (横浜市大)

D会場 (動物影響・毒性評価 / 疫学・リスク評価 / 粒子状物質2 (現象解明・事例解析))
座長: 上田 佳代 (北海道大学)
3D0900 エージング粒子の気液界面細胞曝露手法の確立 ◯藤谷 雄二, 古山 昭子, 鈴木 剛 (国立環境研究所)
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3D0915

気液界面細胞曝露法によるディーゼル排気の
Nrf2活性とAhRアゴニスト活性評価

3D0930

気液界面細胞曝露法による粒子酸化ストレス誘
◯古山 昭子, 藤谷 雄二, 鈴木 剛 (国立環境研究所)
導活性評価のための細胞評価系作製

3D0945

◯鈴木 剛, 道中 智恵子, 古山 昭子, 藤谷 雄二 (国環研)

ディーゼル排気粒子のリンパ節への移行・蓄積 ◯小野寺 章, 下村 拓也, 小早川 遙香, 越智 博久, 河合
に関する樹状細胞の役割
裕一 (神戸学院大)

座長: 古山 昭子 (国立環境研究所)
気液界面培養下の気道上皮細胞による健康影響 ◯伊藤 剛, 村木 直美, 田村 久美子 (日本自動車研究所),
3D1000 評価法の検討 -線維芽細胞共培養が炎症関連遺 石井 幸雄 (茨城東病院), 酒井 康行 (東京大), 渡邉 肇 (大
伝子発現におよぼす影響阪大), 高野 裕久 (京都大)
気液界面培養下の気道上皮細胞による曝露影響 ◯村木 直美, 伊藤 剛, 田村 久美子 (日本自動車研究所),
3D1015 評価法の検討 －ヒト肺胞上皮細胞株とラット肺 石井 幸雄 (茨城東病院), 酒井 康行 (東京大), 渡邉 肇 (大
組織の炎症関連遺伝子発現の比較－
阪大), 高野 裕久 (京都大)
3D1030

3D1045

3D1100

◯田中 昭代, 松村 渚 (九州大), 田中 佑樹, 小椋 康光 (千
インジウム・スズ酸化物ナノ粒子の体内動態に
葉大), 古閑 一憲 (九州大/自然科学研究機構), 白谷 正治
及ぼすサイズ効果
(九州大), 長野 嘉介 (長野毒性病理コンサルティング)
新型コロナウイルス感染拡大期における大気汚
◯島 正之, 余田 佳子, 蓮沼 英樹 (兵庫医大)
染と喘息発作との関連
航空機由来超微小粒子に関連する健康リスクの ◯上田 佳代, XERXES Seposo (北海道大), 伏見 暁洋, 藤
推定
谷 雄二 (国立環境研究所), 竹川 暢之 (東京都立大)

座長: 中山 智喜 (長崎大学)
3D1115

GC-MS/MSを用いた粒子径別捕集試料中のタイ
ヤ含有有機物分析

◯池盛 文数 (名古屋市環境科学調査センター), 大河内
博 (早稲田大), 畑 光彦, 古内 正美 (金沢大)

◯池盛 文数 (名古屋市環境科学調査センター), 南 雅代,
炭素同位体と有機トレーサー成分を用いたバイ 中村 俊夫, 北川 浩之 (名古屋大), 高橋 浩 (産総研), 浦西
3D1130 オマス燃焼粒子の越境輸送によるPM2.5高濃度 克維 (奈良県), 秋山 雅行, 芥川 智子, 大塚 英幸 (道総
イベント解析
研), 逸見 祐樹 (山形県), 吉田 勤 (札幌市), 菅田 誠治 (国
環研)
3D1145

堺市での大気エアロゾル土壌成分(Al,Ca)の長期
観測結果

◯伊藤 憲男, 溝畑 朗 (大阪公立大)
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