
 

 
 

第 33 回エアロゾル科学・技術研究討論会参加案内 

開      催：2016 年 8 月 31 日(水)～9 月 2 日(金)  

事前参加申し込み・振込締切：2016 年 7 月 29 日(金)       

主催 日本エアロゾル学会 
共催 静電気学会，日本気象学会，日本空気清浄協会，日本産業衛生学会 

日本大気電気学会，日本粉体工業技術協会，粉体工学会 
協賛 ISAM 日本支部会，応用物理学会，化学工学会，空気調和・衛生工学会， 

室内環境学会，大気環境学会，日本保健物理学会 

第 33 回エアロゾル科学・技術研究討論会を 2016 年 8 月 31 日（水）から 9 月 2 日（金）の 3 日間、堺市にある大阪

府立大学・A5 棟にて開催します。エアロゾル研究に携わる研究者・技術者の交流や情報交換の場として有意義な討論

会にするため，多くの方の発表・ご参加をお待ちしております。 

討論会では，一般講演（口頭発表・ポスター），シンポジウム，特別セッション（井伊谷賞），若手討論会，若手ポ

スター発表（ベストポスター賞），メーカープレゼンテーションを開催します。シンポジウムでは，「PM2.5の高時間分

解能の成分測定」，「粒径別に見るエアロゾル計測」，「室内エアロゾルの生成・挙動・浄化技術・計測技術の最前線」

をテーマに，活発な研究発表・討論が期待されます。また，大阪府立大学 21 世紀科学研究機構の池田良穂特認教授に

よる特別講演も予定しています。なお，討論会の前日（8 月 30 日（火））には，第 20 回エアロゾル基礎講座も開催し

ます。 
 

記 

開催日時：2016 年 8 月 31 日（水）～9 月 2 日（金） 

会  場：大阪府立大学 A5 棟（堺市中区学園町 1-1） 

※ 事前参加申し込みについては，学会ホームページ https://www.jaast.jp/n33/index.shtml を， 

会場アクセスは，http://www.osakafu-u.ac.jp/access/ をそれぞれご参照ください。 
 

交  通 

・新幹線新大阪駅 または JR 大阪駅 
→ 大阪市営地下鉄御堂筋線（なかもず行き）→  地下鉄なかもず駅  → 5 号出口より徒歩 15 分  

・南海高野線-中百舌鳥駅前バス停より南海バス（北野田駅前行 31, 32, 32-1 系統）5 分 → 府立大学前下車 
 
 

※ 自家用車での来学は 
ご遠慮下さい。 

 
 

宿  泊 

 

堺市内（南海本線堺駅，高野

線堺東駅周辺）または大阪市内

（地下鉄御堂筋線沿線）のホテ

ルをご利用ください。 

 

 

懇親会
生協食堂ホール

南海高野線
「白鷺駅」

南海高野線
「中百舌鳥駅」

地下鉄御堂筋線
「なかもず駅」

国道310号

(中百舌鳥門) (白鷺門)
至大阪

A5棟
A会場（118大講義室）
B会場（122中講義室）
ポスター（ロビー）
企業展示（104講義室）

南海バス
「府立大学前」

至河内
長野



 

 
 

日  程 

※ 機器カタログ展示は「104講義室」において実施 

 
発 表 要 領 

 口 頭 発 表  

〇 講演時間は，質疑応答（約5分間）を含めて，一般発表・シンポジウムともに17分（一部招待講演は25分）です。 

〇 特別セッションは，講演時間5分・質疑応答10分です。 

〇 液晶プロジェクター＋PC による発表を基本とします。実行委員会は会場に発表用PC を用意しませんので，各自

PC を必ずご持参ください。セッションの始まる前に，プロジェクターへの接続と投影をテストしておいてくださ

い。なお，PC の不調等があれば，受付にてご相談ください。 

 

 ポ ス タ ー 発 表  

〇 ポスターは，8 月31 日のセッション開始前までに掲示してください。 

〇 ポスター掲示用に縦 210 cm × 幅 90 cm のボードを用意しています。 

〇 若手ポスター発表については，8月31日 15:10 ～15:30 に A 会場で，PowerPoint のスライド1枚を用いて1分間のプ

レゼンテーションをお願いします。若手ポスター発表（ベストポスター賞）へ応募される発表者は，8月31日 12:30

までに，USB メモリを用い，討論会受付で所定のPC にPowerPoint のファイル（ファイル名は講演番号：YP77.pptx 

のように）を入力してください。ご自分のPC で1分間のプレゼンテーションはできません。また，発表中の操作は

若手会で行います。ご協力をお願いいたします。プレゼンテーション後は，15:30～17:10 の間，ポスターの前にお

立ちください。 

〇 一般のポスター発表については，PC を用いたプレゼンテーションはありません。8月31日15:30 ～17:10 の間，ポ

スターの前にお立ちください。 

 Ａ会場 （118 大講義室） Ｂ会場 （122 中講義室） イベントホール（ロビー） 

８月３１日 
(水) 

A. シンポジウム A1            8 件

PM2.5 の高時間分解能の成分測定 
                （9:30－11:46）

B. 測定と解析Ⅰ                 8 件

（9:30－11:46）

ポスター掲示 C. 大気エアロゾルⅠ・生体影響   7 件

 （13:00－14:59）

D. 測定と解析Ⅱ               7 件

 （13:00－14:59）

YP. 若手ポスター発表 1 分紹介   19 件

                 （15:10－15:30）

 

 

P. ポスター発表          47 件

（若手ポスター19 件も含む） 
 （15:30－17:10）

若手討論会            （17:20－19:15）  

９月１日（木） 

E. シンポジウム A3           11 件

室内エアロゾルの生成・挙動・ 
浄化技術・計測技術の最前線 

 （9:00－10:25）

（10:35－12:17）

F. シンポジウム A2             7 件

粒径別に見るエアロゾル計測 
（9:00－10:30）

（10:40－11:40）

ポスター掲示 
S. 特別講演                 1 件

「未来に向けて進化する船」 
（13:30－14:10）

総会                （14:15－15:25）

SS. 特別セッション              3 件

（15:35－16:20）

メーカープレゼンテーション 
（16:30－17:40）

 

懇 親 会 （会場：生協食堂ホールを予定） （18:00－20:00） 

９月２日（金） 

G. 動力学と沈着現象・エアフィルタと 
集塵・エアロゾルの利用        8 件

（9:00－11:16）

I. 大気エアロゾルⅡ              12 件

（9:00－10:42）

（10:50－12:32）

 
 

ポスター掲示 
H. 生成と性状               4 件

（11:20－12:28）



プ ロ グ ラ ム 

 

○ 講演時間は，質疑応答（約 5 分間）を含めて，一般発表・シンポジウム 17 分・一部招待講演は 25 分 
○ 特別セッションは，講演時間 5 分・質疑応答 10 分 
○ 若手ポスター発表は，講演のみ 1 分間 
○ *印は未発表の研究，**は既往研究のまとめ，***は既発表の研究 
○ †印は招待講演（講演時間 17 分）、††印は招待講演（講演時間 25 分） 

 
 
（以下プログラムでは紙幅節約のため，同じ所属機関の著

者はまとめてあります。また，所属先記載を申込表記入のものか

ら簡略化して表記している場合があります。） 

 

第１日目 8月31日（水） 
Ａ会場（118大講義室）  

 

－ シンポジウム Ａ１ － 

「PM2.5の高時間分解能の成分測定」  

 (9:3011:46)             （座長 長谷川就一・木戸瑞佳） 
A01* バーチャルインパクター/ガス交換/ICP-MSによるエアロ

ゾル中元素のリアルタイム測定の検討 
（慶應義塾大学）〇奥田知明・ 

井藁正紀・森 夕貴 
（産業技術総合研究所）大畑昌輝 

A02** The Development and Evaluation of the URG-9000 Ambient 
Ion Monitor for the High-Time Resolution Quantification of 
Ambient Gas and Particulate Phase Species using Ion 
Chromatography (Part 1) 

（U.S. EPA Office of Research and Development） 
〇Matthew S. Landis 

A03* 大気エアロゾル化学成分連続自動分析装置（ACSA-12）
とデニューダー・フィルター法による大気エアロゾル粒

子の粒径別イオン成分濃度の比較 
（名古屋大学）〇長田和雄・上口友輔 

（福岡県環境部）山本重一 
（九州大学）桑原昇平・Pan Xiaole・ 

原由香里・鵜野伊津志 

A04* 熊本におけるACSAを用いた1時間ごとのPM2.5成分分析 
（首都大学東京）〇三澤健太郎 

（国立環境研究所）吉野彩子・高見昭憲 
（東京農工大学）辰田詩織・畠山史郎 

（熊本大学）小島知子 

A05* エアロゾル自動分析装置によるPM2.5の汚染要因解析 
（兵庫県環境研究センター）〇中坪良平・ 

堀江洋佑・平木隆年 

A06* 1時間値から見た森林火災由来レボグルコサンの動態 
（大阪市立環境科学研究所）〇浅川大地 

（兵庫県立大学）奥勇一郎 

A07* 沖縄辺戸岬におけるPM2.5質量濃度測定と化学組成分析 
（国立環境研究所）〇高見昭憲・吉野彩子 

A08** エアロゾル質量分析計による大気エアロゾル研究の動向

と展開 
（株式会社汀線科学研究所）〇下野彰夫 

 
 

 

－ 休憩 74分  － 

 

 

－ 大気エアロゾルⅠ・生体影響 － 

(13:0014:59)               （座長 伊藤憲男・藤井佑介） 

C01* 瀬戸内海沿岸部における大気エアロゾル中の有機態窒素 
（香川高等専門学校）〇中村篤博・金澤啓三 

（東京大学）成田 祥・植松光夫 

C02* 堺市で観測した大気エアロゾル中硫酸塩の東アジア域か

らの寄与濃度 
（大阪府立大学）〇伊藤憲男・溝畑 朗 

C03* 立山室堂における春季のPM2.5濃度と越境汚染の寄与割合

の推定 
（富山県環境科学センター）〇木戸瑞佳・ 

相部美佐緒・初鹿宏壮 

C04* マレーシアにおけるPM2.5発生源寄与率の推定：インドネ

シア泥炭火災による影響 
（埼玉県環境科学国際センター）〇藤井佑介 

（京都大学）東野 達 
（Universiti Kebangsaan Malaysia） 

Norhaniza Ami・Mohd Talib Latif 

C05* その場観測とライダー観測から探る富士山頂における新

粒子生成の要因 
（東京理科大学）〇片岡良太・三浦和彦・岩本洋子 

（京都大学）矢吹正教 

C06** Observation of atmospheric nanoparticles using TSI-1nm- 
SMPS at Fukue Island, Japan 

（Kanazawa Univ.）〇 Indra Chandra・Li Fengju・ 
Takafumi Seto・Yoshio Otani 

（Tokyo Dylec Co.）Naoya Hama 
（NIES）Ayako Yoshino・Akinori Takami 

（Tokyo Metropolitan Univ.）Nobuyuki Takegawa 

C07* 洗眼によって採取した黄砂の解析と臨床所見の関連 
（小林製薬株式会社）〇有本 大・野崎 学・矢野博子 
（福岡大学）高 良太・林 政彦・林 英之・内尾英一 

（東京女子医科大学）三村達哉 
（鶴見大学）藤島 浩 

 

 

－ 休憩 11分  － 

 

－ 若手ポスター（ベストポスター賞）１分紹介 － 

 

(15:1015:30)             （座長 矢吹正教・岩本洋子） 

YP01*** レーザープリンタからの超微粒子の生成挙動と発生量

の低減 
（工学院大学）〇西野祐希・並木則和 

（東京工業大学）鍵 直樹 
（株式会社サムスン日本研究所）大野 学 

YP02***  超音波霧化液滴を用いた超微粒子捕集 
（工学院大学）〇西下仁人・並木則和・鈴木さつき 

（埼玉大学）関口和彦 
（鹿児島大学）二井 晋 



YP03*   排気ガス成分再循環を用いたディーゼルエンジン排気

ガス中のNOxの除去 
（大阪府立大）〇藤田大地・池田直樹・ 

伊藤伸吾・大久保雅章・黒木智之 

YP04*   噴霧乾燥法で調製したエアロゾル粒子の粒子径・気中質

量濃度に与える一次粒子径の影響 
（広島大学）〇久保 優・小紫真友子・島田 学 

YP05*   オゾンデニューダを用いたPM2.5サンプリングに関する

基礎的研究 ―有機化合物のフィルターアーティファク

トについて― 
（横浜国立大学）〇小稗幹子・五東弘昭・ 

小林憲正・中井里史 
（横浜国立大学・ムラタ計測器サービス株式会社）大西裕介 

YP06*   ランジュバン動力学法によるエアフィルターの単繊維

捕集効率の推算 
（室蘭工業大学）〇綿貫 恵・藤本敏行・ 

山中真也・空閑良壽 
（金沢大学）乾 祐希・瀬戸章文・ 

東 秀憲・大谷吉生 

YP07*** 煙道内PM2.5/PM10測定用バーチャルインパクタの分級性

能向上の試み 
（工学院大学）〇岡本 頌・並木則和 

（東京農工大学）神谷秀博・塚田まゆみ 

YP08*   人工粒子を用いたPM2.5自動測定機精度試験の提案とそ

の有効性の検証 
（産業技術総合研究所）〇村島淑子・桜井 博 

YP09* マルチノズル慣性フィルタを用いた大流量PM0.1サンプ

ラの開発とモニタリングへの応用 
（金沢大学）〇張 瞳・髙橋秀明・畑 光彦・ 

鳥羽 陽・大谷吉生・古内正美 
（ニッタ（株））池田卓司 

YP10*   慣性フィルタを用いたエアロゾルナノ粒子モニタリン

グ装置の開発と応用 
（金沢大学）〇山本祐介・高橋秀明・ 

大谷吉生・畑 光彦・古内正美 
（カセサート大学）タニアパット ソンゲン 

（ニッタ（株））池田卓司 

YP11*   シングルナノ粒子径域における新規粒子径標準物質開

発に向けた電気移動度分析法の検討 
（産業技術総合研究所）〇前田綾香・ 

高畑圭二・桜井 博 

YP12*   木質バイオマス燃焼からの煙粒子発生に及ぼす水分の 
影響 

（金沢大学）〇岡崎佑亮・畑 光彦・古内正美 
（タクシン大学）ジラポン チョマニー 

（プリンスオブソンクラ大学） 
ペラポン テカサクル・スラジット テカサクル 

YP13*   名古屋におけるPM2.5中ブラウンカーボンの光吸収特性

の季節変動 
（名古屋市環境科学調査センター）〇池盛文数・ 

長谷川瞳・中島寛則 
（名古屋大学）中山智喜 

（大阪市環境科学研究所）浅川大地 
（東京都環境科学研究所）齊藤伸治 

（国立環境研究所）菅田誠治 

YP14*   富士山頂で捕集した大気エアロゾルの個別粒子分析 
（東京理科大学）〇土井瀬菜・ 

岩本洋子・三浦和彦 

YP15*   富士山における新粒子の生成・成長のエアマス由来別  
特徴 

（東京理科大学）〇片岡良太・ 

三浦和彦・岩本洋子 
（京都大学）矢吹正教 

（首都大学東京）加藤俊吾 

YP16*   東アジア都市域における大気中ナノ粒子特性の考察 
（金沢大学）〇趙 天任・ホンティアブ スラパー・ 

畑 光彦・松木 篤・古内正美 
（埼玉大学）関口和彦 

（富山工業高等専門学校）吉川文恵 
（名古屋市環境科学調査センター）池盛文数 

（大阪府立環境農林水産総合研究所）西村理恵 
（プリンスオブソンクラ大学）テカサクル ペラポン 

（カンボジア工科大学）ホァ シゥメイ 
（ベトナム国家大学ホーチミン市校）バン クォックホー 

（インドネシア国立イスラム教大学スルタンシャリフカシム 
リアウ大学）クナイフィ 

YP17*   プノンペン市街地の大気環境に及ぼす道路交通と建設

作業の影響 
（東京工業大学）〇ウン ポースリー 

（カンボジア工科大学）スロイ センリー・ホァ シゥメイ・  
トライ ソファル・フル シンヘン 
（金沢大学）趙 天任・畑 光彦・ 

塚脇真二・古内正美 

YP18*   熊本におけるPAHの観測 －越境汚染とローカル汚染の

識別－ 
（京都大学）〇杉山太一 

（東京農工大学）島田幸治郎・畠山史郎 
（香港城市大学）Chak K. Chan 
（梨花女子大学）Yong Pyo Kim 

（国立中央大学）George Lin 
（国立環境研究所）高見昭憲 

YP19*   マレーシアで捕集された粒子状PAH及びその誘導体と  
n-アルカンの特性 

（京都大学）〇斉藤 想・神谷優太・ 
亀田貴之・東野 達 

（埼玉県環境科学国際センター）藤井佑介 
（マレーシア国民大学）Mastra Mahmud 

（名城大学）大浦 健 

 

 

第1日目 8月31日（水） 
Ｂ会場（122中講義室） 

 

－ 測定と解析Ⅰ － 

   

(9:3011:46)               （座長 長門研吉・小原ひとみ） 

B01* 電気移動度分析器の基本機能に関する重力場の影響 
（環境科学フォーラム）〇角田智良 

B02* 電気移動度分析による粒径分布の逆推定：DMAモーメ

ント法の多峰分布への適用 
（産業技術総合研究所）〇高畑圭二・ 

桜井 博・榎原研正 

B03* FAIMSによる大気クラスターイオンの分析 
（高知高専）〇長門研吉 

B04* 電気力学天秤を用いた浮遊微小液滴の結晶化過程の  
観察 

（群馬大学）白鳥雄大・〇原野 安土 

B05* 高感度・高速度撮影による各種ノズルのエレクトロスプ

レーの観察 
（産業技術総合研究所）〇小原ひとみ・ 

菅原淑子・金 賢夏・脇坂昭弘 



B06* インパクタと複合したメッシュ積層型慣性フィルタの

開発 
（金沢大学）〇張 瞳・髙橋秀明・畑 光彦・ 

鳥羽 陽・大谷吉生・古内正美 
（ニッタ（株））池田卓司 

B07*** SEMによる定量評価のための粒子捕集技術：ニューク

リポアフィルタ表面へのナノサイズ粒子の捕集効率 
（産業技術総合研究所）〇小倉 勇・ 

桜井 博・本田一匡 
（技術研究組合単層CNT融合新材料研究開発機構）小竹真理 

B08* LIVE/DEAD染色を用いた雨水中細菌の計数法の検証 
（熊本県立大学）〇胡 偉・ 

村田浩太郎・張 代洲 
 

－ 休憩 74分  － 

 
－ 測定と解析Ⅱ － 

   

(13:0014:59)                （座長 井川誠司・藤谷雄二） 

D01* 低濃度域でのWafer Surface Scannerを用いたCPC校正 
（ミネソタ大学）〇木本 成 

（The University of Maryland, College Park）George W. Mulholland 
（U.S. Army Primary Standard Laboratory）Miles C. Owen 

（University of Minnesota）David Y. H. Pui 

D02* インクジェットエアロゾル発生器を用いた光散乱式気

中パーティクルカウンタの計数効率評価 
（リオン株式会社）〇水上 敬・ 

近藤 郁・細川 勉 
（産業技術総合研究所）飯田健次郎・桜井 博 

D03*** PM2.5の炭素成分測定におけるアーティファクトの影響 
（埼玉県環境科学国際センター）〇長谷川就一 

D04* Soot Particle-AMSによるブラックカーボン測定の性能

評価 
（国立環境研究所）〇藤谷雄二 

（汀線科学研究所）疋田利秀・下野彰夫 

D05* カーボンナノチューブ複合材料の摩耗粉じんの計測 
（産業技術総合研究所）〇小倉 勇・本田一匡 

（技術研究組合単層CNT融合新材料研究開発機構）小竹真理 

D06*     PM2.5成分分析計用の標準粒子発生法の検討 
（富士電機株式会社）〇武田直希 

 
D07* 流体シミュレーションを用いた機器のデザインのため

の検討 
（柴田科学㈱）〇井川誠司 

 
 

－ 若手討論会－ 
(17:2019:15) 

 

 

 
 
 
 

－ ポスター発表（イベントホール（ロビー））－ 

 

(15:3017:10)  
P01*   エアロゾルと臭気の挙動に関する基礎的検討 

（金沢大学）カシディス ラタナチャイジャロエン・ 
藤井亮輔・畑 光彦・〇古内正美 

（日本無機）包 理 
（日本たばこ産業）小瀧美里 

P02***  換気装置を介して外部気流により駆動される自然換気 
特性 

（芝浦工業大学）〇諏訪好英・ 
Wan Shahrul Nizam Bin Wan Mansol 

（オイレスＥＣＯ株式会社）高木 茂 

P03*    エレクトロスプレー式エアロゾル発生器による液中分散

粒子の気相噴霧における噴霧効率の粒径依存性 
（産業技術総合研究所）〇桜井 博・村島淑子 

P04*    2種類のエアロゾル粒子質量分析装置に対する粒径   
100 nm以下の領域での質量測定精度の実験的評価 

（産業技術総合研究所）〇桜井 博・村島淑子 

P05*     粒子トラップ‐レーザー脱離質量分析計を用いた硝酸

アンモニウム粒子の定量 
（首都大学東京）〇大泉智隆・竹川暢之 

（東京大学）小澤優哉 

P06** The Development and Evaluation of the URG-9000 
Ambient Ion Monitor for the High-Time Resolution 
Quantification of Ambient Gas and Particulate Phase 
Species using Ion Chromatography (Part 2) 

（U.S. EPA Office of Research and Development） 
〇Matthew S. Landis 

P07* エアロゾルの帯電状態測定の試み 
（慶應義塾大学）〇奥田知明・藤岡謙太郎・ 

北川みどり・岡久峻一・高島 拓 

P08* PM2.5と粗大粒子の大流量同時採取装置の開発 
（慶應義塾大学）〇奥田知明・照井凱大・ 

完戸大輝・磯部涼真・岩城優介 
（東京ダイレック）船戸浩二・井上浩三 

P09* 小型 PM2.5計測器の開発と国内外への展開 
（名古屋大学）〇松見 豊・中山智喜 

P10*** 大気分配管方式の並行評価試験で示唆された PM2.5 計

測における湿度影響 
（東京理科大学）〇西川雅高・ 

岩本洋子・三浦和彦 
（埼玉県環境科学国際センター）長谷川就一 

P11*    東京における微小エアロゾル体積濃度の季節変動と日

変動 
（東京理科大学）〇岩本洋子・ 

三浦和彦・西川雅高 

P12***  東京における炭素性エアロゾルの濃度、起源、生成過

程への排出規制の影響評価 
（海洋研究開発機構）〇宮川拓真・ 

金谷有剛・駒崎雄一 
（国立環境研究所）三好猛雄・ 

奈良英樹・高見明憲 
（東京大学）茂木信弘・小池真 

（東京大学/国立極地研究所）近藤豊 

P13*    埼玉県所沢市および神奈川県横須賀市で採取した大気

粉じんの微量元素組成の特徴 
（環境省環境調査研修所）〇本多将俊 

P14*    都市大気におけるガス状および粒子状硝酸の特徴 
（東京都環境科学研究所）〇齊藤伸治・ 

星 純也・上野広行 

P15*    福岡市における大気エアロゾル粒子濃度の変化とその

要因 
（福岡大学）〇西田千春・ 

原圭一郎・林 政彦 

 

 



P16*   北陸地方における PM2.5中の化学成分の連続観測 
（富山県立大学）〇渡辺幸一・山崎暢浩・ 

竹内皓基・佐藤博仁・金聖鈞 

P17*   硫黄同位体比を用いた日本海沿岸における PM2.5 中の人

為起源硫酸エアロゾルの越境輸送の見積もり 
（金沢大学）〇猪股弥生 

（新潟県保健環境科学研究所）大泉 毅・武 直子 
（アジア大気汚染研究センター）佐藤啓市 

（国立環境研究所）西川雅高 

P18*   長崎県福江島における大気汚染物質の越境輸送に関す

る事例解析 
（大阪府立大学）〇定永靖宗・ 

高治 諒・坂東 博 
（国立環境研究所）高見昭憲・吉野彩子 

（琉球大学）伊禮 聡 

P19*   2015 年 3 月の黄砂気団における青島―天草間での粒径

分布の比較 
（熊本大学）荏隈 大樹・○小島 知子 

（熊本県立大学）胡 偉・福山鎮一郎・ 
村田浩太郎・福島 聡・長沼 歩・張 代洲 

P20*   連続した黄砂期間中の乾性沈着ダスト粒径分布の変化 
（名古屋大学）〇長田和雄 

（鳥取大学）黒崎泰典 
（福岡大学）西田千春・ 

原圭一郎・林政彦 

P21*   ベトナムハノイと日本関東地域における大気エアロゾ

ル中有機成分の特徴 
（群馬県衛生環境研究所）〇熊谷貴美代 

（埼玉大学）関口和彦・山口良介 
（国立環境研究所）藤谷雄二 

（Hanoi University of Science and Technology） 
Nguyen Thi Thu Thuy・Nghiem Trung Dung 

P22*   自動車排ガス起源の二次有機エアロゾルの光学特性 
（名古屋大学）〇中山智喜・松見豊 

（国立環境研究所）藤谷雄二・佐藤 圭・猪俣 敏・ 
森野 悠・伏見暁洋・近藤美則・ 
高見昭憲・田邊 潔・小林伸治 

P23*   通年観測に基づく北陸地域の大気中ナノ粒子の考察 
（金沢大学）趙 天任・スラパー ホンティアブ・ 

松木 篤・鬼塚大史・〇畑 光彦・古内正美 
（富山工業高等専門学校）吉川文恵 

（名古屋市環境科学調査センター）池盛文数 

P24**  つくばで観測された２次粒子の成長と吸湿性の変化の

関係 
（気象研究所）〇財前祐二・ 

折笠成宏・田尻拓也 

P25*   日本国内のエアロゾル濃度に見られる週末効果の多角

的な検討 
（国立環境研究所）〇清水 厚・ 

西澤智明・杉本伸夫 

P26*   浮遊粒子状物質による DNA 鎖損傷の評価法：2014 年九

州西岸における研究事例 
（熊本県立大学）〇福山鎮一郎・ 

村田浩太郎・張 代洲 
（中国鉱業大学北京）候 聡・ 

胡 頴・邵 龍義 

P27*   電子顕微鏡データの活用：エアロゾルデータベース構築

の試み３ 
（気象研究所）〇五十嵐康人・梶野瑞王・ 

足立光司・財前祐二・関山 剛 

 

P28*   東京理科大学研究推進機構総合研究院大気科学研究部

門の紹介 
（東京理科大学）〇三浦和彦 

 

第２日目 9月1日（木） 
Ａ会場（118大講義室）  

 
－ シンポジウム Ａ３ － 

「室内エアロゾルの生成・挙動・浄化技術・ 

計測技術の最前線」 

 

(9:0010:25)               （座長 並木則和・鍵 直樹） 
E01**   超音波ミスト発生に与える周波数の影響 

（埼玉大学）〇関口和彦・工藤貴久・三小田憲史 
（工学院大学）並木則和 
（鹿児島大学）二井 晋 

 
E02***  超音波霧化液滴とTiO2光触媒を用いたVOCの分解 

（工学院大学）〇鈴木さつき・西下仁人・並木則和 
（埼玉大学）関口和彦 
（鹿児島大学）二井 晋 

E03**   超音波ミスト上における反応活性種とVOCガスとの反

応性評価 
（埼玉大学）関口和彦・○楢原壮馬・ 

（工学院大学）並木則和 
（金沢工業大学）藤井修二・垂水弘夫 

（東京工業大学）鍵 直樹 
（芝浦工業大学）諏訪好英 
（㈱テクノ菱和）田村 一 

（近畿大学）東 賢一 

E04*** 家庭用品由来VOCからの室内二次有機エアロゾル    
 (ISOA) 粒子生成とその変質 

（工学院大学）〇並木則和・鈴木 恵 
（東京工業大学）鍵 直樹 

（金沢工業大学）藤井修二・垂水弘夫 
（埼玉大学）関口和彦 
（近畿大学）東 賢一 

（芝浦工業大学）諏訪好英 
（(株)テクノ菱和）田村 一 

E05*** ISOA生成プロセスのモデリングとコンピュータシミュ

レーション 
（芝浦工業大学）〇諏訪好英・松久裕司 

（工学院大学）並木則和 
（東京工業大学）鍵 直樹 

（金沢工業大学）藤井修二・垂水弘夫 
（埼玉大学）関口和彦 
（近畿大学）東 賢一 

（(株)テクノ菱和）田村 一 

 
 

－ 休憩 1 0分  － 
 
 
(10:3512:17)               （座長 並木則和・鍵 直樹） 
E06***  レーザープリンタから発生する超微粒子に対するエレ

クトレットフィルタの適用可能性 
（日本バイリーン株式会社）〇村本嘉朗 

（工学院大学）並木則和 
（東京工業大学）鍵 直樹 

E07*** パルスエアジェットによる表面付着微粒子の除去性能

に及ぼす静電気の影響 
（工学院大学）〇宗村大樹・並木則和 
（(株)テクノ菱和）田村 一・佐藤朋且 



E08*     空気齢を用いた空気清浄機の空間的除去性能評価 
（東京工業大学）〇鍵 直樹 
（芝浦工業大学）諏訪好英 

（清水建設）小泉 誠 

E09*** 低境界風速における喫煙・非喫煙両空間境界面での環境

たばこ煙中粉塵および臭気の動的挙動評価 
（工学院大学）〇並木則和・新倉幸紀 

（東京工業大学）鍵 直樹 

E10*     局所清浄化を実現するFFUに関する検討 
（清水建設）〇長谷部 弥 

E11***   煙突効果現象に関する新たな流体力学的モデルの構築 
（芝浦工業大学）〇諏訪好英・大関 翼 
（東京工業大学）北川拓磨・鍵 直樹 

 
－ 休憩 7 3分  － 

 
－ 特別講演 － 

 
(13:3014:10)               （座長 大久保雅章） 
S01 未来に向けて進化する船 
 （大阪府立大学 21世紀科学研究機構）◯池田良穂 

 
－ 休憩 5分  － 

 
－ 総 会 －  

(14:1515:25)  
 

－ 休憩 1 0分  － 
 

－ 特別セッション －  
 
(15:3516:20)                 （座長 岡田芳樹） 
SS01* 大流量サイクロンサンプラーが拓くエアロゾル研究の

新領域 
（慶應義塾大学）〇奥田知明 

SS02* 浮遊粒子状物質の健康影響を評価する統一的な指標を

目指して 
（熊本県立大学）〇福山鎮一郎・張 代洲 

SS03* エアロゾル計測のための流体シミュレーションの産業

的利用価値 
（柴田科学（株））〇井川誠司 

 
－ 休憩 1 0分  － 

 
－ メーカープレゼンテーション －  

 
(16:3017:40)                 （座長 足立元明） 

 
 

第２日目 9月1日（木） 
Ｂ会場（122中講義室）  

 

－ シンポジウム Ａ２ － 

「粒径別に見るエアロゾル計測」 

 (9:0010:30)                      （座長 竹川暢之） 
††F01** 大気中ナノ粒子の起源・動態解析のための試料採取と化

学分析 
（国立環境研究所）〇伏見暁洋 

†F02* マイクロプラズマを用いたエアロゾル荷電法における

多価帯電の抑制 
（金沢大学）〇木津勇気・東 秀憲・ 

瀬戸章文・大谷吉生 
（産業総合技術研究所）桜井 博 

（島津製作所）関 洋・ 
奥田浩史・上野良弘 

††F03** 大気サブマイクロメータ粒子の吸湿性および雲凝結核

活性の計測 
（名古屋大学）〇持田陸宏 

 
†F04*** エアロゾル光散乱全角度分布計測装置の開発と性能評

価 - 大気中のサブミクロンの単一粒子による光散乱角

度分布測定 - 
（名古屋大学）〇中川真秀, 中山智喜, 松見 豊 

 
－ 休憩 10分  － 

 
(10:4011:40)                            （座長 竹川暢之） 
††F05** 電気力学天秤を用いた単一マイクロ粒子の計測 

（群馬大学）〇原野安土 

†F06* 原子間力顕微鏡を用いた個別黄砂粒子の物性評価 
（金沢大学）〇松木 篤・水島悠希・岩田 歩・ 

渡邊 誠・牧 輝弥・柿川真紀子 
（弘前大学）小林史尚 

F07*** 大流量PM2.5分級器HVI2.5の改良と衝突捕集材への含水

性ゲルシート利用の検討 
（産業技術総合研究所）〇兼保直樹 
（福岡県保健環境研究所）山本重一 

 

第３日目 9月2日（金） 
Ａ会場（118大講義室）  

 

－ 動力学と沈着現象・エアフィルタと集塵・ 
エアロゾルの利用－ 

 

(9:0011:16)            （座長 藤本敏行・飯田健次郎） 
G01* ランジュバン動力学による円管内層流におけるエアロ

ゾルの沈着 
（室蘭工業大学）〇藤本敏行・ 

山中真也・空閑良壽 

G02* 気固原料PECVD法で作製したナノ粒子複合薄膜の構造

評価 
（広島大学）〇島田 学・久保 優・ 

K. Kusdianto・田口智也 

G03*** 回転フィルタの集塵性能に及ぼすろ材物性の影響 
（金沢大学）〇中島秀介・タンヤポン P・ 

瀬戸章文・大谷吉生 
 
G04** 有機溶媒の付着・浸透によるエレクトレットフィルタの

電荷現象の実験的検証 
（金沢大学）〇崔賢珍・田中瑞樹・ 

瀬戸章文・大谷吉生 
（韓国産業技術研究院）李明和 

G05* 非熱プラズマ複合プロセスを用いたCO2濃縮・還元技術 
（大阪府立大学）〇神谷修平・高橋和也・ 

黒木智之・大久保雅章 

G06* 湿式プラズマリアクタのNOx，SOx同時除去性能の評価 
（大阪府立大学）〇都田尚輝・村上裕政・ 

黒木智之・大久保雅章 

G07* 小規模バイオマス燃焼炉用発生源対策技術の検討 
（金沢大学）〇畑 光彦・梶田拓志・古内正美 



G08* エアロゾル技術を使った疎水性粉体懸濁水の製造 
（産業技術総合研究所）〇飯田健次郎・ 

榎原研正・桜井 博・ 
山本和弘・蒲生昌志 

 
－ 生成と性状 － 

 

(11:20-12:28)                   （座長 島田 学・木下卓也） 
H01*** クエン酸添加噴霧熱分解法によるSOFCアノード微粒子

の合成 
（関西大学）〇和田佳也・丸本祐太郎・ 

木下卓也・岡田芳樹 
H02* エアロゾルプロセスによる多孔性配位高分子HKUST-1

の合成 
 （広島大学）○久保 優・森山黎奈・ 

斎藤輝晶・島田 学 
H03* 火炎法を用いたシリカチタニア複合ナノ粒子の合成 

（関西大学）〇久保智秀・山岡大己・ 
岡田芳樹・石川北斗・池永直樹 

H04* コーティングによる気相合成ニッケルナノ粒子の複合

化技術 
（関西大学）〇松本将貴・澤井 陸・ 

工藤 聡・木下卓也・岡田芳樹 
 

第３日目 9月2日（金） 
Ｂ会場（122中講義室）  

 

－ 大気エアロゾルⅡ － 

 

(9:00-10:42)         （座長 佐藤 圭・古内正美・足立光司） 
I01* 福島第一原発事故由来放射性セシウムの再浮遊：バイオ

エアロゾルの役割？  
（気象研究所）〇五十嵐康人・足立光司・ 

梶野瑞王・関山 剛・財前祐二 
（茨城大学）北 和之・木名瀬健 

（金沢大学）牧 輝弥 
（名古屋大学）竹中千里 
（香川大学）石塚正秀 
（大阪大学）二宮和彦 

（早稲田大学）大河内博 
（福島県立医科大学）反町篤行 

I02* Bio Trak Real Time Viable Particle Counter による大気

環境中のバイオエアロゾルの計測 
（富山県立大学）〇渡辺幸一・佐藤博仁・ 

平井泰貴・山崎暢浩 
（金沢大学）牧 輝弥 

I03* ダスト粒子の内部凍結核能の定式化に関する実験的研

究 
（気象研究所）〇田尻拓也 
（名古屋大学）村上正隆 

I04* 個別液滴凍結法による実大気中氷晶核の特性評価 
（金沢大学）〇岩田 歩・松木 篤 

I05* PM2.5から抽出した腐植様物質と多環芳香族炭化水素類

との相互作用 
（大阪市立環境科学研究所）〇浅川大地 

I06* ベトナムハノイにおけるPM2.5およびPM0.1中化学成分の

特性評価 
（埼玉大学）〇山口良介・ 

関口和彦・三小田憲史 
（群馬県衛生環境研究所）熊谷貴美代 

（国立環境研究所）藤谷雄二 
（Hanoi University of Science and Technology） 

Nguyen Thi Thu Thuy・Nghiem Trung Dung 

(10:50-12:32)        （座長 佐藤 圭・古内正美・足立光司） 
I07* 大気粒子中ペルフルオロ化合物分析方法の検討 

（金沢大学）〇葛 卉・張 瞳・尾形 敦・ 
畑 光彦・古内正美 

（産業技術総合研究所）山崎絵理子・山下信義・谷保佐知 
I08* 1，3，5-トリメチルベンゼンの光酸化で生成する二次粒

子の揮発特性 
（国立環境研究所）〇佐藤 圭・藤谷雄二・ 

猪俣 敏・森野 悠・田邊 潔 

I09* 二次有機エアロゾル生成プロセスに与える金属核粒子

の影響 
（埼玉大学）〇濱 大祐・ 

関口和彦・三小田憲史 

I10* 森林火災から発生するエアロゾル粒子‐BBOPキャン

ペーン‐ 
（気象研究所）〇足立光司 

I11* 粒子中炭素成分に及ぼす農業・森林火災の影響の考察 
（金沢大学）〇古内正美・ 

ワラドーン パイルアン・畑 光彦 
（モンクット王工科大学北バンコク校）パンワディ スワッティガ 

（チェンマイ大学）タニヤ チェティヤヌコーンクル 

I12*** エアロゾル粒子組成と大きさの光後方散乱への寄与: 
天草環境研究ユニットでの観測 

（熊本県立大学）福島 聡・〇張 代洲 
（名古屋大学）柴田 隆 

（東北大学）片桐秀一郎・早坂忠裕 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

第33回エアロゾル科学・技術研究討論会実行委員会 

（現地実行委員会） 

実行委員長    大久保雅章（大阪府立大学） 

実行委員     黒木智之（大阪府立大学） 

（本部実行委員会） 

実行委員長    足立元明（大阪府立大学） 

実行委員     木下卓也（関西大学） 

         矢吹正教（京都大学） 

 

 



交 通

大学周辺の駅まで

●JR「新大阪」「大阪（梅田）」から

地下鉄御堂筋線「なかもず（終点）」下車

35~40分

●関西空港から

南海本線（南海線）「天下茶屋」乗換

南海高野線「中百舌鳥」「白鷺」下車

60～70分

●伊丹空港から

大阪モノレール「蛍池」乗換

阪急宝塚線「梅田」乗換

地下鉄御堂筋線「なかもず（終点）」下車

60～70分

大学周辺の駅から

●南海高野線「中百舌鳥駅（南出口）」、地下鉄御堂筋線「なかもず駅（5号出口）」から

・徒歩、南東へ約1000m。約13分。

・南海バス（北野田駅前行31、32、32-1系統）「府立大学前」下車。約5分。

●南海高野線「白鷺駅」から

・徒歩、南西へ約500m。約6分。



大阪府立大学会場周辺図

討論会会場見取り図（Ａ５棟）
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