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―あおぞら―
会長再任にあたって
—引き続き、学会活動の活性化と基盤強化を目指します—
公益社団法人大気環境学会

伊豆田

会長

猛

2022 年 9 月 13 日に開催されました理事会において、大気環境学会の会長に再任されました伊豆田 猛（東
京農工大学）でございます。60 年以上の伝統がある本学会の会長に再任され、再び責任の重さに身が引き締
まる思いが致します。学会員の皆様のお力をお借りし、本学会が今後も一層発展するよう全力を尽くす所存で
ございますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

2020 年以降に新型コロナウイルス感染症の深刻な感染状況が続いておりましたが、第 63 回年会（2022 年
9 月 14〜16 日、大阪府）は 3 年ぶりに対面開催させていただきました。年会中や年会後に、多くの参加者
から「やっぱり対面年会は良いですね」とお聞きいたしました。ご存知のように、大気環境は経済活動と密
接な関係がありますので、今後、新型コロナウイルス感染症が収束し、世界の経済状況が回復した場合、大
気汚染状況や二酸化炭素排出量は以前のレベルに戻ることが予想されます。したがって、光化学オキシダン
ト、微小粒子状物質、水銀、アスベスト、短寿命気候変動大気汚染物質など、世界中で大気環境問題は今後
も深刻な社会問題であり続けると思われます。さらに、21 世紀の最も深刻な環境問題である気候変動とそ
の生態系影響が深刻化しております。したがって、間違いなく、大気環境学会の役割は大きくなっておりま
す。そこで、これからも多くの環境科学者、環境行政担当者、民間企業、学生そして一般市民の皆様も本学
会に集い、極めて強い社会的ニーズである大気環境問題の解決にご尽力いただけるように学会環境に整えて
いこうと考えております。
お陰様で、ここ数年において、大気環境学会の財政状況は改善しつつあります。しかしながら、財政基盤
の根幹を成す会員数が相変わらず減少傾向にあります。本学会における会員数の減少に歯止めをかけ、会員
数を増加させるためには、魅力ある学会活動を企画し、展開していく必要があります。今後も、本学会の会
員サービスを充実させ、支部や分科会における活動を活発化し、新会員の獲得に尽力して参ります。

2020 年 10 月に、日本政府は 2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュー
トラルを目指すことを宣言いたしました。カーボンニュートラルを達成するためには、二酸化炭素などの
温室効果ガスの排出量を削減し、その吸収作用の保全と強化を行う必要があります。気候変動に関する分野
は、その生態系影響や対策なども含め、大気環境学会における重要な分野です。また、地方環境研究所など
による地域に密着した気候変動とその生態系影響などに関する研究の成果もたいへん重要です。2020 年に、
私は、本学会に地方環境研究所等委員会を新設いたしましたが、今後もこの委員会を中心に地方環境研究所
の方々がより活発な学会活動ができる方策を検討していきます。
年会は、大気環境学会における最も重要な行事ですが、近年、全国各地で年会を開催することが困難な状
況が続いております。そこで、2020 年に、私は、年会に関する諸問題を整理・検討する年会委員会を本学
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会に新設いたしました。第 63 回年会は、年会実行委員会と年会委員会が協力して開催した初めての年会で
したが、年会に関する諸問題を年会委員会で整理・検討し、今後も盛大で実り多き年会を様々な地域で開催
することを目指します。
上記のような様々な取り組みを通して、大気環境学会の活性化をさらに進めます。今期（令和 4〜5 事業年
度）の大気環境学会の運営を推進する執行部体制は、以下の通りです（敬称略・五十音順）。すべての会員の
皆様からご協力をいただき、大気環境学会の運営を進めてまいりますので、ご支援をお願い申し上げます。
会長
伊豆田

猛

副会長
島

正之

中井里史
常任理事
上野広行
大河内

博

奥田知明
茶谷

聡

松田和秀
米持真一
理事
齊藤

貢、野口

泉（北海道・東北支部）

速水

洋（関東支部）

長田和雄、佐瀨裕之、皆巳幸也（中部支部）
紀本岳志、竹中規訓（近畿支部）
大原真由美、樋口隆哉（中国・四国支部）
鵜野伊津志、張

代洲（九州支部）

監事
大原利眞（東日本）
大泉

毅（西日本）

事務局
林

信宏（事務局員）

古川佳奈（事務局員）

大気環境学会誌

第 57 巻

第 6 号 （2022）

1

研究室紹介

東京農工大学農学部環境資源科学科
准教授 渡辺 誠 研究室
渡辺誠研究室の概要
渡辺誠研究室は 2013 年 11 月に誕生しました。今号発刊時点でちょうど 9 年に
なります。これまでに 15 名の卒業生と 7 名の修了生を送り出しました。現在は、
博士課程 1 名、修士課程 4 名、学部 4 年生 3 名が在籍しています。となりの研究
室であり、私の出身研究室でもある伊豆田研究室の皆さんと協力しながら、日夜
研究に取り組んでいます。
●

研究テーマなど
本研究室では変動環境下における樹木生理生態学を研究しています。特に地表面
付近のオゾン、高濃度 CO2、窒素沈着量の増加そして気候変動などに対する樹木の
応答解明を主なテーマとしており、近年は都市緑地における樹木の大気浄化能力に
関する研究も行っています。実験と野外調査の二つの手法を柱としており、実験で
は、ポットに植えた苗木を対象にオゾン曝露などを行い、植物応答を調べます。野
外調査では、山の中から都市緑地まで様々な環境に生育する樹木を対象に、その特
性や機能を調査します。いずれの手法においても樹木の成長、光合成活性、水・炭
素・窒素などの利用特性、食害抵抗性などの評価を行います。これらの結果や文献
調査に基づいた、樹木の環境応答に関するモデリングにも取り組んでいます。
●

研究室の一年
所属学科（環境資源科学科）では3 年次の11 月に研究室への分属が決まります。
分属してしばらくは文献紹介ゼミに参加したり先輩のお手伝いをしたりしながら、
研究室に慣れていきます。研究テーマが決まるのは翌年3 月で、4 月の木々の出葉
とともに研究が本格化。夏場は書き入れ時ですが、大学院入試が例年8 月下旬にあ
るため、4 年生は研究、ゼミ発表そして受験勉強と忙しい日々を過ごします。葉の光
合成速度などの測定や分析試料のサンプリングは落葉期（9〜10 月）まで続き、それ
以降はサンプリングした試料の分析やデータ解析などを行います。忙しい生活を送
る渡辺誠研の学生ですが、何時でもどんな内容でも教員（渡辺）に相談することがで
きます。なお教員は親身になって相談に乗りますが、大抵の場合、学生は教員のな
が〜い話を聞くことになります。12〜翌1 月に卒論・修論の執筆や発表準備を行い、
2 月の発表会を終えるとひと段落です。しばしの休憩の後に次年度に向けた準備が
始まります。3 月には卒業旅行そして卒業・修了式があり、一年が終わります。

経 歴
1976 年 北海道生まれ
1999 年 東京農工大学農学部環境資源科
学科 卒業
2007 年 同校博士課程修了：博士（農学）
2008 年 北海道大学農学部（ポスドク）
2013 年 東京農工大学農学部環境資源科
学科 テニュアトラック准教授を経
て、やっとパーマネントの准教授

●

葉の光合成速度の測定

面白い研究をやりましょう！
渡辺誠研究室では共同研究を随時募集しています。実現可能かどうかはさてお
き、森林や樹木と大気環境の関係に関する研究に興味がある方はお気軽にお問い
合わせください！
●

2021 年度の卒業・修了式（伊豆田研と合同写真）
上にやや飛び出しているのが渡辺と伊豆田先生

ロープクライミングによるスギ成木の葉の
採取（D1 の田中亮志くん）
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第 64回大気環境学会年会ご案内（第 1 報）
第 64 回大気環境学会年会および併設の環境機器展を下記のとおり開催いたします。今年の第 63 回年会は大阪公立大学にて

3 年ぶりの現地開催が行われました。茨城県土浦市での開催を予定しておりました昨年の第 62 回年会は、新型コロナウイルス
感染拡大の影響により、オンラインの開催となりましたが、来年改めて茨城県つくば市での開催とさせていただきます。東京
からのアクセスも良い研究学園都市つくばに皆さまがお越しになり、年会にご参加いただけることをお待ちしております。
一般研究発表や特別集会の企画申込などにつきましては、次号のニュース欄に掲載する予定ですが、詳細は決まり次第ホー
ムページにおいても掲載いたします。年会ホームページは近日中に立ち上げる予定ですので、立ち上げ次第 URL 等を学会
ホームページ（http://www.jsae-net.org/）でご案内いたします。
なお、前回の第 63 回年会より、開催地の実行委員会と学会本部の年会委員会とが共同運営して開催しています。年会運営
が年々厳しさを増している現状をふまえ、持続可能な年会運営に向け、様々な面での業務および運営体制の見直しを進めてい
ます。従来とは一部慣行が変更される場合がありますことを、あらかじめご承知おきいただけますと幸いです。皆さまのご協
力をお願いいたします。
期日： 2023 年 9 月 13 日（水）〜15 日（金）
場所： 国立研究開発法人産業技術総合研究所
茨城県つくば市東 1‒1‒1
年会長（開催地）

： 兼保

直樹（国立研究開発法人産業技術総合研究所）

実行委員長

： 篠原

直秀（国立研究開発法人産業技術総合研究所）

事務局長

：秦

常任理事（年会担当）
： 奥田

寛夫（国立研究開発法人産業技術総合研究所）
知明（慶應義塾大学）
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Asian Journal of Atmospheric Environment
Vol.16 No.3 September 2022
CONTENTS & ABSTRACT
Current Status of Ozone Control Measures in the United States and Europe and Implications for Japan
Hideki Hasunuma*, Liliana Martinez Rivera, Hirosato Kobayashi, Kenji Aizu, Kazunori Oshima, Jun Shibutani, Yasuyuki Itano, Satoru
Chatani, Shuichi Hasegawa, Makiko Yamagami, Junya Hoshi

ABSTRACT
In Japan, the achievement rate of environmental standards
for air pollution has been improving in recent years, but for
photochemical oxidants, including ozone, improvement are
required. In this study, we investigated trends in ozone
countermeasures in the United States and Europe from the
State Implementation Plan (SIP) and National Air Pollution
Control Program (NAPCP) and examined whether there are
any points recommended in Japan. The United States and
Europe have diﬀerent policies on environmental standards
for air pollution and ozone control. In the United States,
states that do not meet the environmental standards for ozone
concentration are required to develop an SIP to attain the
standards. There was an urgent need to ﬁnd a cost-eﬀective
approach to addressing the ozone problem, and forest control
measures were one of the possibilities. In Europe, the
European Union has set target values for ozone and

https://doi.org/10.5572/ajae.2022.021

NAPCP does not mention forest control measures or ozone
sensitivity regimes. The main focus in Europe is on the winwin solution of reducing emissions of air pollutants at the
same time as greenhouse gases. Japan should consider a
framework including setting feasible step-by-step goals to
attain the desired standards. As ozone is greatly aﬀected by
advection, wide-regional measures against ozone precursors
and prediction of the future precursor reduction and
concentration are required. The preparation of an emissions
inventory and estimated reduction amount is prerequisites as
basic data for simulation. To achieve this, cooperation
between national, local and private research institutes is
crucial. Since the international community has agreed to
prioritize greenhouse gas countermeasures, Japan could
consider a win-win solution for both ozone and greenhouse
gas reduction.

【和訳情報】

米国と欧州におけるオゾン対策の現状と日本への示唆
蓮沼英樹 1, 2、Martinez Rivera Liliana1, 3、小林弘里 1、会津賢治 1、大島一憲 1、渋谷 潤 1、板野泰之 4、茶谷 聡 5、長谷川就一 6、山神真紀子 7、
星

純也 8（1 環境情報科学センター、2 兵庫医科大学、3 法政大学大学院公共政策研究科、4 大阪市立環境科学研究センター、5 国立環境研究所地

域環境保全領域、6 埼玉県環境科学国際センター、7 名古屋市環境科学調査センター、8 公益財団法人東京都環境公社東京都環境科学研究所）

日本の大気汚染に係る環境基準達成率は改善傾向にあるが、
光化学オキシダントの達成状況は低い水準となっている。本
研究は、米国と欧州のオゾン対策の現状を明らかにするため
に、米国の州の実施計画（SIP）と EU 加盟国の国家大気汚染
管理プログラム（NAPCP）を調査し、日本（地方公共団体）
において推奨される視点について検討を行った。米国と欧州
では法制度や環境基準の考え方が異なり、これがオゾン対策
の方針にも影響していた。米国では、大気環境基準を非達成
の州は SIP を策定することが義務付けられている。環境基準
達成のために費用対効果の高い対策が課題となっており、森
林制御対策はその可能性の１つとして検討が行われていた。
欧州では、オゾン濃度の基準を目標値（Target Value）として

設定しており、NAPCP に森林制御対策やオゾン感度レジー
ムに関する言及はみられず、オゾン対策は大気保全施策とエ
ネルギー政策の一貫性から温室効果ガスと同時に大気汚染物
質を排出削減する対策に主軸を置いていた。米国と欧州で
は、対策による前駆物質削減量やオゾン濃度の将来予測が行
われており、日本（地方公共団体）においても推奨される。
これを実行するためには、排出インベントリや推計削減量の
整備が前提となり、国・地方・民間の研究所の連携が重要と
なる。気候変動対策を進めていくことは国際社会のコンセン
サスであることから、温室効果ガス削減による対策シナリオ
の検討が考えられる。
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Five-year Ground-based Observation Trend of PM2.5 and PM10, and Comparison with MERRA-2 Data over
India
Ashmeet Kaur Alang, Shankar G. Aggarwal*

ABSTRACT
A comprehensive analysis of pollutant s trend and their
measurement techniques are crucial for evaluating the air
quality, and thereby helpful in formulating better control
policies. In this report, we summarise ground based PM2.5
and PM10 data report in India (2015‒2019). The important
points discussed here are: (i) review of the ground-based data
of PM2.5 and PM10 and the techniques used, (ii) mapping of the
data over India with spatial and temporal distribution so that
better understanding on PM pollution level can be made, (iii)
identifying the technological gaps in measurement of PM
concentration in India, and (iv) evaluation of MERRA-2 s
(Modern-Era Retrospective Analysis for Research and
Applications, Version 2) simulation of PM2.5 against surface
measurements in India to better understand biases for spatial
and seasonal distribution, and then (v) suggestions for better
PM measurement protocols, policies and metrological
aspects for both measurement and control policies. It is
observed that the amount of ground data on ambient
monitoring of ﬁne PM is insuﬃcient and has several

https://doi.org/10.5572/ajae.2022.039

inconsistencies which require adequate attention. In India,
not much work has been done on developing certiﬁed
reference materials, traceable standards and calibration
facility for particulate matter measurement which is a crucial
step to ensure quality checks. Further, the comparison of
MERRA-2 and ground PM2.5 concentrations revealed huge
discrepancies with underestimating PM2.5 measurements in
highly polluted regions like the Indo-Gangetic plain,
especially during winter when pollution load was high.
Better PM2.5 agreement was found in summer and monsoon
season, based on performance statistics explained in this
paper. Inconsistencies between MERRA-2 and ground PM2.5
are partly due to few limitations in MERRA-2 reanalysis
method which are discussed in this paper, apart from several
issues in ground-based observation. The aim of this review
and comparison is to highlight such issues and give more
attention to the importance of data quality assurance for
eﬀective air quality management. The present study may be
helpful for the researchers in evaluating and choosing
appropriate reanalysis products for their future studies.

Air Pollution Trend and Variation during a Mega Festival of Firecrackers (Diwali) in Context to COVID-19
Pandemic
Tahmeena Khan, Alfred Lawrence*, Samridhi Dwivedi, Saima Arif, Shrishti Dwivedi, Astha Upadhyay, Akriti Abraham, Venessa
Roberts

ABSTRACT
The present study was conducted in Lucknow city to assess
the impact of ﬁrecracker burning during Diwali, from 2
November 2021‒6 November 2021 including the pre and
post-Diwali days. The concentrations of PM10, PM2.5, SO2,
NO2, CO, O3, benzene and toluene, were monitored from the
Central Pollution Control Board site on an hourly basis. The
Air Quality Index was also recorded for PM10, PM2.5, SO2
and NO2. A questionnaire survey was done with 51 doctors
to know the reported complaints post-Diwali. On Diwali
night the PM2.5 value reached 262 μg m − 3 around 22:00
hours and the maximum value (900 μg m − 3) was obtained on
5 November, reported from the Central School monitoring
station. From Gomti Nagar highest PM2.5 value obtained
on Diwali day was 538 μg m − 3 at 23:00 hours reaching
519 μg m − 3 post-Diwali. Areas belonging to the old part
of the city witnessed higher variations as PM2.5 crossed
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900 μg m − 3, in Lalbagh and Talkatora areas. The multivariate
analysis showed that on Diwali night there was an increase
of 204, 386, 344 and 341 in the PM2.5 concentration reported
from Gomtinagar, Central School, Talkatora and Lalbagh
stations, showing that ﬁrecracker burning resulted in a
signiﬁcant increase in air pollution. The Toluene/Benzene
ratio was mostly more than 1 indicating that toluene and
benzene may be emitted from other sources as well including
the mobile sources. Around 50‒75% rise was seen in the
number of patients post-Diwali. 57.1% of the reported cases
had respiratory issues, followed by allergic reactions. The
data obtained from Lalbagh, Talkatora and Central School
showed that although the values remained high, a decreasing
trend was seen in the AQI compared to previous years which
is a good sign and may be attributed to public awareness and
the ongoing pandemic making people conscious.
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Detection of Ship Fuel Sulfur Contents in Exhaust Plumes at the Kanmon Straits, Japan, before and after
the Global Sulfur Limit 2020
Hiroshi Hayami*, Yuta Iga, Syuichi Itahashi, Kazuhiko Miura, Tatsuhiro Mori, Tatsuya Sakurai

ABSTRACT
The global limit on the sulfur content of ship fuel was
reduced from 3.50% to 0.50% in January 2020 to reduce ship
emissions of SO2 and particulate matter. We conducted
observational campaigns before and after the new global
limit was introduced to detect changes in coastal air quality.
We measured ambient concentrations of SO2 and CO2 ship
plumes on shore with the sniﬃng method under the Kanmon
Bridge over the Kanmon Straits between Honshu and
Kyusyu Islands, Japan, for several weeks in August to
September in 2019 and 2020. The fuel sulfur content (FSC)
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estimated from our measurements mainly varied from 0.50%
to 3.00% in 2019, whereas the range narrowed to 0.10% to
0.40% in 2020, showing that all the ships complied. The
mean FSC in 2020 was reduced to 16% of that in 2019,
which was consistent with the reduction in the ambient SO2
concentration. Sakurai et al. (2021) estimated that after the
2020 global limit was brought in, SO2 emissions from ships
were reduced to 24% of their previous values by assuming
that all ships have a FSC of 0.50%. Our results indicate the
2020 global limit led to much greater reductions in SO2
emissions from ships than expected.

【和訳情報】

2020 年の規制開始前後に関門海峡で検出した船舶燃料油硫黄分
速水

洋 1、伊賀悠太 2、板橋秀一 3、三浦和彦 2, 4、森

樹大 2, 5、櫻井達也 6（1 早稲田大学、2 東京理科大学、3 電力中央研究所、4 富士山環境研究

センター、5 慶応大学、6 明星大学）

船 舶 か ら の SO2 や 粒 子 状 物 質 の 排 出 量 を 削 減 す る た め、
2020 年 1 月より船舶燃料油規制値が 3.50% から 0.50% に引
き下げられた。これによる沿岸大気質の変化を調べるため、
規制強化の前と後に短期集中観測を実施した。観測は 2019
年と 2020 年の 8‒9 月の数週間に関門橋の下で行い、嗅覚法
（sniﬃng method）により SO2 と CO2 の大気濃度を測定した。
測 定 値 か ら 推 定 し た 燃 料 油 中 硫 黄 分（FSC）は 2019 年 に

0.50‒3.00% の 間 で 変 化 し た が、2020 年 に は そ の 範 囲 が
0.10‒0.40% に縮小され、検知できた全ての船舶が規制を遵
守していた。2020 年の観測期間平均 FSC は 2019 年の 16%
に 低 下 し、 こ れ は 大 気 中 SO2 濃 度 の 変 化 と 整 合 し た。
Sakurai et al.（2021）は、規制強化後の FSC を 0.50% と仮定
して船舶からの SO2 排出量を推計したが、実際にはこれより

もさらに低下したことが示唆された。

Physicochemical Characteristics of PM2.5 Based on Long-term Hourly Data at National Intensive
Monitoring Sites in Korea
Jong-Moon Park, Tae-Jung Lee, Dong-Sool Kim*

ABSTRACT
The objective of this study was to analyze the temporal and
spatial characteristics of ﬁne particulate matters by using
huge hourly datasets of PM2.5, including chemical
information monitored at the 6 national intensive monitoring
sites (NIMSs) from 2013 to 2018 in Korea. Hourly PM2.5
raw datasets were obtained from the National Institute of
Environmental Research (NIER) in Korea. Monitoring sites
included urban, rural/agricultural, industrial, and marine
environments. Since the PM2.5 concentration steadily
decreased nationwide, each species concentration also
decreased in general. One of key reasons for decreasing
PM2.5 might be explained by the implementation of domestic
ﬁne dust reduction policies and external inﬂuences such as
PM2.5 concentration reduction in China. It was observed that
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45.0% of all datasets for 6 years were classiﬁed as good
condition. The average sum of 14 elements over all sites in
2018 was calculated to be 501.5 ng/m3, and its mass ratio for
PM2.5 (21.9 μg/m3) was 2.30%. The inorganic elements were
generally higher in industrial/urban areas than in agricultural
areas. In addition, the average TC (total carbon) over all 6
sites was 28.3% of PM2.5 with the range of 23.6% to 31.4%.
The TC in small urban areas was much higher than that in
marine areas or even that in large, populated urban area/
industrial areas. It seemed that the latter areas were better
controlled than the former area in terms of combustion
activities of fossil fuels. It is suggested that these results
could be play an important role as important basic data to
manage ambient air quality and establish eﬀective emission
reduction strategies in each region.
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Particulate Matter in the Korea Train eXpress (KTX) Cabin and its Exposure
Chang-Jin Ma, Gong-Unn Kang*

ABSTRACT
This study aims to assess the particulate matter (PM1, PM2.5,
PM10) and black carbon (BC) in the Korea Train eXpress
(KTX) cabin during train running, and the personal exposure
of PM2.5 for the female/male passengers who use the KTX 20
days a month to commute. Intensive measurements were made
on the day when the outside ambient PM concentration was
much higher than usual. To compare with the PM concentration
in the subway cabin, a measurement was also performed in
some sections of the Seoul Metro subway (from Namyoung
Station (hereafter referred to as the Sta. ) to Jonggak Sta.).
The amount of PM2.5 exposure (Exposure PM2.5 (μg)) was
calculated for the male/female passengers who regularly
board the KTX. The Car-exposure PM2.5 (μg), which is the
amount of PM2.5 exposure when moving by car in the same
section, was also calculated. The PM concentration in the
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KTX cabin elevated and fallen oﬀ at train staying and train
running, respectively. The PM2.5 concentrations inside KTX
cabin at the stop station exhibited a remarkable positive
correlation with those of outdoor. Compared to the PM
concentration measured in the cabin of Seoul Metro subway,
PM1, PM2.5, and PM10 in the KTX passenger cabin were
74.9%, 73.3%, and 62.7% of those in the cabin of Seoul
Metro subway, respectively. The PM2.5 exposure amount
(exposure PM2.5 (μg)) when moving the same section using
the KTX and passenger cars was calculated, and as a result,
the exposure PM2.5 (μg) for both male and female were 5.7
times lower in the KTX than that in car. The mapping result
of BC concentration drawn on the KTX line from Iksan Sta.
to Gwangmyeong Sta. shows that it ﬂuctuated greatly for
each service section or stop station.

【和訳情報】

韓国 KTX の客室内の粒子状物質と人体暴露
馬

昌珍 1、ガンゴンオン 2（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）

本研究では、運行中の KTX 客室における粒子状物質（PM1、
PM2.5、PM10）と BC の 移 動 測 定 を 行 う と と も に、 通 勤 で
KTX を利用する女性・男性乗客の PM2.5 の個人暴露量を評価
することを目的とした。測定においては、一般大気中の PM
濃度が普段よりはるかに高い日に集中的に行った。また、地
下鉄客室内の PM 濃度と比較するため、ソウル地下鉄の一部
区間（南営駅から鐘閣駅まで）においても移動測定を行った。
測定結果を元に KTX に定期的に利用する男・女乗客の PM2.5
人体暴露量（Exposure PM2.5（μg）
）も理論的に求めた。さらに、
同区間を乗用車で移動する場合においての PM2.5 暴露も算出
した。KTX 客室の PM 濃度は、列車の停車時に上昇、運行

時に減少する傾向を示した。停車中 KTX 客室内の PM2.5 濃
度は、最寄りの大気測定局から測定された PM2.5 と顕著な正
の相関関係を示した。ソウル地下鉄の列車内で測定した PM
濃度に対し、KTX 旅客室の PM1、PM2.5、PM10 はそれぞれ
74.9%、73.3%、62.7% だった。KTX と乗用車を利用して同
区間を移動した時の PM2.5 暴露量の計算した結果、KTX の方
が男女ともに乗用車より 5.7 倍低い結果となった。益山駅か
ら光明駅までの KTX 路線上に描かれた BC 濃度のマッピン
グ結果は、各運行区間や停車駅ごとに大きく変動したことを
示している。

Elevated CO2 Could Reduce Spikelet Fertility and Grain Appearance Quality of Rice (Oryza sativa L.)
Grown under High-temperature Conditions
Masahiro Yamaguchi*, Shoma Kamiya, Dai Kokubun, Tomoki Nakayama, Tetsushi Yonekura, Yoshihisa Kohno
https://doi.org/10.5572/ajae.2022.044

ABSTRACT
Two Japanese rice cultivars with diﬀerent heat-tolerance,
Hinohikari (sensitive) and Nikomaru (tolerant), were grown
in pots inside open-top chambers and exposed to ambient
CO2 (400 μmol mol − 1) or elevated CO2 (550 μmol mol − 1)
from the beginning of the tillering stage to maturity. The
study was conducted in Nagasaki, in the Kyushu region of
Japan, where heat stress on rice has become increasingly
evident. Although elevated CO2 signiﬁcantly improved the
net photosynthesis and whole-plant growth of the cultivars,
there were no signiﬁcant eﬀects on grain yield, which in turn
reduced harvest index. In both cultivars, adverse eﬀects
occurred with elevated CO2, such as reductions in spikelet
fertility and grain appearance quality, which are typical
manifestations of heat stress in rice. During the ﬂowering

period, the air temperature was high that spikelet fertility
was reduced even under ambient CO2 conditions for both
cultivars. These results suggest that, under high-temperature
conditions, elevated CO2 could induce or exacerbate the
manifestations of heat stress in rice. Because transpiration
rate in the ﬂag leaf was signiﬁcantly reduced by the exposure
to elevated CO2, it is possible that elevated CO2 increased
plant temperature via a reduction in transpiration during
ﬂowering period, although we did not detect signiﬁcance of
the increase in leaf and panicle temperature. To ensure a
more conﬁdent conclusion, further studies focusing on the
eﬀects of elevated CO2 on the determinants of spikelet
fertility and grain appearance quality with other cultivars in
diﬀerent year are required.
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高温条件で栽培したイネの稔実率と玄米外観品質の高濃度 CO2 による低下
山口真弘 1、紙屋翔真 1、國分

休 1、中山智喜 1、米倉哲志 2、河野吉久 3（1 長崎大学環境科学部、2 埼玉県環境科学国際センター、3 電力中央研

究所）

イネの高温障害が顕在化している九州に位置する長崎県にお
いて、オープントップチャンバーを用い、高温耐性の異なるイ
ネ 2 品種（感受性品種： ヒノヒカリ、耐性品種： にこまる）に
対する高濃度 CO2 曝露実験を行った。処理区として、野外濃
度 CO2 区（400 μmol mol −1）と高濃度 CO2 区（550 µmol mol −1）
の 2 処理区を設け、ポット栽培した両品種を分げつ期から収
穫期まで暴露した。両品種ともに高濃度 CO2 によって止葉
の純光合成速度や収穫時の個体乾重量は有意に増加したが、
収量には有意な影響は認められなかったものの、収穫指数は
高濃度 CO2 によって有意に低下した。いずれの品種におい
ても、典型的な高温障害である稔実率や玄米外観品質の有意
な低下が高濃度 CO2 によって引き起こされた。開花期にお

ける気温は稔実率の低下が引き起こされるレベルであったこ
とから、高温環境下では、大気 CO2 濃度の上昇はイネの高
温障害を引き起こす、もしくは助長する、という可能性が考
えられた。開花期における高濃度 CO2 による葉温や穂温の
上昇は有意ではなかったが、止葉の蒸散速度は有意に低下し
ていたことから、高濃度 CO2 によって植物体温の上昇が生
じ、高温環境ではイネの高温障害が助長された可能性が考え
られた。この可能性を検証するためには、他の品種も対象と
した複数年にわたる研究を実施し、稔実率や玄米の外観品質
の決定要因に対する高濃度 CO2 の影響を明らかにしていく
必要があると考える。

Comparison of the Chemical Characteristics and Toxicity of PM2.5 Collected Using Diﬀerent Sizes of
Cyclones
Zikrilla Bobamuratovich Alimov*, Hyunwoo Youn, Ayumi Iwata, Kohei Nakano, Takuma Okamoto, Ayaha Sasaki, Takuya Katori,
https://doi.org/10.5572/ajae.2022.062

Tomoaki Okuda

ABSTRACT
Cyclone sampling devices have been helpful in assessing the
toxic eﬀects of ﬁne particulate matter (PM2.5). The particle
collection eﬃciency of sampling devices is critical. This
study investigated the eﬀect of cyclone size on particle size,
chemical composition, and particle toxicity. Three cyclones
with diﬀerent inner diameters (12‒68 mm) were tested for
penetration using an aerodynamic particle sizer, ﬂuorescent
polystyrene latex, and a diﬀerential mobility analyzer. The
elemental and water-soluble ion compositions of the
particles collected by diﬀerent cyclones were compared. An
evaluation of the particles toxicity was conducted by
comparing the results of dithiothreitol (DTT), limulus
amebocyte lysate (LAL), and cell exposure assays. The
experimental evaluation showed a 50% cut-size of the
cyclones between 0.17‒0.28, 0.34‒0.36, and 0.70 μm for the
small, medium, and large cyclones, respectively. To collect
PM2.5 and evaluate separation performance in the real
environment, the small and large cyclones were selected

according to the particle penetration and ﬂow rate. A
comparison of chemical composition and enrichment factor
values found that the particles in the small cyclone samples
contained smaller and more anthropogenic sources than
those in the large cyclone samples. The oxidative potential
(OP) measured by the DTT assay of the samples collected
using the small and large cyclones diﬀered across sampling
periods and associated with the transition metals. The
viability of human epithelial A549 cells after exposure to the
collected particles using the cyclones was diﬀerent across
sampling periods and associated with OP. The endotoxin
concentrations measured in the LAL assay were found only
in the large cyclone samples; they aﬀected the estimated
level of cytokine based on IL(interleukin)-6 release from
human leukemia monocytic (THP-1) cells derived
macrophage-like cells. Regardless of the size, the cyclone
techniques used in this study to collect aerosol particles
would be a powerful tool for a detailed evaluation of particle
toxicity.

【和訳情報】

サイズの異なるサイクロンで採取した粒子状物質の化学成分と粒子毒性の比較
アリモフ ジクリラ ボバムラトビッチ 1, 2、尹

賢禹 1、岩田

歩 1、中野康平 1、岡本拓真 1、佐々木彩羽 1、香取拓也 1、奥田知明 1（1 慶應義塾

大学理工学部応用化学科、2 タシケント工科大学ウズベキスタン・日本青年技術革新センター）

サイクロン式サンプリング装置は、微小粒子状物質（PM2.5）
の有害性評価に役立っている。サンプリング装置の粒子捕集
効率は重要である。本研究では、サイクロンのサイズが捕集
される粒子の粒径、化学組成、および粒子毒性に及ぼす影響
につい て 調 査 し た。 内 径 の 異 な る 3 つ の サ イ ク ロ ン（12‒
68 mm）の分級特性を、空気力学的粒径測定器（APS）、蛍
光ポリスチレンラテックス粒子（PSL）、および微分型移動

度粒径測定器（DMA）を用いて評価した。さらに、異なる
サイクロンで捕集された粒子の元素組成と水溶性イオン組成
を比較した。粒子の毒性は、ジチオスレイトール（DTT）、
リムルスアメボサイトライセート（LAL）、および細胞曝露
の結果を比較することで評価した。実験の結果、サイクロン
の 50% 分粒径は、サイズ小、中、大でそれぞれ 0.17‒0.28、
0.34‒0.36、0.70 μm であった。分級性能評価を実施したサ
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イクロンのうち、小型および大型サイクロンを選び、実環境
における分級特性の違いをさらに評価した。化学組成と濃縮
係数（EF）の値を比較した結果、小型サイクロンの粒子は大
型サイクロンの粒子よりもより微小側の粒子を多く含んでい
た。小型サイクロンと大型サイクロンを用いて採取した粒子
の DTT アッセイで測定した酸化能（OP）は、サンプリング
期間によって異なり、遷移金属との関連性が見られた。サイ
クロンを用いて捕集した粒子に曝露した後のヒト上皮細胞

第 6 号 （2022）
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A549 の生存率は、サンプリング期間によって異なり、OP と
関連していた。LAL アッセイで測定されたエンドトキシン
は、大型サイクロンで採取された粒子からのみ検出された。
これらは、ヒト単球性白血病細胞株（THP-1）由来のマクロ
ファージ様細胞からのサイトカイン（IL-6）放出レベルに影
響を及ぼした。大小様々なサイズのサイクロンを用いてエア
ロゾル粒子を捕集することは、粒子毒性を詳細に評価するた
めの強力なツールとなるであろう。

Emissions of Volatile Organic Compounds from Dairy Cattle Manure in a Cattle Shed in Japan
Arika Aizawa*, Akane Miyazaki, Nobuyuki Tanaka

ABSTRACT
The livestock industry is a major source of atmospheric
volatile organic compounds (VOCs), but details on these
emissions are not well documented in Japan. In particular, it
remains unclear how the rearing method aﬀects the
emissions of VOCs from livestock, which originate primarily
from feces and urine. Here we aimed to estimate the amounts
of VOCs emitted from the feces and urine of tethered
Holstein dairy cattle in a cattle shed in Japan. Dimethyl
sulﬁde and acetone accounted for about 60% of the total
VOCs emitted from feces, followed by formaldehyde and
acetaldehyde. Also, dimethyl sulﬁde and acetone were the
dominant VOCs emitted from urine, accounting for 90% of
the total VOCs. The VOCs from manure were considered to
be emitted between the excretion and removal of the manure
during the cleaning of the shed. As a result of analyzing
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images from three cameras installed in the shed, the average
time between excretion and cleaning during the daytime
(8:00 am‒5:00 pm) was 80 min for feces and urine, whereas
at night (5:00 pm‒7:00 am), the average time between
excretion and cleaning was 480 min. Based on the above
ﬁndings, the emissions of VOCs in the interval between
excretion and cleaning of the shed were estimated. As a result,
the emissions of VOCs from feces and urine per head of cattle
in the shed were estimated to be 1.75 and 1.52 g day − 1,
respectively. Furthermore, contribution of VOCs emitted
from manure to odor activity value (OAV) and hydroxyl
radical reactivity (OHR) were also estimated. Volatile fatty
acids and sulfur compounds emitted from feces estimated to
have high contribution to OAV, whereas aldehydes
contributed mainly for OHR from manure.

【和訳情報】

我が国の乳牛舎におけるふん尿からの揮発性有機化合物の排出
相澤有香 1、宮崎あかね 1、田中伸幸 2（1 日本女子大学理学部、2 電力中央研究所）

畜産業は大気中の揮発性有機化合物（VOC）の主要な排出源
であるが、我が国ではその排出量の詳細は明らかになってい
ない。特に、主としてふん尿に由来する家畜からの VOC の
排出量に、飼育方法がどのように影響するかは、依然として
不明である。そこで、日本国内の牛舎において、繋ぎ飼いさ
れたホルスタイン種の乳牛のふん尿から排出される VOCs の
量を推計することを目的とした。ふんから排出される VOC
は、ジメチルスルフィドとアセトンが全体の約 60% を占め、
ホルムアルデヒド、アセトアルデヒドが続いた。また、尿か
ら排出される VOC はジメチルスルフィドとアセトンが主要
で、全 VOC の 9 割を占めた。ふん尿からの VOC は、排泄か
ら畜舎内の清掃によりふん尿が取り除かれるまで排出される

と考えられた。畜舎内に設置した 3 台のカメラの映像を解析
した結果、日中（8 時‒17 時）の排泄から清掃までの時間は平
均 80 分、夜間（17 時‒7 時）は排泄から清掃までの時間が平
均 480 分であることが分かった。以上の知見に基づき、排泄
から畜舎の清掃までの間における VOC の排出量を推計した。
その結果、牛舎内の牛 1 頭あたりの糞および尿からの VOC
の排出量は、それぞれ 1.75 g day − 1 および 1.52 g day − 1 と推
定された。さらに、ふん尿から排出される VOC の臭気活性
値（OAV）および OH ラジカル反応性（OHR）に対する寄与
も推計した。ふん尿由来の OAV は、揮発性脂肪酸、含硫黄
物質の割合が高いのに対して、OHR はアルデヒド類の占め
る割合が高いと推計された。
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令和３年度

公益社団法人大気環境学会

事業報告

（令和３年７月１日～令和４年６月 30 日）
1. 会員の状況
種

別

令和３年６月 30 日

令和４年６月 30 日

差引増減（△）

正 会 員

746 名

721 名

△25 名

法人会員 A

120 名

116 団体

△４団体

法人会員 B

48 名

49 団体

１団体

学生会員

74 名

79 名

５名

賛助会員

16 団体（17 口）

15 団体（16 口）

△１団体(１口)

正会員数は、令和２年度は 18 名の減少であったが、令和３年度は 25 名の減少になった。
学生会員は、令和２年度は 26 名の増加であったが、令和３年度は５名の増加になった。
2. 年会報告
第 62 回大気環境学会年会を、令和３年９月 15 日（水）から９月 17 日（金）に開催した。新型コロナウ
イルスの感染状況が改善しないため、第 61 回年会に続いて対面での“オフライン”開催を断念し、初の本格的
な“オンライン”年会として開催することとなった。参加登録は 367 名であり、内訳は正会員 229 名、学生会
員 74 名、法人会員 A10 名、法人会員 B22 件、賛助会員 13 名、名誉会員１名、非会員 18 名であった。例年
のオフライン年会に比べて 2‒3 割程度少ない数ではあるが、当初の目標をいずれもほぼ達成することができ
た。また、本年会では自主企画となったものの、分科会は 10 件の企画（講演 30 件など）が実施された。本
年会は、オンライン環境機器展（５社）、技術セミナー（８社）、バナー広告（９社）、企業 CM（５社）、
プログラム集広告掲載（16 社・団体）、公開シンポジウム（１社）と多くの協賛を得て開催することができ
た。ご協力いただいた企業・団体の皆様に、心より感謝の意を表する。
3. 総会開催
令和３年９月 13 日に東京都新宿区山吹町 358‒5

㈱国際文献社アカデミーセンター４階会議室を基地局と

した Web 形式で令和３年度定時総会を開催した。審議および報告事項は以下の通りである。
１）令和２年度事業報告、収支決算報告および監査報告
米持真一常任理事より令和２年度事業報告があり、中井里史常任理事より令和２年度収支決算報告があり、
大原利眞監事より監査報告がなされた。議長より質疑を求めた後、これらの報告を全員一致で決議した。
２）令和３年度事業計画および収支予算について
米持真一常任理事より令和３年度事業計画が報告され、中井里史常任理事より令和３年度収支予算の説明
がなされた。事業計画および収支予算については、定款第 35 条により、事業年度開始前に理事会を開催し、
既に承認されているため、本総会では事後報告であった。
３) 名誉会員の推戴
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伊豆田 猛会長より、小野雅司会員、河野吉久会員、柳沢幸雄会員、横田久司会員を名誉会員に推戴する旨
の報告があり、承認された。
４) 第63回大気環境学会年会開催地
第63回大気環境学会年会を令和４年９月14～16日に、大阪公立大学中百舌鳥キャンパスを主会場とし、年
会長を竹中規訓会員（大阪公立大学）として開催する予定であることが報告され、承認された。
５) 第64回大気環境学会年会開催地
第 64 回大気環境学会年会は年会委員会で年会長および開催地などを検討中（関東支部を予定）であること
が報告され、承認された。
4. 理事会等開催
4.1. 理事会
１）定例の会議の開催
第１回：令和３年８月 19 日

メール審議によるみなし決議（法人法第 96 条”理事会の決議の省略”適用）

審議内容：令和２年度事業報告、令和２年度収支決算、令和２年度監査結果、定時総会（2021 年９月
13 日）の案内、入退会希望者、「大気環境未来 60」応募事業、名誉会員の推戴等
第２回：令和４年６月 10 日

Web 会議

審議内容：令和４年度事業計画、収支予算、資金調達および設備投資見込、入退会希望者等の承認、令和
４年度定時総会の開催方法と議案、理事選挙、名誉会員の推戴、役員の業務遂行報告等
２）令和２年度事業報告および収支決算の承認（第１回理事会）
それぞれ、原案の通り承認された。
３）令和４年度事業計画および収支予算の承認（第２回理事会）
それぞれ、原案の通り承認された。この結果を受け令和４年６月 27 日に内閣府に事業計画書等を提出した。
また、学会ホームページに掲載した。
４）名誉会員の推戴について
推戴の目安を見直した案が説明され、原案のとおり承認された。
4.2 常任理事会
１）定例の会議の開催
第１回：令和３年８月 11 日、第２回：令和３年 10 月８日、第３回：令和３年 12 月 17 日、第４回：令和４
年５月 27 日（いずれも国際文献社を基地局とした Web 開催）
その他、適宜メール等により必要事項を協議した。
5.支部長会
令和３年度は開催なし。
6. 出版等
１）大気環境学会誌
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第 56 巻４号～第 57 巻３号の計６号（電子ジャーナル）を刊行した。これに加え、第 56 巻１号～６号を
まとめた POD 版（冊子体）を２月に発刊し、法人会員と賛助会員に配付した。
２）第 62 回大気環境学会年会講演要旨集を刊行（年会事務局）した。
３）日韓大気環境学会合同英文誌 AJAE（Asian Journal of Atmospheric Environment）Vol.15 No.3、No.4、
Vol.16 No.1、No.2 を発行した。
7. 委員会開催
7.1．倫理委員会
特に検討が必要な事項はなかったため、令和３年度は倫理委員会を開催しなかった。
7.2．国際交流委員会
中国環境科学学会大気分会主催による日中韓共同国際ワークショップ「Urban Air Pollution and Its
Impacts on Human Health and Climate Change」の企画運営に協力した（令和 3 年 11 月 24 日、Web 開
催）。当該ワークショップにおいて、国際交流委員会から２名の委員が研究発表を行った。参加者約 30 名。
7.3．学会賞選考委員会
令和４年５月 31 日を締め切りとして、令和３年度の大気環境学会賞の公募を行なった。学会賞選考委員会
（令和４年６月７日、Web 会議）を開催し、各賞の選考を行い、選考結果を常任理事会に報告した。
7.4．編集委員会（編集実務委員会）
１）定例の会議の開催
定例の会議を開催して学会誌の編集企画を行い、計６号（第56巻第４号～第57巻第３号）を刊行した。ま
た、適宜メール審議により必要事項を協議した。
第１回：令和３年７月29日、第２回：令和３年11月29日、第３回：令和４年１月31日、第４回：令和４年１
月31日、第５回：令和４年３月30日、第６回：令和４年５月26日
２）論文審査
令和３年度に投稿のあった論文等について、掲載可否の審査を行った。
３）入門講座等の企画・掲載
入門講座を企画、掲載した。また、あおぞら、支部・分科会だより、研究室紹介を掲載した。
４）その他
入門講座および解説のダウンロード販売を行った。
7.5．論文賞選考委員会
大気環境学会誌第56巻およびAJAE第15巻に掲載された論文を対象に、編集委員による推薦（一次評価）と論
文賞選考委員会における審査（二次評価）の２段階で選考した。
その結果を受けて論文賞選考委員会（令和４年５月24日）を開催し、授賞候補を常任理事会に報告した。
7.6．広報委員会
前年度に議論した研究成果の社会還元のための広報活動、会員増強のための広報活動、次世代研究者確保のた
めの広報活動、関連他学会との連携と差別化等の具体化に向けて検討を行った。
企画運営委員会および産官学民連絡評議会と連携して、化学物質過敏症、マイクロカプセル香害に関する社会
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的関心が高まっていることから「かおりと健康被害」に関する講演会の企画を検討した。
7.7．企画運営委員会・産官学民連絡協議会
広報委員会との連携として、化学物質過敏症、マイクロカプセル香害に関する社会的関心が高まっていること
から「かおりと健康被害」に関する講演会の企画を検討した。現在、「民」として日本消費者連盟・平賀氏に「香
害という公害～日常を脅かす化学物質汚染～」という演題でご講演の承諾を得ている。
7.8．AJAE 委員会
韓国大気環境学会と協力して AJAE（Asian Journal of Atmospheric Environment）Vol.15 No.3、No.4、
Vol.16 No.1、No.2 を発行した。
7.9．「大気環境未来 60」募金委員会
令和４年６月 30 日を締め切りとして、令和３年度の「大気環境未来 60」募金を活用した事業の公募を行
い３件の応募があった。
7.10．年会委員会
年会委員会を５回（令和３年７月 12 日、９月６日、10 月 15 日、令和４年１月 19 日、５月 19 日）開催
し、第 63 回年会の円滑な運営と第 64 回年会の準備について検討した。また、奥田委員長が第 63 回大気環
境学会開催のための委員会に出席した（令和３年７月 30 日、12 月 22 日、令和４年３月 15 日、３月 25 日、
４月 26 日、５月 11 日、５月 17 日、６月 24 日）
。
7.11．地方環境研究所等委員会
随時メール審議により地方環境研究所の学会活動の活性化案について議論し、初心者向け講習会企画等の検
討を行った。
8. 支部報告
8.1. 北海道・東北支部
１）支部総会、幹事会：令和３年 10 月 29 日（東北工業大学、Web 同時開催）
①支部総会：令和２年度支部活動報告および決算報告、令和３年度の活動方針と予算案の承認。次回支部総会の開
催地の決定（参加者 21 名）。
②幹事会：支部規約の改定の審議と承認（参加者 12 名、うち委任状 5 名）
。

③研究発表会（総会と同会場）一般研究 12 題、講演 2 題、参加者 39 名。
２）支部ホームページ（https://sites.google.com/site/jsaehokkaidotohoku/）に関連資料をアップ。
8.2．関東支部
１）支部総会：令和４年６月３日（ムーブ町屋）
令和３年度支部・部会活動報告、令和３年度中間会計報告、令和４年度予算案、令和４年度活動計画案、参
加者 143 名（うち委任状 118 名）
。
２）支部役員会：第１回役員会（令和３年 11 月９日：Web 開催）、第２回役員会（令和４年１月 27 日：Web
開催）、第３回役員会（令和４年３月 28 日：メール審議）、第４回役員会（令和４年５月 24 日：Web 開催）
。
３）支部講演会：令和４年６月３日（ムーブ町屋）
テーマ：
「温暖化対策『カーボンニュートラル』における温室効果ガスの吸収源」、講演３件、参加者 46 名。

N62

J. Jpn. Soc. Atmos. Environ. Vol. 57 No. 6（2022）

４）部会活動報告（順不同）
５つの部会が以下の活動を行った。
① 大気沈着部会
講演会「第 33 回酸性雨東京講演会（共催：酸性雨分科会）
」の開催：令和４年６月 16 日（Web 開催）、
テーマ：「大気－森林間の炭素および窒素交換」
、講演２件、参加者 34 名
② 粒子状物質部会
講演会（共催：関東地方大気環境対策推進連絡会微小粒子状物質調査会議）の開催：令和４年３月 18 日
（Web 開催）、講演５件、参加者 96 名
③ 植物影響部会
講演会（共催：植物分科会）の開催：令和４年１月 18 日（Web 開催）。講演１件、参加者 20 名。
④ 大気質調査部
オンラインによる講演会を検討したが、令和３年度の開催に至らなかった。
⑤ 科学コミュニケーション部会
研究会・ワークショップ等の企画を検討したが、令和３年度の開催に至らなかった。
8.3．中部支部
１）評議員会：令和３年 12 月 11 日～12 月 17 日（メール審議）
議題：令和３年度中部支部総会へ提出する議題・資料について。
２）支部総会：令和４年１月 11 日（Web 開催、委任状含めて参加者 40 名）
議題：令和２年度の事業報告・決算報告・会計監査の報告、令和３年度事業経過報告、令和３年度決算見込
みについて、令和４年度事業計画・予算、支部役員の選挙方法について（支部規約の改正）
、その他。
３）公開講演会：令和４年１月 11 日（Web 開催）特別講演２件、レビュー講演１件、参加者：80 名以上）
8.4．近畿支部
１）支部総会・シンポジウム：令和３年７月 30 日（大阪府大 I‒site なんば・Web 同時開催）
令和２年度事業報告ならびに収支決算報告、令和２年度委員会・部会活動報告、令和３年度事業計画なら
びに予算案、支部規約の改正の承認。
シンポジウム：「マイクロプラスチック研究の最前線」、講演３件、参加者 75 名（対面 19 名、Web56 名）
２）理事会・運営幹事会：令和３年７月 30 日（第１回、大阪府大 I‒site なんば・Web 開催）、令和４年１月
31 日（第２回、大阪大オープンイノベーションオフィス・Web 開催）。
３）委員会・部会活動
① 学術委員会：大気環境学会近畿支部研究発表会：令和３年 12 月 27 日（大阪府大 I‒site なんば）、
一般発表 21 件、特別講演１件、参加者 43 名。
② 情報・広報委員会：大気環境学会近畿支部ホームページの運営。
③ 気象拡散部会講演会：令和４年５月 17 日（大阪公大 I‒site なんば）
テーマ「大気拡散研究におけるモデリング技術の現状とこれからを考える」、講演３件。
④ 反応と測定部会・エアロゾル部会・植物影響部会合同講演会：令和４年５月 16 日（大阪府環農研・Web
開催）
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テーマ「植物起源 VOC・エアロゾル・オゾンの生成と反応」、講演３件。
⑤人体影響部会セミナー：令和４年６月 23 日（Web 開催）
テーマ「空気環境における新型コロナウイルス感染症対策の最適点を探る」、講演３件。
8.5．中国・四国支部
１）支部総会：令和４年５月 28 日～６月５日（支部ホームページへの資料掲載による開催）
令和３年度事業報告・収支決算報告および令和４年度事業計画・予算計画について。
２）大気環境学会・日本水環境学会・廃棄物資源循環学会中国・四国支部合同講演会
新型コロナウイルス感染症の影響によって中止。
３）支部ニュースレター
令和４年３月、４月、５月、６月の４回配信。
8.6．九州支部
１）支部総会：令和４年３月７日～３月 10 日（メール審議）
令和２年度事業実施報告および収支決算報告、令和３年度事業計画および予算、九州支部役員の交代。
２）支部役員会：令和４年３月２日～３月４日（メール審議）
令和２年度事業実施報告および収支決算報告、令和３年度事業計画および予算、九州支部役員の交代。
３）支部研究発表会：令和４年３月 11 日（Web 開催）
室内環境学会九州支部と合同で研究発表会を開催。演題７件（大気環境３件、室内環境４件）、参加者 36
名。
9．分科会等報告
9.1．植物分科会
１）総会の開催（誌上開催）：令和３年９月 21 日～９月 28 日（意見募集期間）
2）講演会の開催（関東支部植物影響部会との共催）：令和４年１月 18 日（Web 開催）講演１件、参加者

24

名。
3）講演会の開催（関東支部植物影響部会との共催）：令和４年４月 22 日（Web 開催）テーマ：「SDGs と
植物」、講演４件、参加者 26 名。
4）世話人会議

令和３年 10 月 14 日、令和４年２月 17 日、４月 22 日。

9.2．大気環境モデリング分科会
１）年会分科会：令和３年９月 14 日（第 62 回大気環境学会年会、Web 開催）
テーマ「今後の光化学オキシダント対策に向けた現状整理、課題、方向性について」発表４件。
研究集会「第５回アジア域の化学輸送モデルの現状と今後の展開に関する研究集会」を共催（主催：九州大
学応用力学研究所全国共同利用研究集会）。発表 13 件、参加者 44 名。
9.3．酸性雨分科会
１）年会分科会：令和３年９月17日（Web開催）
テーマ：「反応性窒素と、その生態系影響」、講演２件、参加者57名。
2）第33回酸性雨東京講演会（関東支部大気沈着部会、酸性雨研究会との共催）
：令和４年６月16日（Web開
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催）、テーマ：「大気－森林間の炭素および窒素交換」、講演２件、参加者34名。
３）メールニュースの発行
479号～481号まで12回発行（メール会員238人・令和４年６月３日現在）。
9.4．環境大気モニタリング分科会
１）講演会（第 48 回研究会）：令和４年３月８日（Web 開催）
テーマ：「モニタリングデータを活用した健康影響の評価」
、講演３件、参加者 80 名。
２）幹事会
令和３年 12 月 16 日：第 50 回研究会の企画、テーマ、構成について検討した。
令和４年４月 27 日：年会分科会の企画、テーマ、構成について検討した。
9.5．健康影響分科会
１）年会分科会：令和３年９月 17 日（Web 開催）
テーマ：「大気粒子状物質の健康影響を反映する指標の探索と発生源の推定」、講演３件、参加者 69 名。
２）年会公開シンポジウム（大気環境学会、室内環境分科会との共催）、令和３年９月 16 日（Web 開催）
テーマ：「COVID‒19 と大気環境」、講演７件。
9.6．モビリティ環境分科会
１）年会分科会：令和３年９月 15 日（Web 開催）
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」、講演４件、参加者 56 名。
２）講演会（都市大気エアロゾル分科会との合同講演会および東京電機大学と東京大学の合同公開ゼミ）
：令
和４年６月 21 日（Web 開催）
テーマ：「PM2.5 の現状と新たな自動車排出ガス規制」、講演３件、研究発表７件、参加者 96 名。
9.7．室内環境分科会
１）年会分科会：令和３年９月 17 日（Web 開催)
テーマ：「芳香と生活環境」参加者 21 名。
２）セミナー（関西支部人体影響部会との共催）：令和４年６月 23 日（Web 開催）
テーマ：「空気環境における新型コロナウイルス感染症対策の最適点を探る」、講演３件、参加者 30 名。
３）その他
令和２年５月 22 日に予定していた公開講演会（テーマ「加熱式たばこの現状と研究動向」）については新
型コロナウイルス感染拡大のため、告示直前の令和２年３月末に延期決定し現在も延期中。Web 形式で集会
やセミナーに向けた打合せを実施（６回）。
9.8．放射性物質動態分科会
１）年会分科会：令和３年９月15日（Web開催）
テーマ「東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性ヨウ素の実態」、参加者26名。
２）「東京電力福島第一原子力発電所事故による放射能大気環境汚染―これまでとこれから―」を執筆し、出
版を検討中。
9.9．臭気環境分科会
１）年会分科会：令和３年９月 14 日（Web 開催）
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テーマ「畜産農業における悪臭対策～最新の技術開発動向と現場での優良対策事例～」、講演３件、参加者
71 名。
２）大気環境学会誌おすすめ図書原稿執筆。
9.10．都市大気エアロゾル分科会
１）年会分科会：令和３年９月 21 日（Web 開催）
テーマ「成分データによる PM2.5 の実態解明と疫学やモデル研究への展開」、講演４件、参加者 82 名
２）講演会開催（モビリティ環境分科会と合同講演会および東京電機大学と東京大学の合同公開ゼミ）：令和
４年６月 21 日（Web 開催）
テーマ「PM2.5 の現状と新たな自動車排出ガス規制」、講演３件、発表７名、参加者 96 名。
9.11．気候変動研究会
１）コロナ禍のため年会等での研究集会は行わなかった。
大気環境学会誌の入門講座「温暖化適応策」の構成などについて助言を行った。
令和３年度事業報告には、
「一般社団法人および一般財団法人に関する法律施行規則」第34条第３項に規定
する附属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項が存在しないので作成しない。
令和４年８月
公益社団法人
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貸借対照表
2022年 6月30日現在
公益社団法人
科
Ⅰ

（単位:円）

大気環境学会
目

当年度

前年度

増

減

資産の部
１．流動資産
現金預金

14,486,240

14,397,951

88,289

未収会費

480,000

340,000

140,000

未収金

375,000

173,000

202,000

前払金

809,800

13,794

796,006

16,151,040

14,924,745

1,226,295

1,269,500

1,269,500

0

その他固定資産合計

1,269,500

1,269,500

0

固定資産合計

1,269,500

1,269,500

0

17,420,540

16,194,245

1,226,295

未払金

37,104

1,691,249

△ 1,654,145

前受金

0

2,000

△ 2,000

前受会費

7,026,600

7,250,000

△ 223,400

流動負債合計

7,063,704

8,943,249

△ 1,879,545

負債合計

7,063,704

8,943,249

△ 1,879,545

10,356,836

7,250,996

3,105,840

正味財産合計

10,356,836

7,250,996

3,105,840

負債及び正味財産合計

17,420,540

16,194,245

1,226,295

流動資産合計
２．固定資産
(1) その他固定資産
斎藤基金

資産合計
Ⅱ

負債の部
１．流動負債

Ⅲ

正味財産の部
１．一般正味財産
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正味財産増減計算書
2021年 7月 1日から2022年 6月30日まで
公益社団法人

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

当年度

前年度

増

（単位:円）
減

11,120,000
7,140,000
400,000
1,210,000
1,470,000
850,000
50,000
6,987,859
1,900,859
1,361,550
330,000
209,309
5,087,000
2,519,000
20,000
1,310,000
750,000
488,000
0
0
0
310,193
105
310,088
18,418,052

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

△ 395,000
△ 410,000
145,000
△ 80,000
0
0
△ 50,000
2,909,842
237,444
351,550
60,000
△ 174,106
2,672,398
1,242,000
2,400
600,000
750,000
78,000
△ 2
△ 2,000,000
△ 2,000,000
△ 395,534
30
△ 395,564
119,308

13,731,078
86,184
92,376
481,779
111,370
801,490
98,881
11,896,018
102,980
60,000
1,581,134
95,766
9,552
2,098
0
352,514
1,034,360
25,744
60,000
0
1,100
15,312,212
3,105,840
0
3,105,840

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

689,826
2,533
12,777
△ 430,737
91,370
62,867
80,990
1,670,860
8,166
△ 809,000
△ 483,134
△ 27,597
△ 5,444
△ 15,687
△ 11,670
163,998
△ 122,997
2,343
△ 461,000
△ 3,400
△ 1,680
206,692
△ 87,384
0
△ 87,384

0

0

0

0
0
3,105,840
7,250,996
10,356,836
10,356,836

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

0
0
△ 87,384
3,193,224
3,105,840
3,105,840
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予算対比正味財産増減計算書
2021年 7月 1日から2022年 6月30日まで
大気環境学会
予算額
科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
(1) 経常収益
11,260,000
受取会費
7,480,000
正会員会費
250,000
学生会員会費
1,210,000
法人会員A会費
1,470,000
法人会員B会費
850,000
賛助会員会費
0
終身会員会費
6,846,800
事業収益
1,700,000
大気環境学会誌事業
1,100,000
掲載料
300,000
広告料
300,000
会誌販売
150,000
セミナー事業
4,996,800
年会事業
3,056,800
参加費
36,000
要旨集販売
1,000,000
展示料
400,000
広告料
504,000
発表申込金
100
雑収益
100
受取利息
0
雑収益
18,106,900
経常収益計
(2) 経常費用
16,182,020
事業費
15,000
会議費
346,270
旅費交通費
155,634
通信運搬費
210,180
消耗品費
980,000
印刷製本費
340,000
諸謝金
600,000
支払負担金
100,000
支払補助金
13,338,936
委託費
96,000
支払手数料
0
未収会費放棄損
2,095,000
管理費
50,000
会議費
200,000
旅費交通費
30,000
通信運搬費
10,000
消耗品費
20,000
印刷製本費
10,000
支払負担金
500,000
支払補助金
1,200,000
委託費
24,000
支払手数料
0
未収会費放棄損
50,000
雑費
1,000
租税公課
18,277,020
経常費用計
△ 170,120
評価損益等調整前当期経常増減額
0
評価損益等計
△ 170,120
当期経常増減額
２．経常外増減の部
(1) 経常外収益
0
経常外収益計
(2) 経常外費用
0
経常外費用計
0
当期経常外増減額
△ 170,120
当期一般正味財産増減額
7,250,996
一般正味財産期首残高
7,080,876
一般正味財産期末残高
7,080,876
Ⅱ 正味財産期末残高
公益社団法人

決算額

差

（単位:円）
異

11,120,000
7,140,000
400,000
1,210,000
1,470,000
850,000
50,000
6,987,859
1,900,859
1,361,550
330,000
209,309
0
5,087,000
2,519,000
20,000
1,310,000
750,000
488,000
310,193
105
310,088
18,418,052

140,000
340,000
△ 150,000
0
0
0
△ 50,000
△ 141,059
△ 200,859
△ 261,550
△ 30,000
90,691
150,000
△ 90,200
537,800
16,000
△ 310,000
△ 350,000
16,000
△ 310,093
△ 5
△ 310,088
△ 311,152

13,731,078
0
0
86,184
92,376
481,779
111,370
801,490
98,881
11,896,018
102,980
60,000
1,581,134
0
95,766
9,552
0
2,098
0
352,514
1,034,360
25,744
60,000
0
1,100
15,312,212
3,105,840
0
3,105,840

2,450,942
15,000
346,270
69,450
117,804
498,221
228,630
△ 201,490
1,119
1,442,918
△ 6,980
△ 60,000
513,866
50,000
104,234
20,448
10,000
17,902
10,000
147,486
165,640
△ 1,744
△ 60,000
50,000
△ 100
2,964,808
△ 3,275,960
0
△ 3,275,960

0

0

0
0
3,105,840
7,250,996
10,356,836
10,356,836

0
0
△ 3,275,960
0
△ 3,275,960
△ 3,275,960
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正味財産増減計算書内訳表
2021年 7月 1日から2022年 6月30日まで
公益社団法人

大気環境学会
科

Ⅰ

目

公益目的事業会計
公1

法人会計

小計

内部取引等消去

合

計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
(1) 経常収益
6,346,000

6,346,000

4,774,000

0

11,120,000

3,570,000

3,570,000

3,570,000

0

7,140,000

学生会員会費

280,000

280,000

120,000

0

400,000

法人会員A会費

847,000

847,000

363,000

0

1,210,000

法人会員B会費

受取会費
正会員会費

1,029,000

1,029,000

441,000

0

1,470,000

賛助会員会費

595,000

595,000

255,000

0

850,000

終身会員会費

25,000

25,000

25,000

0

50,000

6,987,859

6,987,859

0

0

6,987,859

事業収益

1,900,859

1,900,859

0

0

1,900,859

掲載料

1,361,550

1,361,550

0

0

1,361,550

広告料

330,000

330,000

0

0

330,000

会誌販売

209,309

209,309

0

0

209,309

年会事業

5,087,000

5,087,000

0

0

5,087,000

参加費

2,519,000

2,519,000

0

0

2,519,000

20,000

20,000

0

0

20,000

展示料

1,310,000

1,310,000

0

0

1,310,000

広告料

750,000

750,000

0

0

750,000

発表申込金

488,000

488,000

0

0

488,000

290,088

290,088

20,105

0

310,193

0

0

105

0

105

290,088

290,088

20,000

0

310,088

13,623,947

13,623,947

4,794,105

0

18,418,052

大気環境学会誌事業

要旨集販売

雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用

13,731,078

13,731,078

0

0

13,731,078

通信運搬費

86,184

86,184

0

0

86,184

消耗品費

92,376

92,376

0

0

92,376

印刷製本費

481,779

481,779

0

0

481,779

諸謝金

111,370

111,370

0

0

111,370

支払負担金

801,490

801,490

0

0

801,490

支払補助金

98,881

98,881

0

0

98,881

11,896,018

11,896,018

0

0

11,896,018

102,980

102,980

0

0

102,980

60,000

60,000

0

0

60,000

0

0

1,581,134

0

1,581,134

旅費交通費

0

0

95,766

0

95,766

通信運搬費

0

0

9,552

0

9,552

印刷製本費

0

0

2,098

0

2,098

支払補助金

0

0

352,514

0

352,514

委託費

0

0

1,034,360

0

1,034,360

支払手数料

0

0

25,744

0

25,744

未収会費放棄損

0

0

60,000

0

60,000

租税公課

0

0

1,100

0

1,100

経常費用計

13,731,078

13,731,078

1,581,134

0

15,312,212

△ 107,131

△ 107,131

3,212,971

0

3,105,840

0

0

0

0

0

△ 107,131

△ 107,131

3,212,971

0

3,105,840

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

他会計振替前当期一般正味財産増減額

△ 107,131

△ 107,131

3,212,971

0

3,105,840

当期一般正味財産増減額

△ 107,131

△ 107,131

3,212,971

0

3,105,840

事業費

委託費
支払手数料
未収会費放棄損
管理費

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

Ⅱ

一般正味財産期首残高

7,250,996

一般正味財産期末残高

10,356,836

正味財産期末残高

10,356,836
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財産目録
2022年6月30日現在
公益社団法人

大気環境学会

（単位:円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

(流動資産)
現金預金

普通預金

運転資金として

12,641,596
8,393,677

三井住友銀行新宿通支店49

51,108

三菱UFJ信託銀行新宿支店50
三井住友銀行新宿通支店80

2

三井住友銀行新宿通支店91

11

三井住友銀行新宿通支店05

1,182,643
3,014,155

みずほ銀行新宿支店26
郵便振替

運転資金として

1,844,644
1,844,644

郵便振替口座9049
未収会費

2021年度の未納会費

480,000

未収金

掲載料等

375,000

前払金

公益目的事業の業務に使用する翌事業年度委託費

流動資産合計

809,800
16,151,040

(固定資産)
その他固定資産
斎藤基金

1,269,500

定期預金

1,269,500

三井住友銀行新宿通支店31
固定資産合計

1,269,500

資産合計

17,420,540

(流動負債)
未払金

支払補助金

管理目的に使用する支払補助金

流動負債合計

37,104
7,026,600

前受会費
正会員

翌事業年度以降の会費

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度会費

5,800,000

学生会員

翌事業年度以降の会費

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度会費

380,000

法人会員A

翌事業年度以降の会費

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度会費

126,600

法人会員B

翌事業年度以降の会費

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度会費

120,000

賛助会員

翌事業年度以降の会費

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度会費

600,000
7,063,704

負債合計

7,063,704

正味財産

10,356,836
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財 務 諸 表 に 対 す る注 記
1.

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

附属明細書
1.

基本財産及び特定資産の明細
該当なし

N71

N72
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令和３年度監査結果
去る令和 4年 8 月 4 日（木）15 時より、Web 会議にて、中井里史財務担当常任理
事、米持総務担当常任理事、伊豆田猛学会長、事務局の立会のもとで、令和３年度事
業実績及び一般会計決算について監査を実施致しました。
監査の結果、事業は適正に実施され、また、会計決算につきましては、貸借対照表、
正味財産増減計算書及び財産目録、預金残高など精査致しました結果、適正に処理さ
れていることを確認致しました。
なお、学会の会計状況及び活動状況につきまして、以下の点につきまして口頭にて
要望することと致しました。
「要望事項」
令和３年度も前年度に引き続き新型コロナウィルス感染症による緊急事態宣言やま
ん延防止等重点措置が発出されるなど、学会活動が制約を受ける中、オンラインで会
議・行事を実施するとともに、支部活動を徐々に再開するなど適切に会務が執行され
ました。財政面では、効率的な会務の運営、書籍収入、年会のオンライン開催などに
より単年度で大幅な黒字となり、正味財産が増加しました。一方で、学会員は依然と
して長期減少傾向が続き、また、大気環境学会誌への投稿も減るなど、今後の学会運
営は未だ楽観視できる状況ではないことは言うまでもありません。また、今年度の黒
字にはコロナ禍の影響による旅費交通費などの支出減少が寄与していると考えられま
す。
以上のことから、令和４年度も引き続き、コロナ禍の状況に応じて柔軟な学会運営
に努めるとともに、学会の魅力を高め、会員や事業収入の増加にもつながるような新
たな取組に期待致します。また、大きな社会課題となっている気候変動問題に、本学
会としても分科会・研究会や支部での活動を端緒に積極的に対応していく必要がある
と考えられます。中長期的に持続可能な学会をめざし、そのビジョンを会員の総意で
描き、実現に至る計画を立てて実行されることを期待致します。
監事

大原

利眞

監事

市川

陽一
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令和4年度（公社）大気環境学会事業計画
（令和4年7月1日から令和5年6月30日まで）
1. 大気環境に関する普及啓発事業（公益目的事業）
1.1 会誌等の発行事業
大気環境の学会誌「大気環境学会誌」及び英文専門の「AJAE(Asian Journal of Atmospheric
Environment)」の発行を通じて大気環境に関する情報の普及啓発を行い、もって学術及び文化の発
展に寄与し、大気環境保全のために資することを目的として実施する。
(1)

大気環境学会誌の発行

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

AJAE(Asian Journal of Atmospheric Environment)の発行

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

年会

第63回大気環境学会年会を以下の日程で開催する。
会 期

：

令和4年9月14日（水）～9月16日（金）

会

：

大阪公立大学中百舌鳥キャンパス

学 会 長

：

伊豆田猛（東京農工大学）

年 会 長

：

竹中規訓（大阪公立大学）

年会事務局

：

大阪公立大学

内

：

研究成果の発表（約400件を予定）、特別集会および分科会を開催する。

(2)

場

容

シンポジウム及び講演会

年会とは別に、各委員会や各分科会が大気環境に関するシンポジウム及び講演会を実施する。
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1.3 表彰活動事業
大気環境に関する研究の表彰活動を通じて大気環境の研究を振興し、更なる普及啓発、学術
及び文化の発展に寄与し、大気環境保全のために資することを目的として実施する。本法人が、
表彰活動として実施する内容は、以下のとおりとする。
(1) 大気環境学会賞
会員2名以上の推薦による受賞候補者の中から選出された優秀な人に学術賞、功労賞、進歩賞、
技術賞を授与する。
①

学術賞：国内外において学術上、ならびに社会的に顕著な業績をあげた人

②

功労賞：本法人または地域・社会に対して多大な功績をあげた人（年齢55歳以上）

③

進歩賞：学術上優れた業績をあげた若手研究者（年齢40歳以下）

④

技術賞：技術的に優れた業績をあげたか、或いは技術の普及に著しい功績をあげた人

(2) 大気環境学会論文賞
「大気環境学会誌」及び「AJAE」に掲載された研究論文を対象とし、着想の独創性・新規性、
研究手法の独創性・新規性、学術的・社会的な重要性、論文の完成度を鑑みて選考する。
1.4 運営等に関する会議の開催
(1) 第63回総会を令和4年9月9日（金）に開催する。
(2) 理事会及び常任理事会を開催し、当学会の運営に係る事項を審議する。
(3) その他、当学会の運営に必要な会議を開催する。
1.5 委員会の開催
(1) 倫理委員会を開催し、本法人に係る倫理問題について検討する。
(2) 編集委員会を開催し、大気環境学会誌の企画・編集を行なう。
(3) 国際交流委員会を開催し、国外の大気環境研究者との学術的交流を進めることにより国際交
流活動の推進を図る。
(4) 学会賞選考委員会を開催し、学会賞候補者を選考する。
(5) 論文賞選考委員会を開催し、論文賞候補者を選考する。
(6) 広報委員会を開催し、ホームページ等を活用して社会に対して学会活動等を広報する活動の
推進を図る。
(7) 企画運営委員会を開催し、大気環境に関する事業活動の企画運営を行い、財務改善を図る。
(8) 産官学民連絡協議会を開催し、関連業界、国・自治体、大学、民間等との連携を図る。
(9) AJAE委員会を開催し、AJAE誌の企画等について検討する。
(10) 年会委員会を開催し、今後の年会の開催方法を検討するとともに、年会実行委員会との連携
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を図る。
(11) 地方環境研究所等委員会を開催し、地環研における研究と学会における活動の促進を図る。
(12) 「大気環境未来60」募金委員会を開催し、募金の運用方法について検討する。
(13) 記録編纂委員会を開催し、大気環境問題に係わる出来事などの整理と記録を行う。
1.6 分科会等の活動
分科会、研究会における調査研究、講演会、シンポジウムの開催等の活動を推進する。
1.7 支部の活動
総会、講演会、セミナーなどの各支部の活動を推進する。
1.8 調査研究事業
大気環境の専門家である本法人の会員で構成される学会本体、分科会、または研究会などが行
う調査研究を推進する。
また、公益性のある団体が募集する研究助成あるいは調査研究事業（以下、「公募研究等」と
いう。）に積極的に応募することを推進する。なお、公募研究の応募にあたっては、「公益社団
法人大気環境学会外部受託研究に関する内規」に従い、予め常任理事会の承認を得ることとする。
1.9 その他
会員との連絡を円滑に行うため、マイページの運用を促進する。
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正味財産増減予算書
2022年 7月 1日から2023年6月30日まで
公益社団法人

大気環境学会
科

（単位：円）
目

当年度

前年度

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

10,980,000
7,220,000
350,000
1,170,000
1,440,000
800,000
11,375,000
1,700,000
1,100,000
300,000
300,000
150,000

11,260,000
7,480,000
250,000
1,210,000
1,470,000
850,000
6,846,800
1,700,000
1,100,000
300,000
300,000
150,000

年会事業

9,265,000

4,996,800

3,825,000
0
3,500,000
1,200,000
740,000
260,000
100
100
0
22,355,100

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

20,302,000
100,000
115,000

16,182,020
0
15,000

旅費交通費

390,000

346,270

通信運搬費

130,000

155,634

消耗品費

600,000

210,180

1,780,000

980,000

賃借料

700,000

0

諸謝金

560,000

340,000

支払負担金
支払補助金

800,000
100,000

600,000
100,000

14,865,000

13,338,936

112,000
50,000
2,091,000
30,000
150,000
20,000
10,000
20,000
10,000
500,000
1,260,000
28,000
50,000
10,000
3,000
22,393,000
△ 37,900
0
△ 37,900

96,000
0
2,095,000
50,000
200,000
30,000
10,000
20,000
10,000
500,000
1,200,000
24,000
0
50,000
1,000
18,277,020
△ 170,120
0
△ 170,120

0

0

0

0
0
△ 37,900
7,080,876
7,042,976
7,042,976

0
0
△ 170,120
7,250,996
7,080,876
7,080,876

0
0
132,220
△ 170,120
△ 37,900
△ 37,900

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

印刷製本費

委託費
支払手数料
未収会費放棄損
管理費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
支払負担金
支払補助金
委託費
支払手数料
未収会費放棄損
雑費
租税公課
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部
(1) 経常外収益
経常外収益計
(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

増減

2022予算備考

△ 280,000
△ 260,000 22年4月30日時点会員数722名×10,000円
100,000 21年度実績
△ 40,000 22年4月30日時点会員数117団体×10,000円
△ 30,000 22年4月30日時点会員数48団体×30,000円
△ 50,000 22年4月30日時点会員数15団体16口×50,000円
4,528,200
0
0 21年度実績
0 バナー広告
0 BN販売、POD販売、著作権料、入門講座販売分
0
第63回年会 22年9月14-16日
4,268,200
大阪公立大学
768,200
△ 36,000
2,500,000
800,000
236,000
260,000
0
0
0
4,248,200
4,119,980
100,000 第63回年会：100,000円
100,000
第63回年会：50,000円
43,730 各委員会交通費：140,000円
大気環境未来60:200,000円
第63回年会：50,000円
△ 25,634
管理費按分：80,000円
第63回年会：400,000円
表彰：60,000円
389,820
大気環境未来60:100,000円
管理費按分：40,000円
学会誌合本(vol.57)印刷費、別刷代：500,000円
800,000 年会：1,000,000円、大気環境未来60:100,000円
調査研究：100,000円、管理費按分：80,000円
700,000 第63回年会：700,000円
第63回年会：200,000円
220,000 学会誌原稿料：200,000円
調査研究：160,000円
200,000 AJAE負担金
0 分科会補助金：100,000円
学会誌：3,900,000円 学会誌6号分の編集費、制作費
1,526,064 年会：5,925,000円
管理費按分(事務局委託費)：5,040,000円
16,000
50,000
△ 4,000
△ 20,000
△ 50,000 理事会、常任理事会交通費
△ 10,000
0
0
0 環境工学連合分担金
0 支部補助金：500,000円
60,000 事務局委託費
4,000 振込手数料
50,000
△ 40,000
2,000
4,115,980
132,220
0
132,220
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①費用配賦基準
管理費の配賦基準
公益目的
事業共通

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

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

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

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

②管理費配賦額
配賦金額

管理費

予算総額

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

7,220,000
350,000
1,170,000
1,440,000
800,000
100,000
50,000
100,000
6,300,000
140,000
100,000
17,770,000

公益目的
法人会計
事業共通
3,610,000
3,610,000
245,000
105,000
819,000
351,000
1,008,000
432,000
560,000
240,000
80,000
20,000
40,000
10,000
80,000
20,000
5,040,000
1,260,000
112,000
28,000
50,000
50,000
11,644,000
6,126,000

備考

会費請求送料10万円、事務局送料5万円
封筒代等
総会資料印刷、事務局コピー代
算定基準書より600万円。22年度選挙あり30万円
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大気環境学会
術

賞

「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

殿

あなたは、標記研究を永年に渡り精力的に行い、輝かしい成果をあげてこられました。
「活性酸素消去系酵素の遺伝子操作による大気汚染ガス耐性植物の開発」に関する研究では、世界
で初めて二酸化硫黄に耐性となった遺伝子組換え植物を作出し、活性酸素消去系酵素の植物の環境
ストレス耐性機構における重要性を明らかにしました。
「植物の大気汚染ガス耐性における植物ホルモンの働きの解明」に関する研究では、オゾン感受性
シロイヌナズナ突然変異体等を用いた研究により、植物ホルモンがオゾンによる細胞死誘導にどの
ような働きをしているかを明らかにしました。
さらに、「分子遺伝学的研究による植物の環境ストレス応答機構全体像の理解」に関する研究で
は、オゾン感受性シロイヌナズナ突然変異体を用い、植物のオゾン障害の発生と防御の機構に関与
する重要な遺伝子を見出し、その全体像を理解する研究に貢献しました。
これらの顕著な研究業績に対して敬意を表し、ここに大気環境学会学術賞を贈ります。
令和 4年 9月 15 日
公益社団法人大気環境学会
会長

令和 4 年度
学

伊豆田

猛

大気環境学会
術

賞

「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

殿

あなたは、標記研究を永年に渡り精力的に行い、輝かしい成果をあげてこられました。
大気汚染物質の森林樹冠への沈着プロセスに関する研究では、葉面上のワックスの劣化や沈着し
た粒子状物質による気孔の機能障害が葉面からの水分損失を促進させ、関東平野部のスギ枯損の一
因となったことを明らかにしました。この研究は、森林樹木の大気浄化能の研究にも貢献していま
す。
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大気汚染物質の森林生態系内での挙動・循環解析に関する研究では、国内および東アジアにおけ
る気候帯の異なる森林集水域で観測を行い、大気環境の改善による回復過程では、気象が重要な役
割を果たすことを明らかにしました。
さらに、東アジア酸性雨モニタリングネットワーク (EANET) の設立時からの研究スタッフとし
て、大気環境研究とモニタリングネットワークとの連携も推進し、国内外の学術団体での活動や教
育活動を含め、我が国及び東アジア地域の大気環境研究の発展に貢献してきました。
これらの顕著な研究業績に対して敬意を表し、ここに大気環境学会学術賞を贈ります。
令和 4年 9月 15 日
公益社団法人大気環境学会
会長

令和 4年度
学
「大気沈着に関する研究
野口

泉

伊豆田

猛

大気環境学会
術

賞

―湿性、乾性および窒素沈着―」

殿

あなたは、標記研究を永年に渡り精力的に行い、輝かしい成果をあげてこられました。
降水化学に関する研究では、アルカリダストの減少により降水の酸性化が起こることを明らかに
しました。
さらに、全国環境研協議会等、地方自治体の環境研究所に関する研究では、酸性雪（積雪）の調
査方法を確立し、また、乾性沈着評価に関する研究に貢献しました。
亜硝酸ガス等、窒素成分に関する研究では、フィルターパック法による亜硝酸ガスを含む多成分
同時測定法を確立し、その特徴や発生源、特に積雪表面での二次生成があることを明らかにしまし
た。
これらの顕著な研究業績に対して敬意を表し、ここに大気環境学会学術賞を贈ります。
令和 4年 9月 15 日
公益社団法人大気環境学会
会長

伊豆田

猛
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大気環境学会
歩

賞

「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

殿

あなたは、標記研究を積極的に行い、学術上優れた多くの業績をあげてこられました。
特に、エアロゾルによる HOx ラジカルの取り込み係数を取得する手法を開発され、実大気観測を
行うことにより不均一反応を通じたエアロゾルによるオゾン生成抑制効果を報告されました。ま
た、未把握・計測困難な OH 反応性物質の生成源の調査を行い、食害ストレス下の植物から未把
握・計測困難なOH 反応性物質の一次放出が増加すること、および既知物質の光酸化により生成す
る未把握・計測困難なOH 反応性物質について大気化学モデル計算で定量的な予測が可能であるこ
とを明らかにしてこられました。
今後も多くの研究成果を上げることが期待されます。
今後の研究のますますの発展を期待し、ここに大気環境学会進歩賞をお贈りします。
令和 4年 9月 15 日
公益社団法人大気環境学会
会長

伊豆田

猛
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第 63回大気環境学会年会報告
年会長
実行委員長

第63回年会の概要

1.

板野

竹中

規訓（大阪公立大学）

泰之（大阪市環科センター）

襲し、経費削減に努めた。また、機器展示ブース訪問者に景
品を獲得するスタンプラリーを行った。

第 63 回大気環境学会年会が、大阪公立大学中百舌鳥キャ

第 63 回年会の参加人数は 391 名（事前登録 359 名、当日登

ンパス（大阪府堺市中区学園町）において 2022 年 9 月 14 日

録 32 名）であり、内訳は正会員 215 名、学生会員 81 名、法

（水）‒16 日（金）に開催された。今回の年会は、3 年ぶりの

人会員 A 16 名、法人会員 B 19 名、賛助会員 15 名、名誉会員

対面による開催を目指して準備を行い、従来通りの研究発

1 名、非会員 45 名であった。

表、ポスター発表、分科会、特別集会および環境機器展、日

研究発表の件数は 233 件（一般研究口頭発表： 131 件、ポ

中韓国際交流シンポジウム、および公開ジンポジウムが開催

スター発表： 102 件）であった。さらに、学会賞受賞講演 3

された。新型コロナの新規感染者数が多い中での対面開催で

件、特別集会 2 件（講演 10 件）、日中韓国際交流シンポジウ

あったため、従来の対面とはいくつかの点で異なる点があっ

ム講演 8 件、分科会 10 件（講演 29 件）、公開シンポジウム講

た。1）各会場に入場制限を設けた。しかし、どの会場も制

演 4 件、が行われた。

限人数を超えることなく、終えることができた。2）懇親会

環境機器展では、ブース展示 16 件（18 ブース）とカタログ

の中止。準備段階では新型コロナウイルス感染症の先行きが

展示 3 件の参加があった。プログラム集への広告掲載は 15

不透明で、配膳・着座式での会食とせざるをえず、懇親会に

件であった。ホームページへのバナー掲載は 6 件であった。

ふさわしくないと判断。3）育児中の研究者の参加を支援す

出展企業による技術セミナーは 1 日目に 3 会場と 2 日目に 2 会

るため託児所の紹介を行った。4）定時総会と年会総会を分

場で昼食付きで開催し、合わせて 10 件の発表が行われた。

けて開催。会場の収容人数のため、学会本部の判断で、年会

ご協力いただいた企業・団体の皆様に、心より感謝の意を表

より前に定時総会をオンラインで開催。年会では来賓祝辞、

します。

表彰式、受賞講演にとどめた。5）本部年会委員と合同で準
備・開催。開催地の年会実行委員の負担軽減のため、本部年
会委員会と現地年会実行委員会と共同で開催。6）感染対策

1. 1

研究口頭発表・ポスター発表

一般研究口頭発表は 4 会場で行った。1 日目午前に 50 件、

上、原則として年会参加者とスタッフ以外の会場への立入り

2 日目午前に 33 件、3 日目午前に 48 件の発表があった。発表

を禁止とした。そのため、従来可能であった「年会には参加

部門としては例年と同様に粒子状物質が多かったが、ほぼす

しないが、分科会だけ参加する」といった会員の部分参加を

べての部門において発表が行われた。ポスター発表は、学術

認めない措置をとった。要旨集は pdf ファイルとして年会

交流会館の多目的ホール、廊下、サロンを利用し、入場制限

ホームページから参加者がダウンロードする従来の方法を踏

を設けながら 1 日目午後に行った。ポスター発表者を奇数組

写真 1 会場前の看板と会場となった建物（写真：大河内
博）

写真 2

ポスター発表の様子（写真：大河内

博）
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と偶数組に分け、それぞれ 13:00‒14:15 と 14:15‒15:30 にコ
アタイムを設けた。心配された入場者制限は、超えることが
なかった。会場内は、密になることを避けるためにスペース
を確保したためか、入場者数の多さを感じない程度に分散し
てそれぞれで活発な議論が行われていた。
学生・若手による研究発表を奨励するため、優秀な口頭発
表およびポスター発表を選考して表彰を行った。学生・若手
を対象とした口頭発表には 32 件、ポスター発表には 34 件の
応募があった。各賞の決定にあたっては、公平な審査のため
に、口頭発表については選考委員・座長による評価に加え聴
講者による投票の結果をもとに、ポスター発表については選
考委員による評価に加え聴講者による投票の結果をもとに審

写真 3 年会総会の様子

査を行った。若手優秀発表賞の選考にご協力いただいた座
長、選考委員、聴講者ならびに発表者の皆様に厚く御礼を申

日の特別集会は、新型コロナによるポスター会場の入場制限

し上げます。

確保に大きな効果があった反面、ポスター発表と重なってい
たため特別集会に参加できなかったという意見もあった。

1. 2

年会総会・公開シンポジウム

また、初日の夕方に都市大気エアロゾル分科会、酸性雨分

2 日目の午後に、A 会場で年会総会が開催された。会場に

科会、大気環境モデリング分科会、環境大気モニタリング分

入場制限を設けていたことから年会総会はハイブリッド開催

科会、放射性物質動態分科会、健康影響分科会、植物分科

とし、サテライト会場を設営することで全年会参加者が参加

会、室内環境分科会、モビリティ環境分科会、臭気環境分科

できるよう配慮した。参加者数は対面の A 会場で 96 名、別

会の 10 件の分科会が開催された。

室のオンライン会場で 33 名の計 129 名の参加があった。年
会総会では、竹中年会長、伊豆田会長の挨拶、名誉年会長の
大阪府知事・吉村洋文知事（大阪府環境農林水産部・環境政
策監 金森佳津氏代読）、環境省水・大気環境局、秦

康之局

長（環境省水・大気環境局大気環境課長 太田志津子氏代

第63回年会の特徴

2.

新型コロナの感染が減少しない制限下での 3 年ぶりの対面
開催にあたり、計画、運営での従来の対面開催とはいくつか
の点で、修正・対策を行った。

読）、の来賓祝辞があった。その後、大気環境学会学術賞 3
件、進歩賞 1 件、学術論文賞 1 件の表彰が行われた。また、
若手優秀発表賞 8 件（ポスター部門 4 件、口頭発表部門 4 件）

（1）年会運営
新型コロナの感染の影響により、従来よりも参加者数が大

の表彰が行われた。続いて、学術賞を受賞された佐瀬裕之氏

きく減少することが予想され、その中でどのように年会の収

（アジア大気汚染研究センター）、青野光子氏（国立環境研究

入を確保し、支出を削減するかを模索しながらの準備となっ

所）、野口

泉氏（北海道立総合研究機構）の受賞講演が行わ

た。最終的に年会参加者、機器展収入の見込みから、委託業

れ た。 最 後 に 第 64 回 の 大 気 環 境 学 会 年 会 が、2023 年 9 月

者の見積もりを大きく見直し、実行委員で準備できるところ

13 日（水）‒15 日（金）につくばで開催されることが報告され

を見積もりから除くことで、年会収支をプラスにすることが

た。

できた。その多くは前回の対面開催である第 60 回年会で取

年会総会終了後、「新生大阪公立大学が拓く脱炭素社会実

り組まれた「持続可能な年会運営」を参考にした。主な取り

現への道」をテーマとし、ハイブリッド開催とすることで、

組みを以下にまとめる。

一般市民も視聴できる公開シンポジウムを開催した。辰巳砂

・本部年会委員を実行委員メンバーに加えて、今後の年会運

昌弘氏（大阪公立大学学長）、金森佳津氏（大阪府環境農林水

営方法を構築（今後議論のうえ、進める）

産部・環境政策監）、除本理史氏（大阪公立大学経営学研究

・講演要旨集冊子配布の取りやめ

科）、前田泰昭氏（大阪府立大学名誉教授）の計 4 件の講演が

・年会ホームページから講演要旨集 pdf を配布

あった。

・A4 判プログラム集冊子の作成
・アルバイトの効率的な運用： アルバイトが必要な作業を精

1. 3

特別集会、分科会

年会初日の午後、ポスター発表の時間と並行して 1 件の特
別集会「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」、3 日目の午後に 1 件の特別集会「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―」が開催され、いずれも 5 件の発表があった。年会初

査し、時間単位で実働時間を管理した
・会場の効率的な運営： 会場を適切に割振り、空いた部屋は
順次返却
・ポスター番号や機器展会社名ボード、案内掲示板などの自
作
・若手優秀発表賞選考において、選考委員に加え座長による
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評価、聴講者による投票も行い、できる限り公平な審査と
なるよう工夫
・託児所の紹介： 育児中の研究者の参加支援

かと、相反する予想があった。実際には、ブース展示 16 件
（18 ブース）とカタログ展示 3 件の計 19 企業の参加となった。
前回の近畿支部での開催があった第 58 回年会の 27 社（30

新型コロナの影響がなくなった場合も、会員数の減少によ

ブース）の参加に比べるとかなり少なく、厳しい運営であっ

り、年会の収入も減少傾向にある。年会開催の多くを委託業

た。しかし、参加企業からは、対面で開催してくれたことに

者に委託するやり方は、年会収支を大きなマイナスにしない

対して感謝しているとの声もあり、年会の機器展は企業にも

ためにも見直しが必要である。しかし、業者委託しなければ

メリットのあるものだと実感した。また、環境機器展に多く

実行委員の負担が増え、持続可能性の面では問題となる。両

の参加者が来場してもらえるように、景品を獲得するスタン

者のバランスをとれるような運営方法の構築を、本部年会委

プラリーを行った。各企業からのノベルティーグッズのほ

員にしていただけることを願っている。

か、大阪公立大学のメモ帳を景品とし、多くの来場者を得る
ことができた。一方、新型コロナ感染対策のためにコーヒー

（2）日中韓国際シンポジウムの実施

のサービスを行わなかったが、出展企業から、例年、コー

学会の国際交流委員会の企画として、中国環境科学学会大

ヒー休憩を取るついでに来展する参加者が多かったことか

気分会および韓国大気環境学会から研究者を招聘して、
「For

ら、コーヒーのサービスの希望が多かった。次回以降、でき

a better understanding of air pollution in East Asia（2nd）」と

るだけ機器展会場におけるコーヒーのサービスは必要と考え

題する日中韓国際交流シンポジウムが開催され、日本から 2

られる。また、機器展示出展企業による技術セミナーは、機

件、中国から 3 件、韓国から 3 件の講演があった。ただし、

器展示会場とは別に講義室 2 または 3 カ所において軽食を提

新型コロナの影響により、中国、韓国からの参加者はオンラ

供して実施したところ、いずれも多くの参加を得て盛況で

イン参加であった。この企画は、大気環境学会と海外との連

あった。ご協力いただいた企業・団体の皆様に心より感謝の

携を進めていくうえで有意義であり、今後の継続とさらなる

意を表します。

発展が期待される。
（3）公開シンポジウムの実施

おわりに

3.

新型コロナ感染対策のある中、各実行委員がさまざまな工

第 63 回年会が開催された 2022 年度は、日本初の 2 つの総

夫、意見交換をしながら準備を行い、大きなトラブルもなく

合大学の統合により生まれた大阪公立大学で開催されたこと

対面開催による年会を終了することができました。本年会を

を記念に、「新生大阪公立大学が拓く脱炭素社会実現への道」

支えていただいた近畿支部の会員を中心とした年会実行委員

をテーマに開催された。年会会場は人数制限を行っているた

の皆様、本部年会委員の皆様、およびアルバイトとして働い

め、年会参加登録者以外の学会員や一般市民の参加はオンラ

てくれた大阪公立大学の学生たちのご協力の賜物であり、深

インで行う、ハイブリッド型で開催された。会場の参加者

く感謝の意を表します。また、協賛企業の皆様、大気環境学

48 人、オンライン参加者 77 人、計 125 人の参加があった。

会理事、そして座長や審査を担当してくださった方々に御礼

脱炭素化に向けた大阪公立大学の取り組みの一部を理解して

を申し上げます。最後に、第 63 回年会にご参加いただいた

いただけたかと思われる。

すべての方々に多くのご不便をおかけしたことをお詫びする

学会の活性化を兼ねて、年会や、各支部講演会の参加者を
増やすためにはハイブリッド型を進めることは 1 つの手段で
ある。この公開シンポジウムではオンライン配信の際に最も
トラブルが発生しやすい音響について業務委託とし、映像や
配信は実行委員会にて実施した。ただ、今後の同様な運営を
考えるうえで参考になる経験として、事前テストを重ねる中
で大学の備品で音響関係の機材が揃っていたことがわかり、

とともに、感謝の意を表します。ありがとうございました。

特別集会報告
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」
世話人

大河内

博（早稲田大学創造理工学部）

マイクロプラスチックは、海洋、河川、道路粉塵などの環

相応の知識を有する会員の協力が得られれば、業者に頼らず

境媒体のみならず、ヒト肺、気管支、妊婦の胎盤、糞便、血

とも音響関係も含めて自前で配信可能であることがわかっ

液などからも検出されている。モデル研究によると、マイク

た。今後、経験を重ねることで、業者を介さずにハイブリッ

ロプラスチックの体内への摂取経路として経気道曝露が最も

ドでの講演会を開催できる可能性が示されたものと思われ

重 要 で あ る が、 大 気 中 マ イ ク ロ プ ラ ス チ ッ ク（Airborne

る。

MicroPlastics; AMPs）の実態と健康影響は不明である。こ
のことを背景として、2021 年より環境研究総合推進費「大気

（4）環境機器展と技術セミナーの充実
新型コロナ感染者数が減らない中での年会開催であったた

中 マ イ ク ロ プ ラ ス チ ッ ク の 実 態 解 明 と 健 康 影 響 評 価」
（JPMEERF20215003）（Airborne Microplastics and Health

め、参加企業が集まらないのではないか、逆に 3 年ぶりの対

Impact、略称： AMΦ プロジェクト）を開始した。AMΦ プ

面開催であるので、多くの企業に期待されているのではない

ロジェクトは、サブテーマ 1「大気中マイクロプラスチック
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の迅速分析法確立と実態解明、サブテーマ 2「大気中マイク

マイクロプラスチックの標準分析法として確立することを目

ロプラスチックの環境動態モデリング」、サブテーマ 3「大気

指している。

中マイクロプラスチックの呼吸器影響の解明」の 3 つのサブ

次に、サブテーマ 2 代表である梶野瑞生先生（気象研究所）

テーマからなる。本特別集会では、AMPs 研究の海外におけ

が、「マイクロプラスチックの 3 次元モデル予測に向けて」と

る現状と課題を述べた後に、AMΦ プロジェクトの研究成果

題して講演を行った。2019 年夏季の夜間（自由対流圏大気）

の一端を紹介し、国内における AMPs 研究を活性化すること

に富士山で PM2.5 AMPs 濃度が 4.9 個 /m3 となる高濃度事例が

を目的として開催した。

観測され、後方流跡線および天気図から台風 6 号の影響が示

座長は AMΦ プロジェクトメンバーである反町篤行先生

唆されたことからモデル解析を行った結果が報告された。日

（東洋大学）と岩本洋子先生（広島大学）に務めていただい

本近海で観測された海洋表層中マイクロプラスチック濃度を

た。最初に、研究代表者である大河内（早稲田大学）が、「環

考慮しても富士山頂の AMPs 濃度を過小評価する試算とな

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

り、この要因としてサブミクロンサイズの海洋マイクロプラ

と健康影響評価」と題して、海外における大気中マイクロプ

スチックが計測されていないことも一因と考えられた。ま

ラスチックの研究動向を解説し、日本全国 12 カ所で進めて

た、自動車由来の非排気粒子として、タイヤ摩耗片、ブレー

いる大気中マイクロプラスチックのモニタリング結果を紹介

キ粉塵、道路粉塵に分類し、炎症性サイトカイン（IL-8）の

した。大気中マイクロプラスチック研究の最大の問題点は、

細胞実験と組み合わせて自動車由来の排気粒子と非排気粒子

採取法、前処理法、同定法が統一されていないことである。

の毒性相対化を行った結果を紹介された。

また、健康リスク評価に不可欠な空気動力学径分布の報告が

最後に、サブテーマ 3 代表である石原康宏先生（広島大学）

ないことを指摘した。このような問題点をふまえて、AMΦ

が、「道路粉塵の健康影響評価： 都市型 PM2.5 との比較」と題

プロジェクトではエアロゾル採取装置として MCI サンプ

して、タイヤ摩耗片を多く含む道路粉塵、都市型 PM2.5 の培

ラ ー（東 京 ダ イ レ ッ ク）を 用 い て 3 段 分 級 捕 集（PM2.5：

養系およびマウス曝露実験を行い、それぞれの健康影響を毒

2.5 μm 以下、PM2.5‒10： 2.5‒10 μm、PM10＜： 10 μm 以上）を

性学的な視点から比較した結果が報告された。マクロファー

開始した。また、前処理法として、超純水抽出により水溶性

ジの IL-33 誘導能、表皮のケモカイン誘導能、マウスの呼吸

成分除去後に、過酸化水素による有機物除去、ヨウ化ナトリ

機能における測定結果から、道路粉塵のリスクは都市型

ウムによる遠心分離を用いた密度分離を行って、アルミナ

PM2.5 よりも低いものの、生物の生理機能、特に呼吸器機能

フィルター上に AMPs を捕集する手法を開発した。同定には

に影響を及ぼし得ることを指摘された。

μFTIR ATR イメージング法を用いたが、詳細は新居田恭弘
氏（パーキンエルマージャパン）にご講演いただいた。

本特別集会は、同じ時間帯にポスター発表と日中韓合同シ
ンポジウムが開催されていたこともあり、参加者は約 70 名

新居田氏は「μFTIR ATR イメージングによる AMPs 分析法

であったが、活発な議論が交わされた。大気中マイクロプラ

の開発」と題して、μFTIR ATR イメージングを用いた、大気

スチックの実態と健康影響の解明は喫緊の課題あり、産官学

中マイクロプラスチックに最適化したスクリーニング手法と

連携によりさらなる研究の進展が望まれる。なお、特別集会

ライブラリー開発について講演した、同定の迅速化と精度向

にご参加いただけなかった会員のために、特別集会の動画を

上を達成し、μFTIR ATR イメージング法により、世界では

以下で公開予定である。

じめて最小粒径として 2.3 μm の AMPs の検出に成功した。

AMΦ プロジェクトホームページ

サブテーマ 1 の最後に、竹内政樹先生（徳島大学）が「熱分

https://www.airborne-microplastics-and-health-impact.com/

解 GC/MS の大気マイクロプラスチックへの適用」と題して、
大気中マイクロプラスチックの質量濃度計測法について講演
した。大気中マイクロプラスチックの既往研究では、μFTIR
や μRaman のような分光学的手法が用いられてきたため、個
数濃度の報告だけであった。PM2.5 は質量濃度として環境基
準が定められており、大気中マイクロプラスチックも質量濃
度の解明は喫緊の課題であった。竹内先生は水口先生（徳島
大学）
、フロンティア・ラボとの共同研究により、熱分解

GCMS 法による大気中 AMPs（ポリエチレン、ポリスチレン、

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―」
世話人

梶井

克純（京都大学、国立環境研究所）

坂本

陽介（京都大学、国立環境研究所）
村野

健太郎（京都大学）

日本では人為起源揮発性炭化水素濃度が減少傾向にあるに
もかかわらず、大気中オゾン（オキシダント）濃度が増加傾

アクリル樹脂、ポリエチレンテレフタレート、スチレン -ブタ

向にあるとの指摘がある。光化学オキシダント（Ox）濃度の

ジエンゴム）の質量濃度をはじめて明らかにした。熱分解

低減に向けて、大気化学の基礎研究が強力に推進されてい

GCMS 法は大気中マイクロプラスチックの質量濃度計測の

る。室内実験、野外実験、モデル計算等によるエアロゾルの

みならず、μFTIR ATR イメージング法では検出困難な自動

気液界面での反応機構、酸化性ガスのエアロゾルへの取り込

車摩耗塵由来のスチレン -ブタジエンゴムや天然ゴムの検出

み、酸化性ガスの寿命を決める物質生成、それらの微細過程

が可能である。AMΦ プロジェクトとしては、両法を大気中

のモデルへの取り込みについての最新の研究成果が、講演者
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5 名、座長： 佐藤 圭（国立環境研究所）、河野七瀬（近畿大

酸性シードエアロゾル（硫酸アンモニウム＋硫酸）または中

学）により特別集会として開催された。

性シードエアロゾル（硫酸アンモニウム）の存在下で実験を

本 年 度 の 特 別 集 会 2 は 2022 年 9 月 16 日（金 曜 日）午 後

行った。生成した SOA サンプルはテフロンフィルターに捕

（13:00‒15:40）に対面と Web（Zoom）により開催された。世

集し、イオンモビリティースペクトロメトリー／高解像度マ

話人の把握による対面参加者数の把握は概数であるが、約

ススペクトロメトリー（LC/IMS-QTOFMS）で分析した。

70 名強であった。Zoom 参加者は未把握である。世話人の梶

LC/IMS-QTOFMS を用いることで比較的簡単に SOA 化合物

井克純（京都大学、国立環境研究所）の開会の挨拶からス

の組成や衝突断面積（CCS: Collision Cross Section）値を求

タートした。

める方法は確立されつつある。しかしながら得られる膨大な

最初は「大気マルチフェーズ化学： 気液界面と液中で起こ

データを評価する方法は未だ確立されていない。特に実大気

るオゾン反応」というタイトルで江波進一氏（国立環境研究

サンプルのように多くの化合物が含まれまれている多くのサ

所）が 講 演 し た。 植 物 を 起 源 と す る 揮 発 性 有 機 化 合 物

ンプルを分析する場合はその評価は容易ではない。そのため

（BVOCs）の多くは C＝C 結合を持つため、オゾンとの反応

LC/IMS-QTOFMS により得られた情報を機械学習を用いて

によって、反応性の高いクリーギー中間体（CIs）が生成す
る。気相反応で生成する BVOC 由来 CIs は対流圏における

クラスタリングを行う研究についても話された。
続いて、定永靖宗氏（大阪公立大学）が「都市域における

HOx サイクルやエアロゾルの生成に寄与している。近年、

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

エアロゾルの気液界面で起こる BVOC 由来 CIs の反応が大気

響」について講演した。熱分解‒キャビティ減衰位相シフト

において重要な役割を果たしている可能性が指摘されてい

分光法（TD-CAPS 法）による都市域での観測においては NO

る。江波氏らは、サンプルに塩化ナトリウム（NaCl）を加え

が測定時に干渉し、PNs（ROONO2; R は有機骨格を示す）、

る だ け で CIs の 反 応 生 成 物 で あ る ヒ ド ロ ペ ル オ キ シ ド

ONs（RONO2）濃度が過大評価されうることが判明してい

（-OOH 基を持つ化合物）を検出できる手法を開発し、気液

た。そのため、NO の干渉機構に基づいた測定装置の改良を

界面と液相の多相で起こる BVOC 由来の CIs の反応機構を明

行った。都市大気観測においても十分な確度で PNs、ONs 濃

らかにした。炭素数 15 の BVOC である β-カリオフィレンを

度を測定可能にすることができた。TD-CAPS 法による装置

用いた研究では気液界面特有の CIs の反応が、大気中におけ

を紹介するとともに、都市域でも観測を可能にした改良法に

るエアロゾルの成長と変質に大きな影響を与えている可能性

ついても述べられた。改良された装置を用いて、2020 年 9 月

が示された。さらに、液中におけるヒドロペルオキシドの消

に、京都大学で集中観測を行った。観測結果を用いた解析か

失過程の研究についても紹介された。

ら、RO2＋NO の反応で ONs が生成する分岐比が最大で 7％

続いて、坂本陽介氏（京都大学、国立環境研究所）が、「エ

と見積もられた。この結果は、ONs 生成により最大で 22％

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

オゾン生成が抑制されうることを意味しており、HOx サイ

ン生成抑制効果の HOx 反応性測定に基づく定量的評価」に

クルによる光化学オゾン生成を議論するにあたり、ONs 生

ついて講演した。講演者らのグループはレーザー光分解ラジ

成の影響は決して無視できない要素であると考えられる。

カル生成 ‒レーザー誘起蛍光検出（LP-LIF）法を用いた HOx

最後に「数値モデルによるオゾン生成速度・生成レジーム

反応性測定を応用し、エアロゾルによる HOx ラジカル取り

の再現性検証」について森野

込みの消失速度定数測定システムを開発した。新たなエアロ

演した。O3 生成に関わる対流圏光化学反応を正確に理解す

ゾルによる RO2 取り込み速度定数測定システムが紹介され、

るためには、前駆物質の反応経路に関する理解を積み上げる

さらに大気エアロゾルによる取り込み速度定数の測定結果を

ボトムアップ的推計のみでなく、総 OH 反応性や HOx 反応

基にしたエアロゾルによるオゾン生成抑制効果の定量的な評

性、O3 生成レジーム直接判定装置など、トップダウン的な

価例が示された。2020 年 9 月、京都大学での集中観測では、

実測データによるモデル再現性検証が有効である。合成模擬

大気エアロゾルへの取り込み速度定数 kp は、RO2 および HO2

大気の光化学チャンバー実験を対象に数値シミュレーション

それぞれ平均で 0.0014 および 0.0021 s

−1

悠氏（国立環境研究所）が講

であった。エアロ

（化学メカニズムとして、VOC の酸化過程を明示的に計算す

ゾルによる消失過程は、過酸化ラジカル消失過程として重要

る（MCM v3.3.1、 成 分 数 5812、 反 応 数 17242）、 お よ び

であり、オゾン生成を抑制していることが示唆された。取り

VOC の 酸 化 生 成 物 を グ ル ー ピ ン グ し て 簡 略 化 し た

込み速度定数 kp より得られる取り込み係数 γ についても報告

SAPRC07（成分数 152、反応数691）を利用）を実施して、

された。RO2 取り込みは二次有機エアロゾル（SOA）生成に

トップダウン的に測定された OH 反応性や O3 生成レジーム

寄与する可能性があることが示された。

を基に数値モデルの計算妥当性を検証した結果が示された。

さらに、「大気エアロゾルサンプルにおけるイオンモビリ

これまでの相互検証より、乾燥系において数値モデルは O3

ティースペクトロメトリーの応用と可能性」というタイトル

生成レジームを適切に再現していること、O3 生成レジーム

で飯沼賢輝氏（沖縄科学技術大学院大学）が講演した。サン

直接判定装置で測定された O3 生成レジームが現在の化学メ

プル生成は、テフロンバッグを用い、α-ピネン /O3/ラジカル

カニズムと整合的であることが示唆された。

捕捉剤と α-ピネン /H2O2/NO/UV 反応で行った。双方の系で

対面と Web（Zoom）による開催であったが、この研究分
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学会会場で受賞後の記念撮影

挨拶をされる代表者、京都大学梶井克純教授

る PM2.5 の濃度において長期的な影響はあまり見られません
でしたが、アンモニアの起源は自動車排ガスなどの人為的な
影響が若干減少する結果となりました。これは、コロナに
よって人為的な活動が下がっているものの、PM2.5 の濃度自
体には大きな影響はないというような結論だと思われます。
私は学部 3 年生の後期に現在所属する研究室に配属させて
いただき、本格的に研究を開始したのは学部 4 年生からでし
た。私の所属する経営システム工学科では、化学系の講義は
少なく、配属されたときはほとんど知識のない状態で不安で
した。専門的な話を理解するにも時間がかかりましたが、指
導教員である川島洋人先生や先輩方にやさしく教えていただ
いたことで、半年ほどたったときにはだいぶ話についていけ
対面の会場の様子

るようになりました。また、今回の研究では、脱窒菌法とい
う手法を用いていますが、菌の管理が非常に難しく、失敗す
ると 1 カ月ほど実験できなくなってしまいます。安定した分

野への期待の大きさのために会場参加者は約 70 名と多かっ

析のためには、細かい実験手順の理解が非常に重要になりま

た。対面開催で個々の講演における質疑も活発であった。時

す。最初はうまく測定できないこともありましたが、今では

間の関係で総合討論はできなかったが、出席者のオゾン生成

高精度、高確度に実験をする力がついたと思います。また、

機構解明やオゾン生成におけるエアロゾルの役割等の大気化

菌の管理のほかにも、測定サンプルの前処置、コンタミや装

学研究の新展開への意識が高まり、今後の研究のさらなる展

置の故障に気を使いながら研究をしています。また、測定結

開が講演者や参加者に期待される特別集会であった。

果が出た後は、先生や研究室のメンバーと議論の日々でし

若手優秀発表賞受賞者からの一言
口頭発表部門 1

た。新しい発見があったときや、論文を書く方向性が決まっ
たときなどは非常に嬉しかったです。
学生・若手優秀賞は、ポスター賞も含めると、私たちの研

「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（秋田県立大学大学院）

究室では 4 回目となります。私自身、このような賞をいただ
けると思っていなかったため、メールが届いた際、驚きまし
た。賞を通して、私たちを応援してくださっている方の存在

この度、数多くの素晴らしい発表があった中で学生・若手

を改めて感じました。同時に先輩方に引き続きこのような賞

研究者口頭発表賞に選んでいただきましたこと、大変光栄に

をいただき、本当に光栄に思います。発表中は、この研究を

思います。

多くの人に理解してもらおうと必死で、すごく短い 10 分間

本研究は、世界で最も PM2.5 の濃度が高いと考えられるバ

でした。今回いただいたコメントや質問を現在執筆中の論文

ングラデシュ・ダッカにおいて、窒素安定同位体比を用いた

に反映して、より良い研究にしたいと思います。今回の学会

PM2.5 中のアンモニウムイオンの発生源解析の研究です。ま

発表を経て、より一層研究に対するモチベーションが上がり

た、ここ数年のコロナによるロックダウンなどの影響によっ

ました。

て、どのように大気質が変化しているのかも調査していま

最後になりましたが、指導してくださっている川島洋人先

す。結果は、コロナ前である 2019 年と比較し、コロナによ

生、日頃から一緒に研究に取り組み、議論をしてくれている

J. Jpn. Soc. Atmos. Environ. Vol. 57 No. 6（2022）

N88

研究室の皆さん、そして、今回サンプリングをしてくださっ
た共同研究先であるダッカ大学の皆様に深く感謝いたしま

口頭発表部門3
「スギの細根から放出される有機炭素の滲出速度と光合成速
度の関係」

す。

玉置
口頭発表部門 2

美聡（東京農工大学大学院）

この度は第 63 回大気環境学会年会におきまして、若手優

「凍結濃縮反応による臭素の生成と放出」
越口

蒼士（大阪公立大学大学院）

この度は第 63 回大気環境学会年会において口頭発表学生

秀発表賞をいただき、誠にありがとうございます。大気環境
学会という名誉ある学会で研究成果を評価していただき、大
変嬉しく思います。

賞をいただき、誠にありがとうございます。大気環境学会と

森林は大気中の二酸化炭素の吸収源であり、森林における

いう名誉ある学会で研究成果を評価していただき、大変嬉し

炭素利用を理解することは、陸域の炭素循環を解明するうえ

く思います。

で重要です。本研究では、スギ細根から滲出（しんしゅつ）

本研究では、過酸化水素と臭化ナトリウムの混合溶液を凍

する有機炭素の滲出速度の季節動態を明らかにするために、

結することで、凍結濃縮反応によって凍結溶液内で臭化物イ

スギ林においてサンプリング調査を行いました。その結果、

オンと過酸化水素の酸化還元反応が促進されて臭素が生成、

スギ細根の有機炭素の滲出速度は夏に高く秋および冬に低い

大気中へと放出されるのかを調べる実験を行いました。また

ことが明らかになりました。これまで行われてきた多くの研

凍結温度・凍結時間・混合溶液の濃度比などの条件が、臭素

究は、ある一時期の滲出速度のみを明らかにしておりました

の生成および大気中への放出に与える影響についての測定も

が、今回の研究によりスギ林において初めて長期にわたる季

行いました。

節動態が明らかにされました。本研究ではさらに、この季節

極域では春に臭素が放出されて対流圏オゾンを分解しなが

動態を決定する要因を追求しました。一般に多くの樹種で、

ら連鎖的に反応する現象が観測されていますが、その生成メ

細根からの有機炭素滲出速度はその細根の形態的特性と関係

カニズムや放出プロセスは未だ不明となっております。

があると報告されています。しかしながら、本研究における

本研究では硫酸を用いて pH を 2.7‒2.8 に調整した臭化ナト

スギ細根からの有機炭素滲出速度の季節動態は、その細根の

リウムと過酸化水素の混合溶液を凍結して一定時間置くこと

形態的特性では決定されませんでした。細根から滲出する有

で、解凍後の溶液内の臭化物イオンが減少しており、凍結溶

機炭素は、林冠における炭素の獲得（光合成）に由来します。

液内で生成された臭素が結晶の隙間を通って大気中へと放出

そこで本研究では、林冠光合成モデルを作成し、細根からの

されることを確認しました。環境中での反応を再現したもの

有機炭素滲出速度と光合成速度の関係を調査しました。その

にはなっておりませんが、凍結によって臭素の生成と放出が

結果、細根からの有機炭素滲出速度の季節動態は林冠におけ

起こるという貴重な観測結果となりました。

る光合成速度に依存し、特に、滲出液を採取の 3 日前におけ

次に行った凍結時の条件が臭素の放出に与える影響に関す

る光合成速度と非常に強い相関を示しました。以上より、林

る実験では、凍結温度によって臭素の放出の程度に差が生

冠で獲得された炭素が樹体内を移動して細根から滲出し、土

じ、温度が十分な低温に達していない場合は凍結しても臭素

壌へ放出されるまでにおよそ 3 日程度かかることが明らかと

の生成が起こらない、という結果が得られました。また臭化

なりました。この結果は、森林の炭素循環の一端をより深く

ナトリウムと過酸化水素の濃度比を変えることによって反応

理解することに繋がると考えられます。今後は春期のデータ

速度に違いが生じており、凍結時のさまざまな条件が凍結濃

を加え、季節による違いや環境条件との関係などさらに詳し

縮反応による臭素の放出に影響を与える要因になっていると

く解析したいと考えています。

推測されます。

最後になりますが、本研究を進めるにあたりご指導いただ

この研究をより進めていくためには臭素を直接測定するこ
とが必要になると考えており、今後は大気中へと放出される
ことなく凍結溶液内に残った臭素を直接測定する手法を確立
することを目標に、より研究に精進していく所存です。
最後になりますが、本研究を進めるにあたりご指導いただ
いております竹中規訓教授、藤井佑介准教授、研究室のメン
バーにこの場をお借りして心より深く感謝申し上げます。こ
の賞をいただけたことを励みに研究に邁進して参りたいと
思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

著者の発表の様子
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ター賞を受賞させていただくことができ大変嬉しく思いま
す。
光化学オキシダント（Ox）濃度の環境基準達成率は、前駆

ただくことができました。さらに、第 63 回大気環境学会を

物質である NOx および VOC の濃度低減に成功しているにも

開催してくださいました年会実行委員の皆様、また学会関係

かかわらず極めて低い状況です。前駆物質濃度が減少してい

者の皆様に心より感謝を申し上げます。今回の受賞を励み

ながらも Ox の主成分であるオゾン濃度が減少しない、ある

に、今後の研究にも日々の積み重ねと努力を怠らず、精進し

いは増加するという矛盾した現象に対してさまざまな要因が

て参ります。

提唱されていますが、各要因の寄与の程度は理解されていま
せん。本研究では、これらの要因のうち、前駆物質濃度とオ

口頭発表部門4

ゾン生成の関係性を示す指標であるオゾン生成レジームに着

「地表面観測データにおける降水量と PM2.5 の関係」
藤野

梨紗子（慶應義塾大学大学院）

この度は、第 63 回大気環境学会年会におきまして、学生

目し、オゾンの定量的な動態解明を目指しています。オゾン
生成レジームはオゾン生成速度が NOx 濃度の変化に敏感に
応答する NOx-limited と VOC 濃度の変化に敏感に応答する

口頭発表賞をいただき、誠にありがとうございます。名誉あ

VOC-limited の 2 つの領域に分類される大気質を表します。

る学会にてこのような賞をいただくことができ、大変光栄に

この性質を用いてポテンシャルオゾン（PO＝O3＋NO2）生成

思います。また、本年度は新型コロナウイルスの対策を講じ

速度の直接測定に基づいた、オゾン生成レジームを直接判定

ながらも、そのような状況の中、現地で口頭発表をする貴重

する装置を開発し、2020 年夏季に京都市内で集中観測を実

なご機会を賜りましたこと、大変嬉しく存じます。学会運営

施した結果について報告いたしました。その他大気汚染物質

局の皆様に御礼申し上げます。

濃度および OH ラジカル反応性の同時観測結果を用いて総合

今回の発表では、降水量と PM2.5 濃度値の地表面観測デー

的に解析を行ったところ、VOC と NOx の OH ラジカルとの

タを解析し、降水により PM2.5 が減少する様子を定量的に明

反応性比が小さいときには VOC-limited、大きいときには

らかにした結果（Fujino and Miyamoto, 2022）を報告いたし

NOx-limited となる傾向が見られ、また、レジーム変化が

ました。解析対象地域は神奈川県藤沢市辻堂で、解析期間は

VOC よりも NOx に依存している可能性が示唆されました。

2 年半、データは降水量については気象庁 AMeDAS（1 時間

今夏、小型化したオゾン生成レジーム直接判定装置を開発

値）、PM2.5 については、国立環境研究所の大気環境測定局

し、現有の装置と同時に茨城県つくば市に位置する国立環境

データ（1 時間値）を用いて解析しました。その結果、コン

研究所において集中観測を行いました。つくばでの観測結果

ポジット解析より、降水開始の 5 時間前から降水開始の 3 時

と京都での観測結果および過去の観測結果からそれぞれの相

間後にかけて PM2.5 濃度値が減少すること、また、降水開始

違点を見出し、オゾンと前駆物質の関係性についての知見を

前後 1 時間で PM2.5 濃度値が 20.99％減少することを明らかに

深めていきたいと考えています。

しました。また、降水前後の PM2.5 濃度値の減少量には統計

ポスター発表の際には私の説明が拙い部分が多くありまし

的に有意な差が見られ、降水開始 4 時間後以降から PM2.5 濃

たが、さまざまな方からご意見をいただくことができ、非常

度値が上昇しました。

に充実した時間となりました。最後になりますが、今回の研

続いて、PM2.5 除去率を算出し、降水強度（light、moderate、

究を遂行するにあたり、多くのご指導を賜りました当研究室

heavy）別に解析しました。その結果、降水イベント内での合

の定永靖宗准教授をはじめ、ご協力を賜りました共著者の皆

計降水量、最大降水量ともに、降水強度が増加するほど除去

様、そして各研究室所属の皆様にこの場をお借りして深く感

率が増加することが明らかになりました。上記の結果から、
降水時の地上での PM2.5 濃度値の減少に湿性除去過程が有効に
働いていることが示唆されました。
最後になりますが、本研究を遂行するにあたり、親身にご
指導してくださった宮本佳明准教授、また、何度も議論をさ
せていただき、ご助言賜りました、北海道大学大学院理学研
究院佐藤陽祐准教授に深く御礼申し上げます。今回の受賞を
励みにして、今後の研究も精進して参ります。
ポスター発表部門 1
「2020年夏季京都市内におけるオゾン生成レジームの実測に
よる評価」
村岡

達也（大阪公立大学大学院）

この度は第 63 回大気環境学会年会におきまして、ポス

ポスター会場にて
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謝申し上げます。今回の受賞を励みに精進して参りますの
で、今後ともよろしくお願いいたします。

ポスター発表部門3
「都市大気中および雨水中農薬の実態解明と個人暴露評価の
ためのウェラブルサンプラーの開発」

ポスター発表部門2

駒場

「大気中マイクロプラスチック分析におけるGPC-FTIR法適
用の検討」

啓祐（早稲田大学大学院）

この度は、第 63 回大気環境学会年会において、名誉ある
ポスター賞をいただき、誠にありがとうございます。

小池

洋平（京都大学大学院）

数あるポスターの中からご支持していただけたことは光栄

この度は、第 63 回大気環境学会年会におきまして、若手

であり、お忙しい中、ポスター発表に足を運んできていただ

優秀発表賞をいただき誠にありがとうございます。本研究を

いた方々ならびに本研究を評価していただいた方々に、心よ

評価していただき、大変光栄に存じます。

り御礼申し上げます。そして、新型コロナウイルスが蔓延し

今回の発表では、Gel Permeation Chromatography（GPC）
と Fourier Transform Infrared Spectroscopy（FTIR）を用いた、
新たな大気中マイクロプラスチック（Airborne Microplastics;

AMPs）分析法（GPC-FTIR 法）の検討を試みました。

ている中で、対面での開催・運営をしていただいた学会運営
局の皆様にも重ねて御礼申し上げます。
今回発表した研究は、食品以外の残留農薬摂取量の把握を
目的として、大気の観点から、日本における農薬の残留基準

本法では、GPC により、溶媒中に抽出した AMPs を GPC

値の国際整合性を得ることを目的にしています。残留農薬基

で 分 離 す る こ と で そ の 分 子 量 分 布 を 把 握 す る と と も に、

準値の決定方法について、日本では、各農薬の長期的な平均

FTIR に よ っ て 組 成 成 分 の 同 定・ 定 量 を 行 い ま す。 ま た、

摂取量を推定し、一日許容摂取量（ADI）の 80％を超えない

GPC と FTIR を繋ぐインターフェースとして、LC-Collect

ことを確認したうえで食品の農薬残留基準値を設定していま

IR（S.T. Japan 製）を使用します。LC-Collect IR 内にて一定

す。残り 20％は環境由来の経皮・経気道曝露としています

速度で回転するゲルマニウム（Ge）ディスク上に、GPC から

が、十分な科学的根拠がないのが現状です。

溶出された AMPs 抽出液を加温しながら吹き付け、溶媒を留

今回は、主に 2 つの研究成果について発表させていただき

去します。これにより、GPC から溶出した測定対象成分を

ました。1 つ目は、「大気中農薬の実態とその濃度支配要因

Ge ディスク上の異なる位置に順次付着させます。測定対象

の解明を目的に都市域で年間を通じた集中観測結果」とし

成分が付着したディスクを同一速度で回転させながら FTIR

て、主に国内で使用・製造・輸入が禁止されているメタミド

で測定することで、GPC で検出された各成分に対応する IR

ホスが大気中で観測された理由について、気象や反応化学、

スペクトルを得ることができます。本法では捕集試料のバル

物性の観点から考察しました。また、検出された農薬の大気

ク組成・濃度に加え分子量情報が得られることから、大気中

中濃度から、健康影響評価について考察しました。

における MPs のエイジング等、新たな知見集積の一助とな
ることが見込まれます。
実際に、本法を用いてポリスチレン（PS）の検出の可否を
確認しました。初めに、分子量の異なる 4 種類の PS をテト

2 つ目は、「大気中農薬の個人曝露量評価のために Twister
を 実 大 気 へ 適 用 し た 結 果」と し て、 大 気 中 農 薬 濃 度 と

Twister への吸着量の有意な相関から、Twister のパッシブサ
ンプラーとしての有用性について考察しました。

ラヒドロフラン（THF）に溶解させた標準試料溶液に対して

今後は、観測データを積み重ねていくことで、各農薬成分

分析を行ったところ、検出された 4 つの GPC ピーク保持時

の季節変化や一日の中での昼夜変動などの解明を行っていき

間それぞれにおいて PS 特有の IR ピークを確認しました。続

たいと考えています。また、大気中農薬の挙動を言及する際

いて、実大気粒子捕集済フィルターに PS を添加した、標準

に重要な役割を果たす雨水中農薬の分析手法確立を行ってい

PS 添加実大気試料に対して本法を適用しました。前処理と

きたいと思います。また、パッシブ法では、ウェアラブルサ

して、H2O2 を用いた有機物分解、エタノールを用いた試料

ンプラーへの適用を目指し、サンプリングレートの決定をし

洗浄および有機物溶解、NaI 溶液を用いた密度分離を行った

ていきたいと思います。

後に、分析を行いました。その結果、夾雑物の影響を受ける
ことなく標準 PS を検出することができました。
今後は本法を実大気試料へと適用し、実環境中の AMPs を
検出・分析するべく、検討を進めて参ります。

本研究を進めるにあたり、ご指導いただきました大河内
博教授、共同研究者としてご協力いただきました国立医薬品
食品衛生研究所の鈴木様、愛媛大学大学院農学研究科の川嶋
先生、分析の依頼で大変お世話になった環境保全センターの

最後になりましたが、本研究を行うにあたりご指導いただ

方々、関係者の方々に心より感謝申し上げます。今回の受賞

きました亀田貴之教授に心より感謝申し上げます。今回の受

を励みに、今後の研究生活においても、日々の勉強に邁進

賞を励みに、今後の研究にも日々の積み重ねと勉強を怠ら

し、精進して参りたいと思っております。この度は誠にあり

ず、精進して参りたいと思っております。この度はありがと

がとうございました。

うございました。
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ポスター発表部門4
「首都圏近郊山間部における渓流水を通じた微量金属元素の
流出挙動と大気沈着の影響評価（6）」
阪口

悠宇（早稲田大学大学院）

この度はポスター賞をいただき、誠にありがとうございま
す。本研究を審査員の方々に評価いただけたことを大変嬉し
く思います。
神奈川県西部に位置する丹沢地域では、大気汚染物質によ
るモミ林の立ち枯れや土壌の酸性化が報告されています。土
壌が酸性化すると、交換性陽イオンとともに Al や重金属な
どの有害金属の流出が考えられますが、山間部渓流水質中微
量金属元素の報告例はほとんどなく、その実態は未解明で
す。そこで今回の発表では、東丹沢山塊における林内雨、林
外雨を通じた微量金属を中心とした大気沈着成分の起源解

ポスター会場にて

析、および渓流水中微量金属元素を用いた国内・越境大気汚
染の影響について報告いたしました。
本研究でわかったことは主に以下の 3 点となります。1 点

部の渓流水に対し PMF（Positive Matrix Factorization）解析
を行った結果、大気沈着のうち国内の割合は 17‒30％、越境

目に、東丹沢への大気沈着成分として、Y、La、Ce、Nd の

輸送の割合は 17‒35％と同程度であることがわかりました。

主要レアアース元素は土壌由来であることがわかりました。

今後は大気沈着成分と渓流水の流出成分との物質収支を明ら

これは、上記の各元素において林内雨、林外雨の経月変化で

かにすることを目標に、各成分の森林内での滞留時間解明な

同様の挙動が見られたこと、土壌由来のトレーサーである

どに向け、研究を進めていきたいと考えております。

Al と強い相関（r＞0.9）があったこと、そして Al で規格化し

本研究を進めるにあたり、ご指導いただいた大河内先生、

た濃縮係数で 0.7‒1.4 と 1 付近の値を取ったことから土壌由

また研究室の皆様ならびに共著者の中野先生、佐瀨先生、諸

来と判断しました。2 点目に、東丹沢山塊における大山山頂

橋先生にこの場をお借りして深く感謝申し上げます。今回の

のスギ林内雨では、Mn が樹冠から溶脱し、Zn が樹冠に吸収

受賞を励みに、今後とも研究に精進して参ります。

されていることが示唆されました。3 点目に、東丹沢山塊北
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支部だより

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

関東
科学コミュニケーション部会研究会のお知らせ
〈経験を今に生かすヒントを考える〉「PM2.5」
私たちが調査や研究に携わる大気環境問題の中でも、特に
社会的な影響や反響が大きい問題については、行政や事業
者、メディア、市民・国民などに向けてどのように情報を発
信するか、どのように連携・協働していくか、といった科学
コミュニケーションが重要となります。本研究会では、これ
までに起きた具体的な問題に焦点を当てて振り返り、その経
験から反省点や課題、評価できる点などを議論し、現在取り

会

場： Zoom によるオンライン開催

講

演： 増井

昇

氏（静岡県立大学）

「BVOCs（植物由来揮発性有機化合物）を介した昆
虫の食害行動に対する大気汚染物質の影響」
参加費： 無料
参加申込： 大気環境学会植物分科会 HP（下記 URL）にて告知

https://sites.google.com/site/taikishokubutsu/
問合せ先： 玉置雅紀（国立環境研究所）

mtamaoki@nies.go.jp

九州

組んでいる問題、あるいは将来起こり得る問題に生かしてい

九州支部総会および第23回研究発表会のお知らせ

くヒントを考える機会を企画しました。今回は「PM2.5」を取

九州支部では、以下のとおり役員会・総会・特別講演およ

り上げます。ご関心のある方はぜひご参加ください。

び研究発表会を開催します。
日

時： 2022 年 11 月 29 日（火）14:00〜16:20

場

所： オンライン (Zoom)

す。多数の皆様にご参加くださいますようお願いいたしま

対

象： 大気環境学会会員（関東支部所属以外の会員も歓

す。なお、対面での開催を予定しておりますが、新型コロナ

特別講演および研究発表会は非会員の参加も受け付けま

迎、法人会員 B・賛助会員・名誉会員も含みます）、

ウイルス感染状況によってはオンライン会議（ハイブリッド

大気環境の調査・研究や行政に携わっている方

形式）となる場合もございます。

プログラム：
話題提供

時： 令和 5 年 3 月 10 日（金）

日

・科学コミュニケーションの視点で PM2.5 問題を振り返る
長谷川就一（埼玉県環境科学国際センター）
・地方環境研究所の研究成果を行政的に活用していくため
には何が必要なのか？―PM2.5 に関する研究を例に―
会

ディスカッション
までにお申し込みください。（参加費無料）

https://forms.gle/cA9dyCzgeQeKjduJ7
（関東支部のホームページにも URL を掲載してい

12:30〜13:00

（総

13:10〜13:30

会）

（特別講演）

13:40〜14:30

（研究発表会）

14:40〜17:00

※時間は変更になる場合があります。

豊永悟史（熊本県保健環境科学研究所）
参加申込： 下記 URL に必要事項を記入して 11 月 18 日（金）

（役員会）

場： 九州大学応用力学研究所（大会議室）
福岡県春日市春日公園 6 丁目 1 番地

https://www.riam.kyushu-u.ac.jp/
特別講演： 田中昭代先生（九州大学医学研究院）
・研究発表会へ発表、参加希望の方は、令和 4 年 12 月 23

ます）

日までにメールにて所属とお名前、電話番号、メールア

開催日数日前にオンラインミーティングの ID・

ドレスを下記連絡先へお知らせください。

パスコードを電子メールでお知らせします。

詳細は発表者の方へ直接御連絡いたします。

問い合わせ先：
科学コミュニケーション部会長

・発表要旨の締切は令和 5 年 1 月下旬を予定しております。

長谷川就一（埼玉県環

境科学国際センター）E-mail: jsae.kanto.sc@gmail.com

植物影響部会講演会のお知らせ
関東支部植物影響部会では下記の講演会をオンラインで開
催いたします。皆様のご参加をお待ちしております。

なお、新型コロナウイルスの感染状況によっては研究発表会
をオンライン（ハイブリッド形式）で開催する場合もあります。
その際は 2 月中旬に学会ホームページにてお知らせし、参加登
録者には、オンライン会議の接続情報をお知らせする予定です。
申込・問い合わせ先：
福岡県保健環境研究所

山本重一

〒818‒0135 福岡県太宰府市向佐野 39
主

催： 大気環境学会関東支部植物影響部会

TEL： 092‒921‒9947 FAX092‒928‒1203

共

催： 大気環境学会植物分科会

E-mail: yamamoto ＠ ﬁhes.pref.fukuoka.jp

日

時： 2022 年 12 月 19 日（月）15:00〜16:30
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各分科会・研究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。
よって降下した陸域における放射性物質の動態」

(3) 筑波大学・故青山道夫先生、電力中央研究所・津旨大輔
先生「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」

放射性物質動態分科会では、令和 4 年 9 月 14 日（水）に大

本集会では大気、陸域、海洋のそれぞれの成果の知見を共

阪公立大学で、第 63 回大気環境学会年会に同期して分科会

有し、今後の課題について、特にクロスメディアの視点での

集会を開催しました。

議論が活発に行われました。詳しい内容については、別途大

福島原発事故から 11 年半が経過し、福島の復興が徐々に

気環境学会誌の「資料」にまとめたいと思います。

進んでいて放射性汚染も低減傾向にあります。同時に事故に

なお、当初は海洋の講演を青山先生に依頼しておりました

よる放射性物質の環境動態に関する研究が進み、大気、陸

が集会を目前にして急逝され、長年、青山先生と共同で研究

域、海洋において成果が蓄積してきました。本集会では、各

を実施してこられた津旨先生に代理発表をお引き受けいただ

分野を先導する研究者に約 10 年間の研究成果のレビューに

きました。この場をお借りして青山先生のご冥福をお祈り申

ついてご講演いただきました。講演者と演題は下記の通りで

し上げますとともに、改めて青山先生の福島第一原発事故に

す。

よる海洋汚染に対する大きな業績を偲びたいと思います。ま

(1) 名古屋大学・山澤弘美先生「東京電力福島第一原子力発

た、津旨先生はじめ、講演者の先生方、参加者の皆様に深く

電所事故による大気環境中放射性物質の動態の理解」

(2) 筑波大学・恩田裕一先生「福島第一原子力発電所事故に

御礼申し上げます。
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