
　

第 26回エアロゾル科学・技術研究討論会参加案内

（ 開　　　催：2009 年 8月 19 日（水）～ 21 日（金）
事前参加申込・振込締切：2009 年 7月 17 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，岡山工学振興会（予定），化学工学会，

空気調和・衛生工学会（予定），室内環境学会，大気環境学会，日本防菌防黴学会，
日本保健物理学会

　第 26回エアロゾル科学・技術研究討論会は，2009年 8月 19日から 21日までの 3日間，岡山市の岡山大学津島キャ
ンパス自然科学研究科棟で開催されます。本年度は，一般研究発表，特別セッション，ポスターセッションに加えて，「東
アジアから輸送されるエアロゾル－植物・人間への影響解明を目指して－」，「室内環境における粒子，化学物質汚染，
気流の数値シミュレーション」，「エアロゾルの居住・作業環境，生体への関わり」，「日本エアロゾル学会若手会・粉
体工学会若手勉強会合同シンポジウム」の 4つのシンポジウムも開催します。また，岡山大学・高田潤教授による特
別講演も予定しています。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な
りますよう，多数の皆様のご参加をお願いいたします。

記
　　　　　　　　　　　　　　開催日時：2009年 8月 19日（水）～ 21日（金）
　　　　　　　　　　　　　　会　　場：岡山大学津島キャンパス自然科学研究科棟（岡山市北区津島中 3-1-1） 

（事前参加申し込みについては，学会ホームページ http://www.jaast.jp/n26/index.shtmlをご参照ください。
会場へのアクセスは下記および http:// www.okayama-u.ac.jp/jp/access.htmlをご参照ください。 ）

交　　通
● JR岡山駅より
（バス）
・駅西口発：
岡電バス「岡山大学・岡山理科大学」行（47番系統）
に乗車，「岡大西門」で下車。
（所要：時間約 7分，190円）

・駅東口発：
岡電バス「岡山大学・妙善寺」行（17番系統）に乗車，
「岡大東門」または「岡大西門」で下車。
（所要時間：約 15分，220円）
　※本路線は市内を廻るため時間がかかります。

岡電バスホームページ：
　http://www.okayama-kido.co.jp/bus/

（タクシー）
・駅西口から「岡山大学津島キャンパス」
（所要時間：約７分）

●岡山空港より
（バス）
・岡山空港から中鉄バス「岡山駅」行に乗車，「岡山
大学筋」で下車。（所要時間：約 25分） 
※ノンストップ便に乗車しないよう，ご注意ください。

中鉄バスホームページ
　http://www.chutetsu-bus.co.jp/

宿　　泊
　宿泊の斡旋は致しません。岡山駅周辺のホテルの
例を学会ホームページ（http://www.cc.okayama-u.ac.jp/
~jaast26/index.html）にて紹介しております。



日　　程

　
発　表　要　領

口頭発表
○質疑応答（約 5分間）を含めて，一般発表・シンポジウム 20分（シンポジウムⅢでは 30分の発表もあります）
○特別セッションは講演時間 5分，質疑応答 10分
○発表機材
　　液晶プロジェクター＋Win PCによる発表を基本とします。液晶プロジェクターには，PC切替機が設置されてい
ますので，ご自分で PCをご持参いただき，ご自分の発表前に液晶モニター切替機に PCを接続してください。PC
交換などによる時間の遅れは発表時間に含め，時間の延長は行いませんので，ご注意ください。なお，UBSメモリー
等でプレゼンテーションデータのみをご持参になる場合，会場に備え付けの PCをご利用できます。また，OHPを
使われる方は，準備の都合がありますので，事前に実行委員会までご連絡ください。ご協力をお願いいたします。

ポスター発表
○ポスターの掲示用に，縦 210cm幅 90cmのボードを用意しております。「ポスター発表」前（19日（初日）16：00
～ 16：31）までに掲示してください。

○「ポスター発表」は，講演のみ 1分間（19日（初日）16：00～ 16：31）
○「ポスター発表」では，PowerPointのスライド 1枚のみ使用できます
○「ポスター発表」の PowerPointファイルは，「ポスター発表」前までに所定の PCに入れていただきます。ご自分
の PCの使用はできません。また，発表中の操作は実行委員会で行います。ご協力をお願いいたします。

○「ポスター討論」では，発表後 16：31～ 17：30の間，ボードの前にお立ちください。

　 Ａ会場
講義室兼大会議室

Ｂ会場
第２講義室

Ｃ会場
第１講義室

8月 19日
（水）

A．シンポジウムⅠ 7件
東アジアから輸送されるエアロゾル
 （9：00～ 11：50）

C．性質と性状 9件
 （9：00～ 12：00）　

A．シンポジウムⅠ 6件
東アジアから輸送されるエアロゾル
 （13：00～ 15：00）
B．大気エアロゾルⅠ 3件
 （15：00～ 16：00）

D．シンポジウムⅡ 9件
エアロゾルの住居・作業環境，
生体への関わり　　　
 （13：00～ 16：00）

D．シンポジウムⅢ 7件
日本エアロゾル学会・
粉体工学会若手合同シンポジウム
 （13：00～ 16：00）

P．ポスター発表（A会場） 31件 （16：00～ 16：31）
ポスター討論（ロビー）  （16：31～ 17：30）
若手討論会（工学部 1号館 A218室） （18：00～ 20：00）

8月 20日
（木）

B．大気エアロゾルⅡ 9件
 （9：00～ 12：00）

F．シンポジウムⅣ 8件
室内環境におけるシミュレーション
 （9：20～ 12：00）

G．動力学と沈着現象 6件
 （9：00～ 11：00）
H．エアロゾルの利用  3件
 （11：00～ 12：00）

SS．特別講演 （13：00～ 14：00）
総会  （14：10～ 15：10）
S．特別セッション
 （15：15～ 16：45）
メーカープレゼンテーション
 （16：45～ 17：30）

　 　

懇親会（会場：岡山大学生協ピーチユニオン 3階）　　（18：00～ 20：00）

8月 21日
（金）

B．大気エアロゾルⅢ 9件
 （9：00～ 12：00）

I．室内エアロゾル・クリーンルーム
 3件
 （9：00～ 10：00）
J．測定Ⅰ 6件
 （10：00～ 12：00）

　

B．大気エアロゾルⅣ 7件
 （13：00～ 15：20）

J．測定Ⅱ 4件
 （13：00～ 14：20） 　



第 1日目　8月 19 日（水）
Ａ会場（講義室兼大会議室）

シンポジウムⅠ
－東アジアから輸送されるエアロゾル－

（9：00～ 11：50） （座長：松田和秀・畠山史郎）
  趣旨説明 
   （東京農工大学）○畠山史郎
A01* エアロゾルの植物影響の解明を目指して
   （東京農工大学）○伊豆田猛
A02* 植生への大気中粒子状物質の沈着過程を考慮した地表

面モデルの開発
   （日本原子力研究開発機構）○堅田元喜
A03* 樹雨に伴う森林への物質沈着量の推定に関する数値的

研究
   （日本原子力研究開発機構）○堅田元喜
   （東京大学先端科学技術研究センター）梶野瑞王
   （兵庫県立健康環境科学研究センター）平木隆年

藍川昌秀・小林禧樹
A04* 水中に分散させたカーボン粒子のエアロゾル化と基板

への沈着
    （東京農工大学）○佐川慎一・玄　大雄・Nazli Naim・
    飯島志行・神谷秀博・Wuled Lenggoro
A05* 大気エアロゾル成分の植生への沈着観測
   （明星大学）○松田和秀・藤村佳史
   （農業環境技術研究所）林健太郎
   （東京農工大学）伊豆田猛・畠山史郎
A06* 紫外光反応による SO2/H2O/Air混合ガスからの二次粒

子生成のモデリングと実験的検討
   （室蘭工業大学大学院工学研究科）○藤本敏行
   空閑良壽
A07* 東アジアにおけるエアロゾルの健康影響
   （筑波大学大学院）○本田　靖

（13：00～ 15：00） （座長：高見昭憲・兼保直樹）
A08* 大阪で観測したエアロゾルの粒径別元素濃度比による

長距離輸送と地域汚染特性の解析
   （京都府保健環境研究所）○日置　正
   （紀本電子工業㈱）紀本岳志
   （国立環境研究所）長谷川就一・大原利眞
   向井人史
   （愛媛大学）若松伸司
A09* LEXTRA航空機観測におけるエアロゾル化学成分
   （東京農工大農）○花岡小百合・畠山史郎
   渡邉　泉
   （琉球大理）新垣雄光
   （国立環境研）高見昭憲・佐藤　圭・清水　厚
   （大阪府立大）定永靖宗・板東　博
   （首都大）加藤俊吾・梶井克純

   （東大）川名華織・近藤　豊
A10* 09年 4月 8日に九州北部で観測された高濃度 PM2.5に

対する Asian outflowの寄与
   （産業技術総合研究所）○兼保直樹
   （国立環境研究所）高見昭憲・佐藤　圭
   （福岡大学）林　政彦・原圭一郎
A11* 数値モデル・衛星・地上データが捉えたアジアンダス

ト
   （宇宙航空研究開発機構）○向井真木子
   （近畿大学）佐野　到・保本正芳・向井苑生
A12* 沖縄でのエアロゾル長期観測と濃度変動
   （国立環境研究所）○高見昭憲
   （産総研）兼保直樹
   （名古屋大学）長田和雄
   （三友プラントサービス）下野彰夫
   （東京農工大）畠山史郎
A13* エアロゾルの化学組成・粒径分布・混合状態・形状を考

慮した対流圏マルチスケール化学輸送モデル EMTACS
の開発

   （東大先端研）○梶野瑞王・近藤　豊

－大気エアロゾルⅠ－

（15：00～ 16：00） （座長：日置　正・向井真木子）
B01* 沖縄大気エアロゾルに含まれる化学成分の経年変化と

季節変動～水溶性成分について～
   （琉球大・院理工学）○半田大士・畦地総太郎
   仲栄真史哉・中島仁美・岡田孝一郎・新垣雄光
   （琉球大・機器分析支援センター）棚原　朗
B02* 沖縄大気エアロゾルに含まれる化学成分の経年変化と

季節変動　～金属成分について～
   （琉球大・院理工学）○畦地総太郎・半田大士
   中島仁美・仲栄真史哉・岡田孝一郎
   新垣雄光
   （琉球大・機器分析支援センター）棚原　朗
B03* CWT法を用いたエアロゾル吸収係数連続測定値の解析
   （北海道大・院工学）○小濱大輔・山形　定
   村尾直人・太田幸雄

－ポスター発表－

（16：00～ 16：31） （座長：押谷　潤）
P01* ナノ粒子化学組成分析装置の性能評価のための揮発性

有機ナノ粒子の作成と化学分析
   （理化学研究所）○工藤　聡
   （理化学研究所・島津製作所）種池康仁
   （理化学研究所）折井孝彰
P02* サイクロンを利用した表土分粒の試み：　数 μmダスト

のグラム分取
   （気象研究所）○五十嵐康人・高橋　宙・財前祐二
   （農業環境技術研究所）藤原英司

 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 20分
　（ただし，シンポジウムⅢでは 30分の発表もあります）
○ 特別セッションは講演時間 5分，質疑応答 10分
○ 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



   （山梨大学）小林　拓
   （環境総合テクノス）溝　武志
P03* 静電噴霧熱分解法による酸化物ナノ粒子の創製と評価
   （京都大・エネルギー科学研究科）○寺田佳弘
   鈴木義和・東野　達
P04* DMAと CPCの ISO規格
   （産総研）○桜井　博
   （日本カノマックス）福嶋信彦
   （金沢大学）大谷吉生
   （リオン）角田智良
   （産総研）榎原研正・ A. Ghimire・ H.-G. Horn
   I. Marshal・ L. M&ouml;lter・ M. Owen
   C. Peters・ P. Quincey・ J. Schlatter
   S. Seeger・ G. Sem・ J. Spielvogel
    J. Vasiliou
P05* 計数ミリカン法による 300 nmポリスチレンラテックス

粒子の粒径絶対測定
   （産総研）○高畑圭二・榎原研正
P06* 多層カーボンナノチューブの両極拡散電荷中和器によ

る帯電特性
   （産総研）○佐藤佳宏・櫻井　博・榎原研正
P07* 炭素成分およびイオン成分からみた慣性フィルタの性

能評価
   （埼玉大・院理工）関口和彦・○金　庚煥
   工藤慎治・坂本和彦
   （金沢大・院自然）古内正美・畑　光彦
   （日本カノマックス）田島奈穂子
   （金沢大・院自然）大谷吉生
P08* CPC校正時の温度変化によるカウント効率の影響
   （東京ダイレック）○濱　尚矢・船戸浩二
   （産総研）桜井　博
P09* 揮発性ナノ粒子の粒径変化が成分分析に与える影響に

ついて
   （理化学研究所）○種池康仁・工藤　聡・折井孝彰
P10* On-road measurement of aerosol number size distributions at 

the exhaust plume of passenger cars
   （東京ダイレック）○ 濱　尚矢・船戸浩二
   （Bandung Institute of Technology）Asep Sofyan
   （東京農工大学）Wuled Lenggoro
P11* 粒子中 PAHs特性に基づく慣性フィルタの大気エアロゾ

ル粒子分離捕集特性の考察
   （金沢大・院自然）○福本将秀
   （金沢大・院理工）畑　光彦・古内正美 
   （埼玉大・院理工学）関口和彦
   （金沢大・院理工）大谷吉生
   （日本カノマックス）田島奈穂子
   （東莞理工学院）白　雲鶴
P12* 降雨による大気汚染物質の湿性沈着機構の考察
   （福岡女子大学）○馬　昌珍
   （Yong In University）Sung-Boo Choi
   （岩手医科大・サイクロトロンセンター）世良耕一郎
P13* つくばにおけるエアロゾル濃度変動解析
   （気象研究所）○猪股弥生・高橋　宙・五十嵐康人
P14* 個別粒子を中心とした黄砂時大気エアロゾルの性状特

性
   （福岡女子大学）○川本奈穂・馬　昌珍・藏園由美
P15* 高時間分解測定データを用いた福岡市における春季大

気エアロゾルの評価
   （福岡女子大学）○中村実歩・馬　昌珍・河邉　希
P16* Size-resolved chemical composition showing the vertical 

heterogeneity of Saharan aerosol layers in the Cape Verde 
region 

   （Technische Universität Darmstadt）
   ○ K. I. Lieke・K. Kandler
   （Johannes-Gutenberg-Universität）C. Deutscher
   （Technische Universität Darmstadt）M. Ebert
   （German Aerospace Center （DLR））B. Weinzierl
   （Johannes-Gutenberg-Universität）L. Schütz
   （German Aerospace Center （DLR））A. Petzold
   （Technische Universität Darmstadt）S. Weinbruch
P17* 黄砂粒子に含まれる鉄の溶解性と粒径について
   （熊本県立大・環境共生）○緒方裕子・山田　丸
   張　代洲
P18** 沖縄諸島における大気エアロゾル中のジカルボン酸の

季節変動
   （琉球大・院理工学）○仲栄真史哉・半田大士
   （琉球大・機器分析支援センター）棚原　朗
   （琉球大・理）新垣雄光
   （琉球大・院理工学）畦地宗太郎
P19* 関東内陸域（群馬県）における超微小粒子成分の観測
   （埼玉大・院理工）関口和彦・○工藤慎治
   金　庚煥・坂本和彦
   （群馬県衛生環境研究所）熊谷貴美代・飯島明宏 
   （金沢大・院自然）大谷吉生
P20*** 熊本県天草半島で観測されたオキシダントと浮遊粒子

について
   （熊本県立大・環境共生）○岩永晃輔
   （海洋プランニング）藤家　亘
   （熊本県立大・環境共生）山田　丸・張　代洲
P21* 榛名山における山岳大気観測と平地観測の比較
   （気象研究所）○高橋　宙・猪股弥生
   五十嵐康人・財前祐二
   （国環研）杉本伸夫 
   （山梨大）小林　拓
P22* 水透析法を用いた粗大粒子の個別粒子解析
   （名古屋大・院環境）○川北康介・長田和雄
   上田紗也子
P23* 北極域対流圏における大気エアロゾルと雲残渣粒子の

直接観測：POLARCAT春季航空機観測から
   （金沢大）○松木　篤
   （ブレース・パスカル大学）A. シュワルツェンボック
   （オパール海岸・リトラル大学）K. デュボット
   （ブレース・パスカル大学）J.-F. ガイェ
   G. フェブル・C. ゴウベール
P24*** 気球分離型無人航空機による境界層エアロゾルの組成

観測
   （日本タングステン）尾塚馨一
   （福岡大学）○林　政彦・福島正人・丸山智生
   岡部和夫
P25* カンボジア・プノンペン市街地の大気汚染特性と発生

源に関する考察
   （金沢大・院理工）○古内正美
   （金沢大・環日本海域環境研究センター）塚脇真二
   （カンボジア・教育学研究所）リン　カニタ
   （金沢大・工）三上尚美 
   （カンボジア・教育学研究所）金森正臣
   （金沢大・院理工）畑　光彦
   （金沢大・院自然）三宅正彦
   （アンコール遺跡整備機構）ポー　ハン
   （カンボジア・鉱工業エネルギー省）ソタム　シエン



P26* カンボジア・アンコール遺跡区域の観光需要と大気環
境負荷に関する考察

   （金沢大学・院自然）○三宅正彦
   （金沢大・院理工）古内正美
   （金沢大・環日本海域環境研究センター）塚脇真二
   （金沢大学理工研究域）畑　光彦 
   （金沢大・院自然）正井　晶
   （アンコール遺跡整備機構）ポー　ハン
   （カンボジア・鉱工業エネルギー省）ソタム　シエン
P27* 降水中塩成分変化によるスギ花粉アレルゲンの溶出と

放出
   （埼玉大・院理工学）王　青躍・○仲村慎一
   キョウ秀民・坂本和彦・鈴木美穂
   （国環研）中島大介
   （埼玉大・院理工学）呉　　迪
P28* 黄砂飛来時のスギ花粉アレルゲンの挙動
   （埼玉大・院理工学）王　青躍・○キョウ　秀民
   仲村慎一・坂本和彦
   （埼玉県環境科学国際センター）三輪　誠
   （国環研）中島大介
   （埼玉大・院理工学）胡　舜尭・呉　　迪
P29* 一般家庭を対象とした室内測定によるハウスダスト及

びアスベストの評価
   （福岡女子大学）○馬　昌珍
   （WonKwang Health Science College）Gong-Unn Kang
   （Sejong University）Ki-Hyun Kim
   （Jeju National University）Chang-Hee Kang
   （Dong-A University）Kum-Chan Choi
P30** ナトリウムの洗浄比－日本海沿岸地域における観測

データの解析－
   （電力中研）○藤田慎一
   （東京理科大）岡村和幸
   （電力中研）高橋　章
   （東京理科大）三浦和彦
P31*** 吸入実験の為の多層カーボンナノチューブの発生法の

検討
   （国環研）○藤谷雄二・古山昭子・平野靖史郎

－ポスター討論－
（17：00～ 17：30）

第 1日目　8月 19 日（水）
Ｂ会場（第 2講義室）

－性質と性状－

（9：20～ 12：00） （座長：並木則和・長門研吉）
C01*** 超音波噴霧熱分解法によるガドリニウム添加酸化セリ

ウム微粒子の合成
   （大阪府立大）足立元明・木下卓也・○堀田翔吾
C02* コロナ放電による SO2の粒子化に対する NH3の影響
   （高知高専）○野中祐哉・前田真志・長門研吉
C03* 負極性コロナ放電におけるイオン－分子反応のシミュ

レーション
   （高知高専）○長門研吉・野中祐哉・前田真志
C04* 核形成 /凝縮過程のための累積個数分布を用いたセミラ

グランジュアン・ソルバー
   （九大応力研）○山本　勝
C05* コロナ放電による白金微粒子の生成と効果

   （パナソニック電工）○須田　洋・町　昌治
   松井康訓・山内俊幸
   （広島大）奥山喜久夫
C06* 超音波噴霧熱分解法による六方晶フェライトナノ粒子

の合成
   （阪府大工）○近田吏由壱・堀田翔吾
   木下卓也・足立元明
C07*** 超音波霧化法による懸濁液からの超微粒子域試験粒子

の発生
   （工学院大）○並木則和
   （埼玉大）関口和彦
   （柴田科学）井川誠司
C08* 酸化チタンエアロゾル中の酸化チタン粒子の存在状態

の観察
   （東大先端研）○砂田香矢乃
   （東大院工）橋本和仁

シンポジウムⅡ
－エアロゾルの住居・作業環境・生体への関わり－

（13：00～ 14：40） （座長：明星敏彦・島田　学）
D01** ナノ材料の環境・健康影響の課題について伝える
   （産総研）○石津さおり・関谷瑞木・安　順花
D02* ナノ材料を取扱う施設における作業環境測定と曝露対

策効果の検証
   （竹中工務店）○谷　英明・石黒　武
D03*** オフィス機器からの超微粒子発生量評価における試験

チャンバ方式の影響
   （工学院大）○並木則和
   （国立保健医療科学院）鍵　直樹
   （住化分析センター）野中辰夫・岡村栄子
D04* エアロゾルナノ粒子個人ばく露評価用サンプラの開発
   （金沢大）○古内正美
   ティティウォン　チューソン・大谷吉生
   畑　光彦・滝澤正見
D05* 防じんマスクのナノ粒子捕集効率の測定
   （産業医大産生研）○明星敏彦・大藪貴子
   大神　明・廣橋雅美・ 村上昌宏
   山崎小由美・山本　誠・轟木　基
   角谷　力・西賢一郎・森本泰夫・田中勇武

（14：40～ 16：00） （座長：森本泰夫・小野真理子）
D06* オンライン・エアロゾル計測による気中浮遊工業ナノ

粒子の識別計数技術
   （産総研）○桜井　博・佐藤佳宏・矢部　明
   榎原研正
D07* 炭素分析による空気中の CNTと一般粒子との分別定量

の検討
   （労働安全衛生総合研究所）○小野真理子
D08* 吸入曝露試験のためのMWCNTエアロゾルの発生
   （広島大・院工）○島田　学・中嶋圭吾
   汪　偉寧・奥山喜久夫 
   （産業医科大・産業生態科学研究所）明星敏彦
   大藪貴子・森本泰夫・田中勇武
D09* 工業ナノ材料を用いた動物曝露試験による有害性評

価－多層カーボンナノチューブによる急性反応－
   （産業医科大）○森本泰夫・大神　明・明星敏彦
   大藪貴子・廣橋雅美・山崎小由美
   轟木　基・山本　誠・橋場昌義
   水口要平・Lee Byeong Woo・田中勇武



   （広島大）Wei-Ning Wang・島田　学
   （産総研）遠藤茂寿・内田邦夫・中西準子

第 1日目　8月 19 日（水）
Ｃ会場（第 1講義室）

シンポジウムⅢ
－日本エアロゾル学会若手会・

粉体工学会若手勉強会合同シンポジウム－

（13：00～ 15：50） （座長：長谷川就一・渡邉　哲）
E01** ダンプビルディングにおける室内空気測定と健康に関

する研究
   （国立保健医療科学院）○鍵　直樹
   （秋田県立大）長谷川兼一
   （新潟県立大）坂口　淳
   （北九州市立大）白石靖幸 
   （足利工大）三田村輝章
   （産総研）篠原直秀
   （秋田県立大）高松真理・松田麻香
E02 電気集塵装置における放電電流および集塵効率の湿度

依存性
   （山口大・院理工学）○田之上健一郎・石田佑紀
   原　真澄・西村龍夫
E03*** フィルター効率試験のための粒子発生技術の検討
   （柴田科学）○井川誠司・佐藤勇樹・宮川拓真
E04 DEMによる電子写真システム内帯電微粒子の挙動解析
   （新日鐵）○三尾　浩
E05* 木質バイオマス燃焼時に排出される粒子・ガス状物質

の特性
   （金沢大・院理工）○畑　光彦
   （金沢大・院自然）森下和輝
   （金沢大・院理工）古内正美
E06 静電気と微粒子に作用する力
   （京都大・院工）○丸山博之
E07*** バイオ応用を目指した金／磁性酸化鉄複合ナノ粒子の

合成
   （大阪府立大・院工学）○木下卓也・藤川祐喜
   吉川基宏・足立元明
   （大阪大・院工学）清野智史・山本孝夫

第 2日目　8月 20 日（木）
Ａ会場（講義室兼大会議室）

－大気エアロゾルⅡ－

（9：00～ 12：00） （座長：張　代洲・三浦和彦）
B04* 係留気球を用いた大気エアロゾルの観測について：北京

と天草の観測例
   （熊本県立大・環境共生）○張　代洲・山田　丸
   長谷徹治・緒方裕子・原　和嵩・岩永晃輔 
   （金沢大・フロンティアサイエンス機構）岩坂泰信
B05* 堺市で観測した中国砂漠地帯からの土壌粒子の影響
   （大阪府立大・先端科学イノベーションセンター）
   ○伊藤憲男・溝畑　朗
B06* 北部北太平洋域への大気由来鉄沈着料の推定－アイス

コアとエアロゾル観測からの評価－
   （北大低温研）○的場澄人・西岡　純

   （北大環境科学院）佐々木央岳
   （北海道区水産研究所）小埜恒夫 
   （東海大学）南　秀樹
   （北大 FSC）野村　睦
   （地球研）白岩孝行
B07* 落石岬で測定したエアロゾル粒子の粒径分布
   （東京理科大）○三浦和彦
   （国環研）向井人史・橋本　茂
B08* The distribution and mixing state of aeolian African dust・ 

urban and biomass burning aerosol as observed in the cape 
verde region 

   （Technische Universität Darmstadt）
   ○ K. I. Lieke・K. Kandler
   （Johannes-Gutenberg-Universität）C. Deutscher
   （Technische Universität Darmstadt）M. Ebert
   （German Aerospace Center （DLR））B. Weinzierl
   （Johannes-Gutenberg-Universität）L. Schütz
   （German Aerospace Center （DLR））A. Petzold
   （Technische Universität Darmstadt）S. Weinbruch
B09* 都市大気浮遊粒子表面に存在する細菌の蛍光顕微鏡観

察
   （熊本県立大・環境共生）○原　和崇・山田　丸
   張　代洲・有園幸司
B10* 黄砂現象時の CCN特性
   （気象研究所）○山下克也・財前祐二・斎藤篤思
   村上正隆・田尻拓也
B11* 沖縄本島における大気中ラドン濃度の季節変動
   （琉球大）○本村　大 
   （岐阜大）田阪茂樹・松原正也
   （国環研）高見昭憲
   （千葉大）高村民雄
   （放射線医学総合研究所）細田正洋・反町篤行
   床次眞司
   （琉球大）古川雅英
B12* 天草地方で観測した PM2.5及びその成分の濃度の特徴
   （東京ダイレック）○佐藤珠紀・曹　仁秋・牧野国義
   （熊本県立大）山田　丸・長谷徹治

－特別講演－

（13：00～ 14：00） （座長：後藤邦彰）
SS01 酸化鉄ナノ粒子が関与する多彩な世界 
  －備前焼「緋襷模様」と微生物由来沈殿物中の酸化鉄

ナノ粒子－（仮題）
   （岡山大・院自然）○高田　潤

－総会－

（14：10～ 15：10） 

－特別セッション－

（15：15～ 16：45） （座長：押谷　潤）
S01* 軽量無人観測機 SKY-1を用いた阿蘇山プルームの観測
   （熊本大）○小島知子
   （大阪大）佐伯和人
   （東北大）後藤章夫・谷口宏充
S02* インクジェット式粒子数標準エアロゾル発生器の開発
   （産総研）○飯田健次郎・櫻井　博
   齊藤敬三・榎原研正



S03** ナノ材料の環境・健康影響の課題について伝える
   （産総研）○石津さおり・関谷瑞木・安　順花
S04* 屋内環境の研究における分子シミュレーション応用の

可能性
   （東京工業大学）○諏訪好英
S05* 物体上昇に伴う粉体層からの粒子飛散現象
   （岡山大）○後藤邦彰・松田智子
   吉田幹生・押谷　潤
S06* エアロゾル動力学，雲微物理とその化学的変容過程の

統一的モデリング
   （東大先端科学技術研究センター）○梶野瑞王
   近藤　豊
   （酸性雨研究センター）植田洋匡

－メーカープレゼンテーション－

（16：45～ 17：30） （座長：吉田幹生）

第 2日目　8月 20 日（木）
Ｂ会場（第 2講義室）

シンポジウムⅣ
－室内環境における粒子・化学物質汚染・

気流の数値シミュレーション－

（9：20～ 12：00） （座長：諏訪好英・西村直也）
F01* クリーンルーム内の大型搬送装置による気流および汚

染物質の誘引特性
  （第一報）気流の可視化および PIV解析
   （東京工業大）○山田容子・藤井修二
   （大林組 /東京工業大学）諏訪好英
   （村田機械）林　孝雄・松葉克己
F02* クリーンルーム内の大型搬送装置による気流および汚

染物質の誘引特性
  （第二報）現象のモデル化とシミュレーション
   （大林組 /東京工業大学）○諏訪好英
   （東京工業大）山田容子・藤井修二
   （村田機械）林　孝雄・松葉克己 
F03* 放射能汚染患者周辺空気の気流解析による二次汚染の

特徴
   （放射線医学総合研究所）○山田裕司・福津久美子
   （東京ニュークリア・サービス）結城政則
   （放射線医学総合研究所）明石真言
F04** 室内環境中での Ozone- Terpene反応と SOA生成に関す

る CFD解析
   （九州大学）○原嶋　寛・福岡孝幸・伊藤一秀
F05* 室内環境における浮遊粉粒子とハウスダストの SVOC
   （国立保健医療科学院）○鍵　直樹 
   （工学院大）並木則和
F06** 室内環境中での帯電微粒子輸送に関する CFD解析
   （九州大・院）○福岡孝幸・伊藤一秀・原嶋　寛
F07* 逆解析による化学物質汚染源の推定シミュレーション
   （アドバンスドナレッジ研究所）○池島　薫
   （大阪大・院基礎工学）桃瀬一成
F08** 遺伝的アルゴリズムの空調設計への応用
   （芝浦工業大）○西村直也
   （NTTデータ）石澤啓介

第 2日目　8月 20 日（木）
Ｃ会場（第 1講義室）

－動力学と沈着現象－

（9：00～ 11：00） （座長：大谷吉生・岡田芳樹）
G01 Applied the filter pretreated with coptisine for removal of 

bioaerosols
   （Toko University）○ Shinhao Yang
   （National Taiwan University）Yi-Chin Huang
   （Hung-Kuang University）Chin-Hsiang Luo
   （National Taiwan University） Chi-Yu Chuang
G02* 種々の固体表面における気中分子イオンの動的挙動
   （金沢大・院）○イ　ヘリ
   （金沢工業大）吉川文恵 
   （金沢大）瀬戸章文・大谷吉生
G03* 高速インパクションを用いた凝集ナノ粒子の分裂技術

の開発
   （関西大）○川端健司・橋津慎太郎・岡田芳樹
G04* 森林におけるエアロゾルとガスの空間分布
   （東京農工大）○大原　信
   （北海道環境科学研究センター）野口　泉
   （東京農工大）木村園子ドロテア・吉田智弘
   （電力中研）高橋　章
   （東京農工大）原　　宏
G05* 森林におけるエアロゾルの葉洗浄法による乾性沈着量

評価
   （東京農工大）○大原　信
   （北海道環境科学研究センター）野口　泉
   （東京農工大）木村園子ドロテア・吉田智弘
   （電力中研）高橋　章
   （東京農工大）原　　宏
G06* プラズマ中エアロゾル粒子を用いた複合薄膜の合成
   （広島大・院工）○田尾亜紀子・汪　偉寧
   島田　学

－エアロゾルの利用－

（11：00～ 12：00） （座長：岡田芳樹・瀬戸章文）
H01* ラバルノズルを用いた火炎法による非凝集ナノ粒子の

生成
   （関西大）○尾崎博文・川村秀久・岡田芳樹
H02* 中空とポーラス粒子の合成及び特性評価
   （広島大）○李　信榮
   （Teknologi Sepuluh Nopember （ITS））W. Widiyastuti
   （広島大）Ferry Iskandar・奥山喜久夫 
H03*** 減圧噴霧熱分解法による透明導電酸化物ナノ粒子の直

接合成
   （広島大）○ Darmawan Hidayat・Ferry Iskandar
   奥山喜久夫

第 3日目　8月 21 日（金）
Ａ会場（講義室兼大会議室）

－大気エアロゾルⅢ－

（9：00～ 12：00） （座長：長谷川就一・須佐秋生）



B13* 固体表面に対する DMSの吸着の測定
   （広島大・院工）○須佐秋生
B14* 立山におけるエアロゾル粒子個数濃度と硫酸塩粒子の

測定
   （富山県立大）○渡辺幸一
   （富山市科学博物館）朴木英治
   （富山県立大）成瀬　功・遠藤文倫・村上貴志
B15* 有機物を含む混合エアロゾルの潮解・固化特性
   （群大院）○岸上貴彦・原野安土
B16* 環日本海域におけるエアロゾルと降水の化学
   （東京農工大）○北山　響・原　　宏
B17* 海塩エアロゾルと NO2の反応機構
   （群大院）○相馬岳史・藤山裕希子・原野安土
B18*** 偏光データを用いた東大阪上空エアロゾル粒子特性の

解明
   （近畿大）○保本正芳・佐野　到・向井苑生
B19** 熊本県天草市におけるエアロゾルとガス濃度変動
   （熊本県立大）○長谷徹志・山田　丸
   （熊本大）小島知子
   （東京ダイレック）曹　仁秋
   （熊本県保健環境科学研究所）今村　修
   （熊本県立大）張　代洲
B20* 沿道における大気中ナノ粒子の粒径分布と炭素成分の

経年変化
   （国環研）○長谷川就一
   （日本環境衛生センター）高橋克行
   （国環研）伏見暁洋・藤谷雄二・田邊　潔・小林伸治
B21* 酒田市における大気エアロゾルの特徴
   （東北公益文科大）○大歳恒彦

－大気エアロゾルⅣ－

（13：00～ 15：20） （座長：長田和雄・古内正美）
B22* 福岡で観測された水溶性エアロゾル成分の日周変化
   （福岡大・院理学）○丸山智生
   （福岡大・理）林　政彦・原圭一郎・ 蓑輪勝隆
   田中ゆうこ
B23* ゴムタイヤ用天然ゴムシート製造に伴う大気環境負荷

の考察
   （金沢大学大・院自然）○三宅正彦
   （金沢大・院理工）古内正美
   （プリンスオブソンクラ大・工）ペラポン　テカサクル
   （金沢大・院自然）橋本隆史
   ティティウォン　チューソン
   （金沢大・院理工）畑　光彦・大谷吉生
B24* エアロゾル・雲の微物理構造に関する航空機観測
   （気象研究所）○村上正隆・折笠成宏・山下克也
   斎藤篤思・大竹秀明
B25* ダスト粒子を用いたMRI雲生成チャンバー実験
   （気象研究所）○田尻拓也・山下克也・村上正隆
B26* 冬季南極対流圏下部のエアロゾル吸湿特性
   （福岡大）○原圭一郎
   （名古屋大・院）長田和雄
   （極地研）山内　恭 
   （福岡大）林　政彦
B27*** 立山・室堂平における粒子体積濃度の年々変化：微細粒

子濃度の冬春季増加傾向
   （名古屋大）○長田和雄
   （立山カルデラ砂防博物館）飯田　肇
   （富山県環境科学センター）木戸瑞佳

   （国環研）大原利眞
B28*** 辺戸岬で観測されたスス粒子の混合状態と粒径分布
   （名古屋大・院環境）○上田紗也子・長田和雄
   （国環研）高見昭憲

第 3日目　8月 21 日（金）
Ｂ会場（第 2講義室）

－室内エアロゾル・クリーンルーム－

（9：00～ 10：00） （座長：山形　定・瀬戸章文）
I01* 室内空間における超微粒子の二次生成とそれに関わる

環境因子
   （東京工業大）○原太一郎・藤井修二
I02*** 表面吸着を用いた室内空間におけるイオン性物質の比

率評価に対する基礎研究
   （東京工業大）○閔　太泓
   （国立保健医療科学院）鍵　直樹
   （工学院大）並木則和
   （東京工業大）藤井修二
I03* クリーンルーム内発塵粒子の粒径・帯電量同時計測装

置の開発
   （金沢大・院自然）○吉村　洸・伊藤絵里香
   瀬戸章文・大谷吉生
   （大成建設）遠藤哲夫・浦野　明

－測定Ⅰ－

（10：00～ 12：00） （座長：山形　定・瀬戸章文）
J01* エアロゾル吸収係数測定装置の校正システムの構築
   （北海道大・院工学）○山形　定・千葉星雄
   太田幸雄・村尾直人
J02* 多分散エアロゾルによる GEOSS-SKYNETエアロゾル・

インレットの粒径分離特性評価
   （産総研）○兼保直樹
   （北海道大）山形　定
   （山梨大）小林　拓
J03* インクジェット式粒子数標準エアロゾル発生器の開発
   （産総研）○飯田健次郎・櫻井　博
   齊藤敬三・榎原研正
J04* レーザー捕捉顕微分光法を用いた気相中における光誘

起微小水滴発生機構に関する研究
   （北海道大・院理学）○鈴木雄也・石坂昌司
   喜多村昇
J05* レーザー捕捉顕微分光法を用いた気相中における過冷

却微小水滴の相転移に関する研究
   （北海道大・院理学）○石坂昌司・和田照秀
   喜多村昇
J06* 有機性ナノ粒子の粒子径・化学組成同時計測技術の開

発
   （関西大）○川崎亜星・紀田俊明・岡田芳樹

－測定Ⅱ－

（13：00～ 14：20） （座長：畑　光彦・吉田幹生）
J07* クリーンルームにおけるガラス基板表面付着粒子の広

領域可視化計測法
   （東京工業大）○高次兼司・藤井修二
   （日立プラントテクノロジー）渡辺幸次



J08* 石綿繊維判定のためのニューラルネットワーク荷重の
検討

   （大阪大・院工学）○西澤麻衣子・井上義雄
   加賀昭和・近藤　明
J09* ナノエアロゾルの化学組成分析のための新しい試み
   （理化学研究所）○折井孝彰・工藤　聡
   種池康仁・日根　隆
J10* 道路トンネル内に浮遊する微粒子中の多環芳香族化合

物の特性
   （金沢大・院理工）○畑　光彦
   （金沢大・院自然）福本将秀 

   （金沢大・院理工）古内正美・大谷吉生
   （日本カノマックス）田島奈穂子 
   （東莞理工学院）白　雲鶴

第 26回エアロゾル科学・技術研究討論会実行委員会
実行委員長　　　　後藤　邦彰　　　（岡山大学）
実 行 委 員　　　　押谷　　潤　　　（岡山大学）
 　　　　　　　　　吉田　幹生　　　（岡山大学）
 　　　　　　　　　島田　　学　　　（広島大学）
 　　　　　　　　　寺岡由美子　　　（編集事務局）

参加申込方法  【事前参加申込締切：2009 年 7 月 17 日（金）】

　参加申込は，学会ホームページ（http://www.jaast.jp/home-j.shtml）の参加申込フォームに必要事

項を入力の上，送信してください。また，電子メール・ファックスによる申込は ,必要事項〔参加者名，

連絡先（所属機関，住所，Tel，Fax，E-mail），学会員・学生・共催協賛団体学会員・非会員の種別，

送金内容，送金合計，送金予定日，請求書の要・不要〕を下記へ送信してください。

＜研究討論会参加費（参加費には要旨集代が含まれています）＞

7月 17日まで 開催当日 備　考

参 加 費

学会員（個人会員・法人会員＊） 6,000円 7,000円 ＊1社につき3名まで
学　生 3,000円 4,000円
共催・協賛団体会員 8,000円 9,000円
非会員 11,000円 12,000円

懇親会参加費
一　般（非学生）  参加費＋  6,000円 参加費＋  7,000円
学　生 参加費＋  3,000円 参加費＋  3,500円 

研究討論会要旨集前送希望 参加費＋    340円 －　
研究討論会要旨集のみ購入 3,340円 －　

【参加費支払方法】

締切日までに郵便局に備え付けの振込用紙で下記口座にお振り込みください。通信欄には必ず「エ

アロゾル科学・技術研究討論会参加費，懇親会費，基礎講座受講料」のように送金内容を明記して

ください。銀行より振込の場合も，支払参加者の個人名がわかるように振込ください。締切日まで

に振り込みが確認できない場合，参加費は当日会場受付扱いとさせていただきますので，あらかじ

めご了承ください。

郵便振替口座：01330－1－108264　：　口座名義：第26回エアロゾル科学・技術研究討論会

＜事前参加申込‐送金締切＞ 2009 年 7月 17 日（金）必着厳守

　　　　　　　　　　　　　（ 7月 18 日以降の申込は当日会場受付となります）

【問い合わせ先】

第 26回エアロゾル科学・技術研究討論会実行委員会

E-mail: jaast26@cc.okayama-u.ac.jp  Tel: 086-251-8084, Fax: 086-251-8085

〒 700-8530　岡山市北区津島中 3-1-1　岡山大学工学部物質応用化学科内



　

第 14回エアロゾル基礎講座
－プロセス中での粒子挙動（付着と凝集）－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主催：日本エアロゾル学会
【日　時】2009年 8月 18日（火）13：00～ 17：00
【場　所】岡山大学津島キャンパス（岡山市北区津島中 3-1-1）
【交　通】JR岡山駅西口から岡電バス「岡山大学・岡山理科大学」行に乗車，「岡大入口」，「岡大西門」，「福居入口」または「岡大

東門」で下車。
（http:// www.okayama-u.ac.jp/jp/access.html）

【趣　旨】

　　エアロゾル状態で粒子を取扱うプロセスでは，プロセス中の装置内部や装置間をつなぐ配管内で，粒子が装置壁や管壁に接触
し，付着する「付着現象」が起きます。粒子付着が進行すると，粒子堆積層が形成され，時には管路の閉塞といったトラブルに
発展します。この付着は，昔から粒子プロセスのトラブルとして知られていますが，いまだ解決法はなく，多くのプロセスで問
題となっています。この付着は，粒子－固体壁間での付着現象ですが，同様の付着が粒子－粒子間で起きると凝集現象となります。
これらはいずれも，粒子の付着力と気流に起因する粒子の分離力に支配される現象です。本講座では，実プロセス中でのトラブ
ルとして代表的な付着と凝集現象を中心に，管路中での粒子挙動の基礎について説明します。

　　また，乾式粉体操作を実演し，気流中での粒子挙動を体験していただきます。合わせて，プロセス中での粒子挙動の把握に役
立つ粒子計測法の実習を行います。

〈プログラム〉

　　2009 年 8月 18 日（火）13：00 ～ 17：00　　 定員　30 名

　13：00 ～ 13：50　気流中での粒子付着・凝集挙動 （後藤邦彰：岡山大学）

　14：00 ～ 14：50　プロセス中での粒子挙動実演（研究室見学） （押谷　潤：岡山大学）

　15：00 ～ 15：45　粒子計測実習１「エアロゾル状態での粒子計測」　 （日本カノマックス株式会社）

　15：45 ～ 16：30　粒子計測実習２「粒子の直接観察・計測」 （株式会社キーエンス）

　16：30 ～ 17：00　質疑応答　

【受講申込】

　学会ホームページ（http://www.jaast.jp/home-j.shtml）からの申込を原則とします。必要事項を入力の上，送信してください。
HPからの申請が困難な場合のみFaxおよびE-mailを受け付けます。「エアロゾル基礎講座申込」と明記の上，必要事項［参加者氏名・
勤務先名称・所属部課名・所在地・電話番号・Fax 番号・E-mail アドレス・申込種別（会員・学生・一般）］を記入し，下記へ
お申し込みください。

　◎受講料（含資料代）： 　◎受講料支払方法
締切日までに郵便局備え付けの振替用紙（手数料送金者負担）で，上記口
座に討論会参加費等と一緒にお振り込みください。ただし，通信欄には
「基礎講座受講料」と送金内容を，必ず明記してください。締切日までに
振り込みがない場合は，当日申込扱いとさせていただきます。

郵便振替口座：01330-1-108264　　口座名義：第 26 回エアロゾル科学・技術研究討論会

事前受講申込・送金締切／ 2009 年 7月 17 日（金）必着厳守

【申込先・問い合わせ先】第 26回エアロゾル科学・技術研究討論会実行委員会

E-mail : jaast26@cc.okayama-u.ac.jp　　Tel : 086-251-8084　　Fax : 086-251-8085 

〒 700-8530　岡山市北区津島中 3-1-1　岡山大学工学部物質応用化学科内

7月 17日まで 開催当日
会　員 3,000円 4,000円
学　生 1,500円 2,000円
一　般 4,000円 5,000円
※ 共催・協賛団体会員は「会員」とさせていただきます。


