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―あおぞら―

大気環境学会誌の存在意義の向上と活性化に向けて

大気環境学会誌編集委員長
国立環境研究所

茶谷 聡

1.　はじめに

このたび、大気環境学会誌の編集委員長を務めることにな
りました。編集委員長はこれまで8年間の長きにわたり、速
水洋先生（早稲田大学）が務めてこられました。これまでに
培われてきたものを着実に引き継ぎつつ、今後も大気環境学
会誌を発展させられるよう、精進していきたいと思います。
本稿では、最近の編集委員会の動きについて紹介した上で、
大気環境学会誌の存在意義と活性化について、私なりの考え
を述べさせて頂きます。

2.　編集委員会の体制

編集委員会は、25名の編集委員で構成されています。こ
のうちの10名は編集実務委員として、大気環境学会誌の企
画や編集に関する業務を遂行しています。隔月で編集実務
委員会を開催する都合上、以前の編集実務委員は関東近辺
の編集委員に限られていましたが、コロナ禍においてオンラ
インでも編集実務委員会を問題なく開催できたこともあり、
2022年9月からは関東以外の編集実務委員も加わりました。
編集実務を増強するために2名増員し、あおぞら・研究室紹
介、入門講座、J-STAGE・ダウンロード販売、AJAE目次、
学会誌ホームページ、広報・各種たより、記録編纂の各業務
に取り組んでいます。また、13名の編集委員が投稿論文の
審査に携わっています。

3.　投稿論文の審査と学会誌への掲載

論文原稿が投稿されたら、委員長は担当編集委員を指名
し、担当編集委員は査読委員を選定します。査読委員による
審査結果から担当編集委員が判定案を作成し、委員長、副委
員長を加えた合議を経て判定結果が決定されます。判定は
「採用（無修正）」、「採用（要微修正）」、「採用（ただし条件付
き）」、「不採用」の4種類としています。
速水前委員長によるあおぞら（速水，2015）以降の大きな

動きとして、大気環境学会誌の電子ジャーナル化が挙げられ
ます。2019年5月に発行された第54巻の第3号から冊子体
はなくなり、研究論文はそれ以前のものも含めて J-STAGE
で一般に公開されています。入門講座や一部の資料など、学
会員限定の内容については、メーリングリストでお知らせし
ている購読者番号とパスワードを入力して閲覧することがで
きます。これらの入門講座や資料は、ネットショップ BASE

での販売も行っています。
また、2021年1月15日より、オンライン投稿・査読シス

テムが導入されました。研究論文を投稿する際は、システム
上で必要事項を記入し、関連ファイルをアップロードしま
す。その後の担当編集委員の指名や査読委員の選定、審査結
果の提出は全てシステム上で行われ、判定結果が著者に電子
メールで送信されます。このシステムの導入により審査の手
続きが効率化されるとともに、審査状況の把握も容易になり
ました。システム上のヘルプにはマニュアルなどが用意され
ていますので、投稿や査読の際には参考にして下さい。

4.　大気環境学会誌の存在意義

近年、研究実績を評価する上で、インパクトファクターな
どの指標が重視されていることもあり、インパクトファク
ターもなく和文誌である大気環境学会誌への論文投稿が減少
傾向にあることは否めません。しかしながら、大気環境学会
誌なりの存在価値を学会員の皆様にも認識してもらい、研究
論文を投稿してもらえるとありがたく思います。
日本国内の大気環境に関する貴重な研究成果を欧米誌に投
稿しても、Local Issueとして却下されてしまうことがあり
ます。大気環境学会誌としては、たとえ日本国内の大気環境
に関する Local Issueであっても、大いに歓迎します。その
中には、日本国内の大気環境を理解する上での重要な知見が
きっと含まれているはずです。大気環境学会誌は、日本国内
の大気環境に関する研究成果を日本国内の研究者に広く知っ
てもらい、議論と研究を深める場として機能しうるものであ
ると考えています。
また、和文ですので執筆の敷居が下がるのに加えて、読む
側にとっても理解をより深めることができます。大気環境に
関する研究成果は、今後の大気改善のための有効な対策を検
討する上でも重要な知見を提供するものです。和文での研究
論文は政策立案者の理解も得やすく、環境行政により大きく
貢献しうるものであると言えます。
特に、前述の通り、大気環境学会誌に掲載された研究論
文は、学会員に限らず J-STAGE上で閲覧することができま
す。研究論文のオープンアクセス化は国際的にも進められて
いますが、高額な掲載料を請求されることが多くあります。
大気環境学会誌は、比較的安価な掲載料で研究論文をオープ
ンアクセスにできる貴重な媒体でもあります。
大気環境学会誌の存在意義はこれらに限りません。学会員
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の皆様にもぜひ研究論文を大気環境学会誌に投稿し、掲載す
る意義を感じてもらえれば幸いです。

5.　大気環境学会誌の活性化に向けて

大気環境学会誌の活性化は歴代の編集委員長が取り組んで
きた課題であり、私が突然問題を解決できるような妙案を持
ち合わせているわけではありません。編集委員、そして学会
員の皆様と知恵を絞りながら、少しでも活性化につなげられ
ればと考えています。
大気環境学会では、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が検討されています（伊豆田，2022）。
大気環境学会誌としても、活性化の一環として、地方環境
研究所の方々により多くの研究論文を投稿してもらえるよ
うに、取り組んでいきたいと考えています。速水前委員長

から、各研究所の年報に掲載されている貴重なデータなど
を技術調査報告として公表するよう勧められていますが（速
水，2015）、制度面や費用面で制約があるかもしれません
（上野，2021）。地方環境研究所からの投稿を促せるような
仕組みも検討していきたいと思います。
大気環境学会の活性化に向けて、皆様のお知恵をお貸し頂
きたく思います。何かご意見やご要望がありましたら、私ま
でご連絡下さい。ご協力をよろしくお願いします。

引用文献

速水洋：あおぞら，大気環境学会誌，50(2), (2015).
伊豆田猛：あおぞら，大気環境学会誌，57(6), (2022).
上野広行：あおぞら，大気環境学会誌，56(2), (2021).
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研究室紹介

滋賀県立大学 環境科学部 環境生態学科　 
循環大気化学研究室（工藤慎治 研究室）

● 工藤研究室の沿革
当研究室は、2018年4月から4年生の卒業研究がスタートし、2022年度
で5期生が巣立っていきます。本学科では、琵琶湖の植物プランクトンや
外来種、森林の生態系など、幅広い専門分野の研究室があり、その中でも
「大気環境」と「化学分析」を軸に「物質循環」を明らかにしていきたいと考
え、研究室名を付けました。発足当時から独立した一研究室で運営してお
り、4期生目で初めて1名が修士課程に進学したという小さな研究室です。
人手の確保やノウハウの継承が出来ないので、教員も一緒に手足を動かし
て卒業研究の大気観測を行っています。
● 研究テーマについて
当研究室では、大気中の粒子状物質の成分分析を通して、粒子の起源推
定や動態解明をテーマとして研究活動を行っています。滋賀県は田舎なの
で、大気がとてもきれいです…。そのため、大気汚染の研究というより
は、自動車由来の浮遊粒子の短期的な挙動や路面堆積物の化学分析などを
中心に研究をしています。
滋賀県立大学は彦根市にあり、北西に300 mほど歩けば琵琶湖の湖岸ま
でたどり着けます。構内には圃場（農作物を栽培するための水田や畑）が
あり、大学周辺にも田畑が広がっています。近くには河原や森林もあり、
自然豊かです。現在は、大気粒子とそれらの自然環境に関わる研究テーマ
を模索しています。
● 今後の研究活動について
滋賀県立大学の環境科学部では、琵琶湖の沖合いへ行ける実習調査船

「はっさか II」を有しています。いつか、湖上大気の観測を（待ち時間に琵
琶湖で釣りをしながら）行いたいなぁ、と思っています。また、圃場で育
てた農作物に大気粒子がどれくらい付着するかを評価する研究も行い（収
穫した野菜を実験後に美味しく戴き）たいですね。森林実験流域に宿泊で
きる施設もあるので、植物由来の二次生成粒子の研究を（ソロキャンプを
楽しみながら）していこうか画策しています。

※ 一部、かっこ内に大気研究とは別のキタイが紛れ込んでいます。ご容赦
ください。

経　歴
1984年 埼玉県生まれ
2007年 埼玉大学工学部応用化学科 卒業
2012年 埼玉大学大学院理工学研究科

博士課程修了：博士（工学）
2012年  国立環境研究所

地球大気化学研究室（特別研究員）
2014年  高崎経済大学地域政策学部

飯島研究室（特定課題支援研究員）
2017年 滋賀県立大学環境科学部 助教
2019年 滋賀県立大学環境科学部 講師（現職）

大学前の沿道での大気観測風景．脚立に取り付け
た防犯カメラ映像による車両台数の計測（手作業）
は、観測後の地獄の試練．

学部附属施設が保有する実習調査船．ディーゼ
ル発電機搭載なので、沖合いで電源も確保でき
る．

湖岸での大気試料採取のようす．大気・水・土
壌試料中の汚染物質の化学分析を行い、物質の
環境動態を調査中．
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◆◆◆◆◆◆◆大気環境学会ニュース◆◆◆◆◆◆◆

第64回大気環境学会年会のお知らせ（第3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。多数の会員のご参加をお待ちしており
ます。

会期： 2023年9月13日（水）～15日（金）
会場：  国立研究開発法人産業技術総合研究所 つくばセンター 共用講堂  

（〒305‒8561 茨城県つくば市東1‒1‒1）
年会ホームページ： https://sites.google.com/view/jsae64aist

【注意点】
・対面開催を予定しておりますが、新型コロナウイルス感染症の状況によりオンライン開催等に変更する可能性があります。
詳細は年会ホームページ等で随時お知らせします。
・本年会より発表申込み・要旨提出方法および参加登録・支払方法を、例年までの方法から変更する予定です。詳細は年会
ホームページ等で随時お知らせします。
・支払方法変更の関係で、年会当日の会場での現金支払いは受け付けない予定です。
・早期払込（期限： 8月10日）をご利用いただきますと参加費に割引料金が適用されます。
・参加費には講演要旨集データ（PDF）代が含まれます。事前参加登録者には年会ホームページからPDFファイルをダウン
ロードできるようにします。
・法人会員Bおよび協賛会員には年会後に要旨集のPDFデータを送付します。
・年会開催前に発行される学会誌にプログラムを掲載します。
・参加申込みには会員番号が必要です。事前にご確認をお願いします。

1.　年会参加及び研究発表の流れ【詳細は年会ホームページおよび年会第4報にてお知らせします】
流れ 期限など

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

従って申込む。 期限： 5月31日（水）

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

4. 参加費、発表申込み金等を払い込む。 早期払込（割引）期限： 8月10日 （木） 
8月11日（金）以降は通常料金となります

5. 当日
 【事前登録者】受付でプログラム集等を受け取る。
 【当日登録者】受付で当日登録を行い、プログラム集等を受け取る。なお当

日の現金の授受は行わない予定です。

2.　プログラム（予定）
日程 午前 午後

9月13日（水） 口頭発表 ポスター発表、特別集会、分科会
9月14日（木） 口頭発表 総会、受賞記念講演、分科会
9月15日（金） 口頭発表 口頭発表、特別集会
＊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くださ
い。関連の技術セミナーも予定しています。
＊＊新型コロナの動向の不確実性の観点から、今年度も懇親会は実施しない方向で検討しています。
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3.　 年会参加登録【手順等は例年とは異なる可能性がありま
す。詳細は年会ホームページおよび年会第4報にてお知
らせします】

3. 1　年会参加登録方法
年会ホームページからの参加登録とします。

3. 2　年会参加費および早期払込割引（期限8月10日（木））
できるだけ早期払込（期限： 8月10日）をお願いします。
期限以降は通常料金となります。また、参加費にはプログラ
ム集（冊子体）および講演要旨集（PDF）代が含まれていま
す。年会ホームページの案内に従って、クレジットカード、
または銀行振込み等でお支払いください。
新型コロナの動向の不確実性の観点から、今年度も懇親会
は実施しない方向で検討しています。続報および年会ホーム
ページでお知らせします。

　
　

参加費 懇親会費（不開催予定）
早期払込 8月11日以降

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

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

3. 4　プログラム集の送付について
プログラム集（冊子体）は当日配布とし、事前送付はいた
しません。なお前回同様に、今回の年会でも講演要旨集（冊
子体）は購入者以外には配付いたしません。講演要旨集（冊
子体）の購入をご希望の場合は、3.5をご参照ください。

3. 5　講演要旨集のみの販売
講演要旨集（冊子体）の購入を希望される方、または年会
に参加されずに講演要旨集（PDF）の購入を希望される方
は、年会ホームページの案内に従って申込み、代金を払い込
んでください（1式5,000円・送料込み）。冊子体の発送は
9月上旬以降の予定です。なお、講演要旨集（冊子体）には
PDFデータは付属しておりません。

3. 6　個人情報の取り扱いについて
参加登録者から取得した個人情報は、年会の運営に係わる
適正な利用範囲（事務局からの問い合わせ、補助金申請のた
めの名簿作成等）に限り使用し、他にご本人の同意なく第三
者に提供することはありません。

4.　一般研究発表の申込み
4. 1　発表形式
発表形式は口頭発表とポスター発表の2種類があります。
学生・若手研究者の方（希望者）を対象に、優れた口頭発
表・ポスター発表に対し表彰する予定です。詳細は、年会
ホームページおよび学会誌の続報にて随時お知らせします。

4. 2　申込み方法
年会ホームページからの申込みとします。まず、3.1に

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

「6. 研究発表の申込み時の入力項目および発表部門」を参照
してください。

4. 3　申込み時の注意事項
a. 筆頭発表者および演者は会員に限ります（共同発表

者、および特別集会や分科会の演者は非会員でも構い
ません）。未入会の方は、大気環境学会ホームページ
（http://www.jsae-net.org）で入会手続きを行ってか
ら、申込みをしてください。

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

c. プログラム編成の都合により、発表部門・発表形式・
発表件数を変更させていただくことがあります。

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

4. 4　発表申込み期限および発表申込み金
a. 発表申込み期限： 2023年5月31日（水）
b. 発表申込み金：演題1題につき2,000円を、参加登録
後に発表申込みを行ってから、年会参加費とともに払
い込んでください。払込み後の返金はできませんの
で、ご了承ください。

c. 前回までは、発表申込み金と参加費の支払いは別々で
したが、今回は、発表申込み金と参加費の支払いは同
じタイミングとなります。すなわち、参加費支払いの
前に発表申込み金を支払う必要はありません。前回ま
でと異なりますのでご承知おきください。

4. 5　講演要旨原稿の提出
提出期限： 2023年6月30日（金）
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提出方法：  年会ホームページ「研究発表」のページより指
示に従ってご提出ください。

a. 年会ホームページでのみ原稿を受け付けます。
b. 原稿の提出は期限厳守でお願いします。
c. 原稿作成の詳細については後述の「講演要旨原稿作成

の手引き」をご覧ください。

4. 6　発表に関する注意事項
a. 口頭発表では、WindowsでのPowerPointによるプレ

ゼンテーションを予定しています。詳細は、年会ホー
ムページで後日ご案内します。

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

c. 会場での発表資料等の配付は、各人の責任で行ってく
ださい。

5.　特別集会・分科会企画の公募 

特別集会と分科会は一つのカテゴリーとして、企画を公募
します。開催を希望される場合は、下記の「5.1　特別集
会・分科会概要」に示す内容を、メールで以下のアドレスま
でお送りください。なお、今回は会場数に大幅な制約がある
ことから、極力合同開催を推奨している状況ですので、ご協
力のほどよろしくお願いいたします。
申込み期限： 2023年5月10日（水）
申込み先：第64回大気環境学会年会事務局
Email: jsae64aist@gmail.com

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

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

所、電話番号、メールアドレス）
e. （特別集会のみ）企画責任者および講演者が講演内容

の大気環境学会誌「資料」への投稿を承認しているか
（5.3を参照ください）

5. 2　企画の採否と内容の決定、演題・要旨の提出
年会実行委員会で日程・プログラム編成上の都合を勘案し
て企画の採否を決定し、企画責任者へ通知します。会場数に
限りがあるため、合同開催を推奨します。また、年会初日夕
方と二日目夕方の時間枠を設けましたので、初日夕方以外の
開催もご検討ください。演題と講演要旨原稿は、一般研究発
表と同様に年会ホームページを通して提出していただく予定
です。なお、特別集会、分科会の演題については発表申込み
金は不要です。

5. 3　特別集会開催後の「資料」の提出
第62回（2021年）年会より、その時代時代を特徴づける
トピックの記事を後世に残していくことを目的として、特別
集会の講演内容を大気環境学会誌の「資料」として投稿をお
願いしております（翌年の大気環境学会誌1号に掲載）。特別
集会の企画責任者の皆様には「巻頭言」と「講演内容」、講演
者の皆様には「講演内容」の投稿をお願いします。内容は予
稿のままでも（二重投稿にはあたりません）、大幅に改定し
ていただいても構いません。発表スライド形式の投稿も受け
付けます。投稿用のテンプレートは採択された特別集会の企
画責任者にお送りします。なお、今回より年会報告（大気環
境学会誌6号に掲載）に掲載される特別集会報告書の原稿提
出はなくなります（巻頭言で代用となります）。

6.　研究発表の申込み時の入力項目及び発表部門
6. 1　入力事項
一般研究発表を申込む際に入力いただく項目は以下を予定
しています。なお、今後項目が変更される可能性があります
ので、詳しくは年会ホームページおよび続報をご確認くださ
い。
（特別集会、分科会については企画責任者が全演題をとり
まとめて、事務局にお送りください。）

【筆頭発表者情報】
a. 氏名（漢字、ローマ字）
b. 会員番号
c. 会員種別：正会員、学生会員、法人会員A、法人会員

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

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

【発表形式・部門】
a. 希望発表形式：口頭発表またはポスター発表を選択
b. 審査希望の有無：学生・若手研究者賞の審査希望の有
無を入力してください。

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

d. 関連発表順序：複数の関連した内容の発表を続けて行
いたい場合は、備考欄に、関連発表の発表者氏名と演
題名を入力し、ご自分の発表との順序を入力してくだ
さい。
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【演題名と講演要旨】
a. 演題名（和文）
b. 演題名（英文）
c. 発表分類のための要旨： 研究目的、方法、結果等を

100～200字程度で記入
d. 発表分類のためのキーワード（3～5個）
e. 講演要旨（研究発表の申込み時は不要ですが、6月30

日までに提出してください。）

発表部門・分類一覧 
1　大気汚染物質 1-1 光化学オキシダント

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

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

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

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

5　輸送・反応・沈着 5-1 輸送・拡散
5-2 反応
5-3 沈着

6　手法開発 6-1 測定技術（一般）
6-2 数値解析・モデリング

7　その他 7-1 環境社会科学・環境学習
7-2 気候変動関連
7-3 その他

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

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

https://sites.google.com/view/jsae64aist
【第64回大気環境学会年会に関するお問い合わせ先】

 国立研究開発法人産業技術総合研究所　第64回大気環境
学会年会事務局
E-mail: jsae64aist@gmail.com

8.　最後に
本年会を産総研で開催するにあたり、会場数に制約があり
ます。そのため、発表件数を制限させていただくこと、口頭
発表でエントリーした方にポスター発表への変更をお願いさ
せていただくことや、分科会はなるべく合同で開催いただく
こと、特別集会は最大4セッションとするなど、申込みいた
だいた内容が全てご要望通りにならない可能性があります。
申込み後に実行委員会から上記を含め、開催日や会場（サイ
ズ）などについて、調整のご相談をさせていただく可能性が
あることを予めご了承ください。
また、会場となる産総研は駐車スペースが限られておりま
すので、原則として公共交通機関でのご参加をお願いいたし
ます。会場へのアクセスにつきましては、年会ホームページ
および続報をご確認ください。
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講演要旨原稿作成の手引き

1.　はじめに
年会ホームページ内の『発表申込み』にある原稿作成用テ
ンプレート（Word形式）をダウンロードし、要旨を記載し
PDFファイルを作成してください。不都合がある場合は、
お問い合わせ先（jsae64aist@gmail.com）までご連絡くださ
い。

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

・ フォントは講演題目はゴシック12ポイント、講演題
目以外は明朝10ポイントにしてください。

④ ページの上限は、一般研究発表1ページ、特別集会4
ページ、分科会2ページとします。特別集会、分科会の
詳細については各企画責任者に問い合わせてください。
⑤原稿をPDFファイルに変換してください。
・ Adobe Acrobat等でPDFファイルに変換してくださ
い。
・ PDF変換の際には、フォントの埋め込みを行ってく
ださい。
・ 必ずPDFファイルを出力して、文字化け、画像の乱れ
等がないかご自身で確かめてください。事務局では内
容のチェックをしません。画像の乱れや文字化けなど
がそのまま講演要旨集に残りますのでご注意ください。

2. 2　原稿提出・修正
要旨のアップロード方法は、後日年会ホームページおよび
続報にてお知らせいたします。なお、発表申込み期限である
5月31日以降は、プログラム編成上、要旨原稿の入れ替え以
外の演題名や発表者名等の変更は原則として受け付けません
のでご注意ください。詳しくは年会ホームページ（https://
sites.google.com/view/jsae64aist）をご確認ください。
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◆◆◆◆◆◆◆大気環境学会ニュース◆◆◆◆◆◆◆

第64回大気環境学会年会「環境機器展」のご案内

公益社団法人大気環境学会では、9月13日（水）～15日（金）に国立研究開発法人産業技術総合研究所にて第64回大気環境
学会年会を開催いたしますが、例年通り年会に併設して『環境機器展』を開催します。
例年400人を超える大気環境分野の研究者が集う本年会は、貴重な情報交換の場ともなっております。また昼休み中の技術

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

com/view/jsae64aist）をご確認ください。
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◆◆◆◆◆◆◆大気環境学会ニュース◆◆◆◆◆◆◆

大気環境学会賞受賞候補者の公募について

来る2023年9月に「第64回大気環境学会年会」で開催される「令和5年度大気環境学会総会」において、大気環境学会賞の表
彰を行いますので、「大気環境学会の表彰に関する規定」（平成27年3月20日改定：学会ホームページに掲載）をご参照のうえ、
受賞候補者の推薦を下記要領でお願いいたします。

記

 1. 表彰の対象となる業績
・学術賞（斎藤潔賞）：国内外において学術上ならびに社会的に顕著な業績をあげた人
・功労賞（鈴木武夫賞）：本学会または地域・社会に対して多大な業績をあげた人（年齢55歳以上）
・進歩賞：学術上優れた業績をあげた若手研究者（申請年の4月1日現在で年齢40歳以下）
・技術賞：技術的に優れた業績をあげたか、或いは技術の普及に著しい功績をあげた人

 2. 推薦に必要な書類等
①推薦書（推薦者の所属、氏名、生年月日の記載ならびに捺印のあるもの）
②被推薦者の氏名、生年月日、所属、略歴
③推薦理由書（2,000字程度）ならびにその概要（200字程度）
④ 業績資料　学術賞及び進歩賞については、主たる推薦理由に相当する論文の目録（大気環境学会誌並びにAsian Journal 

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

 3. 送付先および期限
送付先：〒162‒0801　東京都新宿区山吹町358‒5
　（公社）大気環境学会事務局　大気環境学会賞選考委員会
　　　　TEL: 03‒6824‒9392　　FAX: 03‒5227‒8631
　　　　E-mail: jsae-post@as.bunken.co.jp
締　切： 2023年5月31日（水）　必着

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

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

Asian Journal of Atmospheric Environment Asian Journal of Atmospheric Environment 

Vol. 16 No. 4 December 2022 Vol. 16 No. 4 December 2022 

CONTENTS CONTENTS && ABSTRACT ABSTRACT

Recent Advances in Biochar-based Catalysts: Air Purification and Opportunities for Industrial Upscaling
Sherif A. Younis, Ki-Hyun Kim*  https://doi.org/10.5572/ajae.2022.117

ABSTRACT
The preparation of eco-friendly carbon-rich (biochar) 
materials by thermal pyrolysis of waste biomass has been 
recognized as one of the most economical and effective 
strategies for gas purification in recent years. Through 
control of synthesis and activation methods, the surface 
features and catalytic sites in biochar can be engineered for 
diverse heterogeneous catalytic reactions. Nonetheless, its 
commercial utilization in air pollution control has yet been 
limited to a large extent because of (i) the shortage of 
databases related to the actual catalytic performance of 

biochar and (ii) the complexity involved in industrial 
upscaling. Herein, the merits and demerits of biomass-to-
biochar catalyst conversion are discussed, along with the 
factors to consider in the synthesis stage for enhancing 
catalytic activities toward air purification applications. This 
paper also offers an in-depth evaluation of the techno-
economic and environmental aspects of biochar-based 
catalysts and their catalytic reactions for air pollution control 
and energy production. Lastly, a contemporary perspective is 
offered to help develop novel biocharbased catalysts for real-
world applications in air purification fields.

Single-particle Mineralogy of Asbestos Mineral Particles by the Combined Use of Low-Z Particle EPMA 
and ATR-FTIR Imaging Techniques
Muhammad Saiful Islam Khan, Hanjin Yoo, Li Wu, Hayeong Lee, Minjeong Kim, Jonghyeon Park, Chul-Un Ro*  

 https://doi.org/10.5572/ajae.2022.110

ABSTRACT
In this work, two single particle analytical techniques such as 
a quantitative energy-dispersive electron probe X-ray 
microanalysis （ED-EPMA），called low-Z particle EPMA, 
and attenuated total reflectance Fourier transform-Infrared 
（ATR-FTIR） imaging were applied in combination for the 
characterization and distinction of six standard asbestos and 
one non-asbestos Mg-silicate minerals of micrometer size. 
Asbestos fibers have been reported as a natural carcinogen 
which causes some serious illness like mesothelioma, 
asbestosis, and lung cancer. Atmospheric aerosols are 
heterogeneous mixtures and airborne asbestos fibers would 
be present due to their extensive industrial uses for various 
purposes. The fibers could also be airborne from natural and 
anthropogenic sources. As different asbestos fibers have 
different carcinogenic properties, it is important to determine 

different types of individual asbestos and non-asbestos Mg-
silicate mineral particles and their sources for the public 
health management. In our previous works, the speciation of 
individual aerosol particles was performed by the combined 
use of the two single-particle analytical techniques, which 
demonstrated that the combined use of the two analytical 
techniques is powerful for detailed characterization of 
externally heterogeneous aerosol particle samples and has 
great potential for characterization of atmospheric aerosols. 
In this work, it is demonstrated that the identification and 
differentiation of asbestiform and non-asbestiform Mg-
silicate mineral particles is clearly performed using the two 
single particle analytical techniques in combination than 
using either technique individually. Especially, anthophyllite 
and talc can be differentiated using this analytical approach, 
which has not been easy up until now.

PM2.5-bound Inorganic and Nonpolar Organic Compounds in Chuncheon, Korea
Sung-Won Park, Young-Ji Han*, Jin-Hyuk Hong, Tae-Hyung Lee https://doi.org/10.5572/ajae.2022.111

ABSTRACT
In this study, major chemical components of PM2.5 including 
nitrate, sulfate, organic carbon (OC), and elemental carbon 
(EC) were measured in Chuncheon, South Korea in May‒June, 
2021. Average PM2.5 concentration was 16.4±9.7 μg m－3, and  
OC was the largest contributor of PM2.5 mass concentration. 
High concentration episodes (HCEs), defined when PM2.5 
concentration exceeded 30 μg m－3, were caused by Asian 

dust, secondary inorganic aerosol (SIA) formation, and 
primary OC emission. NH4

＋ was determined to be a limiting 
factor for SIA formation based on neutralization ratio. There 
was statistically significant correlation between n-alkanes 
and PM2.5, and odd alkanes including C27, C29, and C31, 
which are generally emitted from biogenic sources, were 
abundant species, suggesting the importance of natural 
sources over fossil fuel combustion. Polycyclic aromatic 
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hydrocarbons (PAHs) concentrations were significantly 
lower than those measured at the same sampling site in 
2014‒2015. Based on the diagnostic ratios of PAHs, 
vehicular emission, rather than solid fuel emission, were 

significant for PAHs. Detailed characterization of chemical 
composition of PM2.5 reported in this study can be of great 
help in establishing an appropriate abatement policy to 
reduce PM2.5 concentrations.

Comparison of PM2.5 Monitoring Data Using Light Scattering and Beta Attenuation Methods: A Case Study 
in Seoul Metro Subway
Trieu-Vuong Dinh, Byeong-Gyu Park, Sang-Woo Lee, Jae-Hyung Park, Da-Hyun Baek, In-Young Choi, Ye-Bin Seo, Jo-Chun Kim* 

 https://doi.org/10.5572/ajae.2022.116

ABSTRACT
A study on monitoring PM2.5 concentrations at an 
underground subway station using light scattering and beta 
attenuation methods was conducted. Six optical particle 
counters (OPCs), which were representative of the light 
scattering method and had 16 size channels, were installed at 
different sampling sites in the waiting room and platforms to 
compare PM2.5 concentrations, determine PM2.5/PM10 ratios, 
and characterize the size distribution based on particle 
number. In terms of the beta attenuation method, a beta-ray 
attenuation monitor (BAM) was set up at the platform to 
compare it with OPCs for one month. It was found that 
1h-average PM2.5 concentrations varied at different sampling 
sites depending on PM composition, while 24h-average 

PM2.5 concentrations were independent of the sampling sites. 
There was a significant difference between the means of 
1h-average PM2.5 concentrations observed by the BAM and 
OPC when PM2.5 contributed to less than 50％ or higher than 
80％ of PM10. In contrast, the 24h-average PM2.5 
concentrations observed by the BAM and OPC showed the 
same patterns as each other with an insignificant difference. 
Therefore, an OPC can be used to monitor the 24h-average 
PM2.5 concentration in an underground subway station. 
However, the use of OPC to measure the 1h-average PM2.5 
concentration should consider PM composition and other 
factors. In addition, more frequent calibration is needed on a 
regular basis.

A Box-Model Simulation of the Formation of Inorganic Ionic Particulate Species and Their Air Quality 
Implications in Republic of Korea
Haeju Lee, Dongwan Kim, Minseung Yeo, Yusin Kim, Chang Hoon Jung, Seogju Cho, Ji Hoon Park, Hye Jung Shin, Sung Hoon Park*  

 https://doi.org/10.5572/ajae.2022.119

ABSTRACT
The Observation-Constrained Atmospheric BOX model 
(OCABOX) was used to analyze the formation of secondary 
inorganic PM species in the Seoul Metropolitan Area 
(SMA), South Korea. The measurement data of the ionic 
components of PM2.5 and their gaseous precursors made at 
the Olympic Park ground site (37.53°N, 127.12°E) during 
the Korea-United States Air Quality field campaign were 
used to run OCABOX in observation-based mode and 
compare the simulation results. The use of the HNO3 
concentrations measured at a marine background site as the 

boundary conditions appeared to increase the accuracy of the 
model prediction of HNO3 and particulate NO3

－ 
concentrations. For the primary precursors emitted 
considerably throughout the SMA, such as NOx and NH3, 
using the data measured inside the SMA as the boundary 
conditions could lead to more accurate predictions. 
OCABOX was shown to be a reliable tool to analyze the 
formation of secondary inorganic aerosol in the SMA if used 
with appropriate regional background concentrations and 
observation-based constraints.

Identification of Fine Dust in Schools through Comprehensive Chemical Characterization
Jiyou Kwoun, Seokwon Kang, Tae Jung Lee, Young Min Jo* https://doi.org/10.5572/ajae.2022.122

ABSTRACT
The chemical characteristics of particulate matters collected 
from 53 schools in 2019 through 2022 were closely 
investigated to determine the main sources of classroom 
PM2.5. On average, indoor PM2.5 measured during class hours 
distributed from 3.3 μg/m3 to 45.97 μg/m3, and it consisted of 
45％ of ions, 33％ of carbons, 17％ of metals and others. The 
average indoor-to-outdoor ratio (I/O) of PM2.5 was 0.73. 
Values for I/O ranged from 0.6 to 0.91 for inorganic 

elements; 0.3 to 0.8 for ions; 0.50 to 2.69 for elemental 
carbons (EC), and 0.52 to 8.50 for organic carbons (OC). 
The linear correlation of indoor EC with concentrations of K＋ 
and NO3

－ indicates that the contribution of combustion-
related sources to classroom PM2.5 is significant in roadside 
schools. The findings from this study should help establish 
construction guidelines for urban schools near high-traffic 
areas.
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Analysis of the National Air Pollutant Emissions Inventory (CAPSS 2018) Data and Assessment of 
Emissions Based on Air Quality Modeling in the Republic of Korea
Seong-woo Choi, Hyeonjeong Cho, Yumi Hong, Hee-ji Jo, Min Park, Hyeon-ji Lee, Ye-ji Choi, Ho-hyun Shin, Dongjae Lee, Eunji Shin, 

Wooseung Baek, Sung-kyu Park, Eunhye Kim, Hyung-cheon Kim, Seung-joo Song, Yunseo Park, Jinsik Kim, Jihye Baek, Jinsik Kim, Chul 

Yoo* https://doi.org/10.5572/ajae.2022.084

ABSTRACT
According to the 2018 National Air Pollutant Emissions 
Inventory (NEI), air pollutant emissions in the Republic of 
Korea comprised 808,801 tons of CO, 1,153,265 tons of 
NOx, 300,979 tons of SOx, 617,481 tons of TSP, 232,993 
tons of PM10, 98,388 tons of PM2.5, 15,562 tons of black 
carbon (BC), 1,035,636 tons of VOCs, and 315,975 tons of 
NH3. As for national emission contributions to primary PM2.5 
and PM precursors (NOx, SOx, VOCs, and NH3), major 
source categories were the road sector for NOx, the industry 
sector for SOx and PM2.5, and the everyday activities and 
others sector for VOCs and NH3. In the case of emissions by 
region, the largest amount of NOx was emitted from the 
Seoul Metropolitan Areas （SMA; Seoul, Incheon, and 

Gyeonggi-do, hereafter SMA） and the largest amounts of 
SOx, PM2.5, VOCs, and NH3 were from the Yeongnam 
region. A 3D chemical transport modeling system was used 
to examine the uncertainty of the national air pollutant 
emissions based on the National Emission and Air Quality 
Assessment System (NEAS). Air quality was simulated 
using CAPSS 2018, and the simulation data were compared 
with observed concentrations to examine the uncertainties of 
the current emissions. These data show that emissions from 
five si (cities) (Pohang, Yeosu, Gwangyang, Dangjin, and 
Ulsan) need to be improved. Most of all, it is necessary to 
examine the emissions from places of business that use 
anthracite, which is the major PM2.5 emission source, as fuel 
in these areas.



大気環境学会誌　第 58 巻　第 2 号　（2023） N17

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。

令和4年度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 

講演会のお知らせ

主　催： 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

共　催：大気環境学会関東支部粒子状物質部会
日　時：令和5年3月14日（火）13:30～16:00
場　所： Zoomによるオンライン開催
プログラム：
1. 近年のPM・Ox対策の動向について  
吉本隆寿氏／環境省水・大気環境局大気環境課

2. チャンバー実験によるOx生成機構の解明について  
佐藤　圭氏／国立研究開発法人国立環境研究所

3. 関東甲信静におけるPM2.5及び光化学オキシダントの
キャラクタリゼーション～関東PM·Ox合同調査　令和
3年度のまとめ～

 武田麻由子氏／神奈川県環境科学センター
費　用：参加費無料
申込先：  3月13日（月）13:00までに、下記URLもしくは、

QRコードよりお申し込みください。同時に複数人
で参加される場合でもお一人ごとにお申込ください。

後日、当日の接続情報（ID及びパスワード等）をお送りしま
す。
申込URL　https://forms.office.com/r/X06ZUQ1ztR

問合せ：  さいたま市健康科学研究センター　城　裕樹  
埼玉県環境科学国際センター　米持真一

E-mail： jsae.kanto@gmail.com

令和4年度 関東支部総会・講演会のお知らせ

日　時：令和5年5月26日（金）12:30～16:30
 （総会： 12:30～13:00、講演会： 13:00～16:30）
会　場：  日本環境衛生センター東京事務所およびオンライン

のハイブリッド開催
 東京都港区東新橋2丁目3番14号
 エディフィチオ トーコー 702号室
https://www.jesc.or.jp/access/tabid/159/Default.aspx

講演会概要：
関東支部では、「プラスチック汚染」に関する講演会を企
画しています。海洋、大気、土壌など広範囲のプラスチック
汚染を対象とし、3名の先生方にご講演をいただく予定で
す。詳細は学会ホームページおよび次号でお知らせします。
講演予定者：
・高田　秀重 先生（東京農工大学）
・大河内　博 先生（早稲田大学）
・勝見　尚也 先生（石川県立大学）

講演会「飛行型プラットフォームを活用した 
エアロゾル計測・分析」のお知らせ

日　時： 2023年6月15日（木）14:30～16:50
会　場：大阪健康安全基盤研究所　3階OIPHホール
 （大阪市東成区中道1‒3‒3／森ノ宮駅徒歩2分）
プログラム：
1. ドローンを用いた雲滴中の硫酸塩定量による雲形成過程
の検討

 南齋　勉（静岡理工科大学）
2. 黄砂・煙霧によって運ばれる大気微生物のヘリコプター
観測調査

 牧　輝弥 （近畿大学）
3. ドローンと大気環境シミュレーションで迫る大気汚染物
質の鉛直濃度分布の動態

 板橋秀一（電力中央研究所）
参加費（資料代）： 500円
定　員： 80名
共　催：  大気環境学会近畿支部 エアロゾル部会／反応と測

定部会
 大気環境学酸性雨部会
参加申込：  6月9日（金）までに①氏名、②所属を明記して、

電子メールでお申込みください。
申込・問合先：浅川大地（大阪市立環科研センター）
Tel： 06‒6972‒9024， E-mail： d-asakawa@city.osaka.lg.jp

九州支部総会及び第23回研究発表会のお知らせ

九州支部では以下のとおり役員会・総会及び研究発表会を
開催します。なお、研究発表会は室内環境学会九州支部と合
同で開催します。
研究発表会は非会員の参加も受け付けます。多数の皆様に
ご参加くださいますようお願いいたします。

関東

近畿

九州
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（支部役員会）書面審議
審議期間：令和5年2月27日～3月3日の予定

（総　会）書面審議
審議期間：令和5年3月6日～9日の予定

（特別講演・研究発表会）
開催形式：対面とZoomによるハイブリッド形式
日　時：令和5年3月10日（金）13:00～16:50
対面の会場：  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/

対面とZoomによるハイブリッド形式で開催します。特別
講演・研究発表会へ参加希望の方は、令和5年3月9日まで
にメールにて所属とお名前、電話番号、メールアドレス、参
加方法（対面・オンライン）を下記連絡先へお知らせくださ
い。オンライン会議（Zoom会議室）には待機室を設け、氏
名照合の後に入室を許可します。混雑時には入室まで時間を
要する場合があります。あらかじめご了承ください。

（プログラム）
【開会挨拶】13:00～13:10
【特別講演】13:10～14:00
演　題：歴史の古い金属と新しい金属の健康影響
講演者：田中昭代先生（九州大学医学研究院環境医学分野）

【一般発表】14:10～16:50
〈大気環境部門〉14:10～15:30

1. 角田朋生（熊本県保健環境科学研究所）：都市域バック
グラウンドデータを用いたPM2.5に対する地域変動寄
与の簡易推定

2. 柴田陽和子（明治学園高等学校）ほか：最近の福岡県の
大気汚染状況　～県内4地区の汚染物質の変化から～

3. 張　代洲（熊本県立大学）：中国北西部砂漠および沿岸
域において観測された黄砂粒子の新事実

4. 飯野直子（熊本大学）： 2020年8月上旬の微小粒子状物
質高濃度時の地上カメラ画像

5. 戸田　敬（熊本大学）ほか：阿蘇外輪山草地と熊本市の
大気質からみるオキシダント生成ポテンシャル

―休憩―
〈室内環境部門〉15:40～16:50
6. 源城かほり（長崎大学）：長崎市内の保育施設における

保育室内空気環境の実態調査
7. 小土橋七菜（長崎国際大学）ほか：焼成ホタテ貝殻粉末
水溶液による脱臭及びウイルス抑制効果の検討

8. 出田佑充（吸着技術工業）ほか： 空気浄化機用フィル
ターの微粒子捕集率と抗ウイルス効果の評価

9. 上田　厚（熊本大学）：提言持続可能な「生活・環境・健
康」社会創造の決め手・2―「ワンヘルス」の理念と福
岡県における実践の展開―

申込・問い合わせ先：
福岡県保健環境研究所　山本重一
〒818‒0135 福岡県太宰府市向佐野39
TEL： 092‒921‒9947
E-mail： yamamoto＠fihes.pref.fukuoka.jp

分科会・研究会だより 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。

「2023 International Conference on  
CMAS-Asia-Pacific」のお知らせ

CMAS（Community Modeling and Analysis System）は大
気質モデリング支援のために米国環境保護庁（U.S. EPA）に
よって設立されたモデル研究者間のコミュニティです。わが
国の大気環境研究でも多くの実績を有している化学物質輸送
モデルCMAQに関わる研究成果をはじめ、最先端の大気環
境に関わる研究交流の場が毎年10月に米国で開催されてい
ます。アジアでは2018年に北京で第1回大会CMAS-Asia
（後のCMAS-Asia-Pacific）が開催され、この度、下記の日
程で第2回大会を日本で開催することとなりました。本会議
の前には、特に学生や初学者を対象としたモデル研究のト
レーニングコースも合わせて開催されます。みなさまのご参

加を心よりお待ちしております。

主　催：国立環境研究所
共　催：  The State Environmental Protection Key Laboratory 

of Sources and Control of Air Pollution Complex in 
China; Center for Community Modeling and 
Analyses (CMAS), USA; Northeastern University, 
USA; World Meteorological Organization (WMO) 
Global Atmosphere Watch Programme(GAW) 
Global Air Quality Forecasting and Information 
System (GAFIS)Steering Committee, Geneva, 
Switzerland

後　援：  Center for Environmental Science in Saitama; 
Japan Society for Atmospheric Environment 
(JSAE); Asia Center for Air Pollution Research 

大気環境モデリング分科会
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(ACAP); U.S. Environmental Protection Agency; 
EX Research Institute Ltd.

日　時：  ① 2023年7月19日（水）～ 21日（金）本会議  
② 2023年7月17日（月）～ 18日（火）トレーニン
グコース

会　場：  ①ソニックシティ（埼玉県さいたま市大宮区桜木町

1‒7‒5）（https://www.sonic-city.or.jp）  
②埼玉会館（埼玉県さいたま市浦和区高砂3‒1‒4）
（https://www.saf.or.jp/saitama/）

詳細やお申し込みは下記のウェブサイトをご参照ください。
https://confit.atlas.jp/cmas2023
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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

東日本高速道路株式会社

富士電機株式会社　パワエレシステム　インダストリー事業本部
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