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誌上発表

（1）原著論文（査読付き）
論文タイトル

掲載雑誌等

執筆者名

土木学会論文集G（環境）,Vol.73,No6（環境シ
都市ごみ焼却灰の脱塩処理コストを考慮したセ
飯野成憲、荒井康裕、岡田万由子、
ステム研究論文集第45巻）,Ⅱ_179-Ⅱ_188
メント資源化モデル
稲員とよの、小泉 明

土木学会論文集G（環境）,Vol.73,No6（環境シ
東京都における木造建築物ストック推計とその
ステム研究論文集第45巻）,Ⅱ_157-Ⅱ_167
小泉裕靖、中谷 隼、森口祐一
管理方策に関する提案

(VWLPDWLRQPRGHOIRUHYDSRUDWLYHHPLVVLRQV
6FLHQFHRIWKH7RWDO(QYLURQPHQW
IURPJDVROLQHYHKLFOHVEDVHGRQ
 
WKHUPRG\QDPLFV
&RQWULEXWLRQVRIYHKLFXODUHPLVVLRQVDQG
VHFRQGDU\IRUPDWLRQWRQLWURXVDFLG
FRQFHQWUDWLRQVLQDPELHQWXUEDQDLULQ
7RN\RLQWKHZLQWHU

+LURR+DWD+LUR\XNL<DPDGD.D]XR.RNXU\R
0HJXPL2NDGD&KLNDJH)XQDNXER
.HQLFKL7RQRNXUD

6FLHQFHRIWKH7RWDO(QYLURQPHQW9RO 1DNDVKLPD<<6DGDQDJD66DLWR
 
-+RVKL+LUR\XNL8HQR

5HVSLUDWRU\8SWDNHDQG'HSXUDWLRQ.LQHWLFV
7DNHR6DNXUDL-XQ.RED\DVKL1R]RPL,WR
%XOOHWLQRI(QYLURQPHQWDO&RQWDPLQDWLRQDQG
RI3HUIOXRURRFWDQHVXOIRQDWH 3)26 LQD
6KLJHNR6HUL]DZD+LURDNL6KLUDLVKL
Toxicology, Vol. 99, No. 2, 203–207 (2017)
0DULQH6DQGZRUP6SHFLHV
7RKUX<DEH<XLFKL,VKLL1RUL\XNL6X]XNL
$QDO\VLVRIXUEDQVXUIDFHWHPSHUDWXUH
FKDQJHXVLQJVWUXFWXUHIURPPRWLRQWKHUPDO 8UEDQ&OLPDWH9RO 
PRVDLFLQJ

+RQMR717VXQHPDWVX+<RNR\DPD
<<DPDVDNLDQG.8PHNL

横浜市と東京都における夏季の揮発性有機化合
大気環境学会誌, Vol53, No.1, 13-24(2018)
物（VOC）同時観測調査

福崎有希子、石倉淳士、星 純也、小森陽昇、
志村 徹、上野広行

5HODWLRQVKLSVDPRQJUDLQIDOOGLVWULEXWLRQ
VXUIDFHZLQGDQGSUHFLSLWDEOHZDWHUYDSRU -RXUQDORIWKH0HWHRURORJLFDO6RFLHW\RI
GXULQJKHDY\UDLQIDOOLQFHQWUDO7RN\RLQ -DSDQ 
VXPPHU

6HWR<+<RNR\DPD71DNDWDQL
+$QGR17VXQHPDWVX<6KRML
..XVXQRNL01DND\DPD<6DLWRK
DQG+7DNDKDVKL

晴天弱風の夜間における東京都心の温位鉛直分
布：東京タワーの気温観測値を用いた統計的解 地理学評論, Vol. 91, 24-42 (2018)
析

中島 虹、高橋日出男、横山 仁、常松展充

ブルーカーボン評価に向けた伊勢湾内干潟アマ 土木学会論文集B2(海岸工学) 、73、2、1261モ場における炭素貯留量の試算
  

国分秀樹、石井裕一、宮崎 一、矢部 徹

(IIHFWVRIFROORLGDOSDUWLFOHVRQWKH
UHVXOWVDQGUHSURGXFLELOLW\RIEDWFK
6RLOVDQG)RXQGDWLRQV
OHDFKLQJWHVWVIRUKHDY\PHWDOFRQWDPLQDWHG 9ROXPH,VVXH3DJHV 
VRLO

7HWVXR<DVXWDND<XNDUL,PRWR$NLKLNR
.XURVDZD0DVD\XNL6RPH\D.D]XR+LJDVKLQR
8WH.DOEH+LURIXPL6DNDQDNXUD

,QIOXHQFHRIVROLGOLTXLGVHSDUDWLRQPHWKRG
6FLHQFHRI7KH7RWDO(QYLURQPHQW
SDUDPHWHUVHPSOR\HGLQVRLOOHDFKLQJWHVWV
9ROXPHV3DJHV 
RQDSSDUHQWPHWDOFRQFHQWUDWLRQ

<XNDUL,PRWR7HWVXR<DVXWDND0DVD\XNL
6RPH\D.D]XR+LJDVKLQR

5HSURGXFLELOLW\RIXSIORZFROXPQ
SHUFRODWLRQWHVWVIRUFRQWDPLQDWHGVRLOV

3/R62QH9ROXPH  H 

7HWVXR<DVXWDND$QJHOLFD1DND+LURIXPL
6DNDQDNXUD$NLKLNR.XURVDZD7RUX,QXL
0L\XNL7DNHR6HLML,QRED<DVXWDND
:DWDQDEH7DNXUR)XMLNDZD7RVKLKLNR0LXUD
6KLQML0L\DJXFKL.XQLKLGH1DNDMRX
0LWVXKLUR6XPLNXUD.HQLFKL,WR6KXLFKL
7DPRWR7DNHVKL7DWVXKDUD7RPR\XNL&KLGD
.HL+LUDWD.HQ2KRUL0DVD\XNL6RPH\D
0DVDKLNR.DWR0DGRND8PLQR0DVDQRUL
1HJLVKL.HLMLUR,WR-\XQLFKL.RMLPD
6\RKHL2JDZD

6SDWLRWHPSRUDOWUHQGVRISRO\EURPLQDWHG
GLEHQ]RSGLR[LQVDQGGLEHQ]RIXUDQVLQ
DUFKLYHGVHGLPHQWVIURP7RN\R%D\-DSDQ

6FLHQFHRI7KH7RWDO(QYLURQPHQW9ROXPHV
599–600, Pages 340-347 (2017)

$NLWRVKL*RWR1JX\HQ0LQK7XH0DVD\XNL
6RPH\D7RPRKLNR,VREH6KLQ7DNDKDVKL
6KLQVXNH7DQDEH7DWVX\D.XQLVXH

2FFXUUHQFHRI1DWXUDO0L[HG+DORJHQDWHG
'LEHQ]RS'LR[LQV6SHFLILF'LVWULEXWLRQ
DQG3URILOHVLQ0XVVHOVIURP6HWR,QODQG
6HD-DSDQ

$NLWRVKL*RWR1JX\HQ0LQK7XH0DVD\XNL
(QYLURQPHQWDO6FLHQFH 7HFKQRORJ\9ROXPH
6RPH\D7RPRKLNR,VREH6KLQ7DNDKDVKL
,VVXH  3DJHV 
6KLQVXNH7DQDEH7DWVX\D.XQLVXH

3&''3&')IRUPDWLRQLQWKHFKORUDONDOL
process—laboratory study and comparison
ZLWKSDWWHUQVIURPFRQWDPLQDWHGVLWHV

(QYLURQPHQWDO6FLHQFHDQG3ROOXWLRQ
5HVHDUFK

※共著論文を含む。
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（2）その他
論文タイトル

雑誌名・巻号頁年

執筆者名

入門講座 大気環境モニタリング
―第3講 有害大気汚染物質モニタリング―

大気環境学会誌, Vol52, No.5, A103$ 

星 純也、齊藤勝美

都市のヒートアイランド現象と猛暑

安全工学, Vol. 56, 430-438（気象災害特集
号）

常松展充

都市ごみ焼却排ガス中の水銀における活性炭処
都市清掃
理に関する研究
入門講座 大気環境モニタリング
―第５講 微小粒子状物質（PM）常時監視と
成分分析―

第70巻 第337号、62-66p (2017.5)

大気環境学会誌, Vol53, No.1, A1-A8(2017)

寺嶋有史

米持真一、小松宏昭、齊藤伸治

※他機関等の研究者との共同執筆を含む。
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外部発表等

（1）学会発表(筆頭）
件

名

学会名

発表者名

流動床式焼却炉から排出される焼却灰等に含ま
平成29年度廃棄物資源循環学会春の研究発表会 飯野成憲
れる有用金属等の挙動
バックグラウンド地点（東京都八丈島）におけ
第26回日本環境化学会 環境化学討論会
るPM2.5観測と都市域濃度との比較

星 純也、齊藤伸治、橳島智恵子、國分優孝、
秋山 薫

東京湾生息魚類中のHBCD蓄積実態について

第26回日本環境化学会 環境化学討論会

西野貴裕、加藤みか、下間志正

LC-MS/MSによる農薬多成分分析方法の検討

第26回日本環境化学会 環境化学討論会

西野貴裕、加藤みか、下間志正

東京都内大気における優先調査物質の選定およ
第26回日本環境化学会 環境化学討論会
び実態調査

加藤みか、西野貴裕、石倉淳士、星純也、
永岡保行、伊藤雄一、蓜島崇文、浦崎祥子、
下間志正

東京都における水素を活用したまちづくりに関
日本ヒートアイランド学会
する調査研究（第１報）（仮題）

第12回全国大会

加納雅之

都内住宅密集地における暑熱環境の特性

日本ヒートアイランド学会

第12回全国大会

常松展充、山崎雄大、市橋 新、本條 毅、
山形与志樹、村上大輔

都市における大気中窒素化合物の連続観測

日本エアロゾル学会
技術研究討論会

第34回エアロゾル科学・

齊藤伸治、星 純也、長田和雄

庁舎建物におけるエネルギーマネジメントに関
する研究 その1市庁舎におけるエネルギー消費 平成29年度日本建築学会大会
実態の把握とBCP評価

藤原孝行

東京都内の水草の分布と変遷

石井裕一、山﨑正夫、橋本旬也、安藤晴夫、
木瀬晴美、和波一夫

水草研究会第39回全国集会

一般廃棄物焼却炉排気中凝縮性ダストの等温希
釈法による揮発性分布の測定その2 有機物の網 第58回大気環境学会
羅的測定

星 純也、橳島智恵子、加藤みか、高橋克行、
藤谷雄二

関東平野におけるPM2.5化学成分の時別観測ー
2016年冬季の高濃度事例解析ー

齊藤伸治、星 純也、池盛文数、長田和雄

第58回大気環境学会

東京都内市街地における 優占街路樹種からの植
第58回大気環境学会
物起源VOC放出量の観測

國分優孝、小林芳久、齊藤伸治、星 純也、
望月智貴、谷 晃

WorldView-2 及びWorldView-3 衛星データを用
第58回大気環境学会
いた 東京都内市街地の樹木葉面積の広域推定

國分優孝、星 純也、原 誠一、中塚誠次

2018

－ 94 －

件

名

大型使用過程車のＰＭ排出量について

学会名

発表者名

第58回大気環境学会

陸田雅彦

大気化学輸送モデルによる次世代自動車導入に
第58回大気環境学会
伴う大気オゾン濃度の環境リスク評価

秦 寛夫

東京都における大気中の超微小粒子について－
第58回大気環境学会
冬期のデータを中心に－

釜谷光保、星 純也、下間志正

都市ごみ焼却主灰の粒径と不溶性塩素の関連性
第28回廃棄物資源循環学会研究発表会
評価

飯野成憲

浸出水のアナモックス反応による一槽型脱窒素
第28回廃棄物資源循環学会研究発表会
処理について

辰市祐久

庁舎建物におけるエネルギーマネジメントに関
する研究
平成29年度空気調和・衛生工学会
エネルギー消費実態並びに建物使用実態の把握
とBCP評価

片野博明

東京湾生息生物及び底質におけるHBCDの濃度実
第20回日本水環境学会シンポジウム
態について

西野貴裕、加藤みか、下間志正

東京都における木造建築物ストック推計とその
管理方策に関する提案,土木学会論文集G（環
境）,土木学会論文集G（環境）,Vol.73,No.6
土木学会
（環境システム研究論文集第45巻）,Ⅱ_157-Ⅱ
B

第45回環境システム研究論文発表会 小泉裕靖

都市ごみ焼却灰の脱塩処理コストを考慮したセ
メント資源化モデル,土木学会論文集G（環
土木学会
境）,Vol.73,No.6（環境システム研究論文集第
45巻）,Ⅱ_179-Ⅱ_188,2017

第45回環境システム研究論文発表会 飯野成憲

バッチ式土壌溶出試験および上向流カラム通水 第23回 地下水・土壌汚染とその防止対策に関 染矢雅之、東野和雄、佐藤綾子、保高徹生、井
試験を用いた鉛と濁度の挙動に関わる検討
する研究集会
本由香利、肴倉宏史
汚染土壌及び不溶化処理土壌を用いた有害物質 第23回 地下水・土壌汚染とその防止対策に関
東野和雄、染矢雅之、佐藤綾子、下間志正
溶出挙動に関わる検討
する研究集会
東京都内水域における化学物質のGC/MSによる網
第51回日本水環境学会年会
羅分析

加藤みか、西野貴裕、下間志正

赤潮プランクトンの成長を阻害する植物

第51回日本水環境学会年会

橳島智恵子、橋本旬也、石井裕一、木瀬晴美

東京湾における水深別酸素消費速度の測定

第51回日本水環境学会年会

石井裕一、橋本旬也、安藤晴夫、橳島智恵子、
田部一憲、木瀬晴美

東京湾海水中の水質汚濁物質現存量の長期変化 第51回日本水環境学会年会

安藤晴夫、橋本旬也、石井裕一、橳島智恵子

東京港内における流況と貧酸素水塊との関係に
第51回日本水環境学会年会
ついて

橋本旬也、石井裕一、橳島智恵子、安藤晴夫、
木瀬晴美、田部一憲

アクアビーズを用いた土の透水特性の可視化実
第51回日本水環境学会年会
験手法の開発

田部一憲

※他機関等の研究者との共同発表を含む。

（2）その他発表
発表タイトル

発表場所

発表者名

生態系調査効率化への挑戦（ArcGIS onlineと全
第13回GISコミュニティフォーラム
天球カメラを用いた市民参加型調査の試み）

市橋

2018

新
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発表タイトル

発表場所

都市ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ現象の実態と対策

発表者名

首都大都市環境科学特別講義

常松展充

PM2.5成分の時別観測による高濃度化現象の要因
大気環境学会関東支部講演会（東京）
解析

齊藤伸治

株式会社技術情報センターセミナー「灰（石炭
都市ごみ焼却灰からの有用金属回収とセメント 灰、バイオマス灰、ごみ焼却灰など）の有効利
飯野成憲
資源化
用への取組みと技術/研究開発動向」（東京・連
合会館）
考えよう!東京の暑さの原因と持続可能な都市づ
東京都環境公社 環境学習講座（ｻｲｴﾝｽｶﾌｪ）
くり

市橋

前処理カートリッジの使用実例（PAHs類の分
析）

第2回緊急時環境調査手法研修会

西野貴裕

気候変動適応政策について

立教大学環境政策論

市橋

首都圏の光化学オキシダントに関する調査研究

VOC対策セミナー（東京都環境局環境改善部主
催）

星

'HYHORSPHQWRIDQ/&0606$QDO\WLFDO
0HWKRGIRU3HVWLFLGHV

ダイオキシン国際学会（カナダ・バンクー
バー）

7DNDKLUR1,6+,120LND.$72DQG6KLVHL
6+,020$

関東におけるPM2.5の特徴

大気環境学会 特別集会1（兵庫県）

齊藤伸治

古くて新しい大気汚染の問題

首都大学東京オープンユニバーシティ特別講座 星

東京湾の赤潮と底層の貧酸素について

統計数理研究所共同研究集会「環境・生態デー
橋本旬也
タと統計解析」

7RN\R VHQYLURQPHQWDOLQWHUQDWLRQDO
FRRSHUDWLRQV

レジリエントな都市のための環境技術」国際会
議（大阪市：国連環境計画〔UNEP〕 国際環境技 市橋
術センター主催）

新、常松展充

新

純也

純也

新

東京湾生息生物及び底質におけるHBCDの濃度実
全環研関東甲信静支部水質専門部会（埼玉県） 西野貴裕、加藤みか、下間志正
態について
東京都都心部の樹木が放出する揮発性有機化合
物が光化学オキシダント高濃度現象に与える影 自然系研究機関連絡会議（滋賀県）
響の把握
気候変動適応策からグリーンインフラへ
可能で質の高い社会に向けて

國分優孝

持続 市民向け環境公開講座（（公財）損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日
市橋
本興亜環境財団主催）

新

東京都区部における熱放射環境の航空機リモー
第４４回 環境保全・公害防止研究発表会（長崎
トセンシングと木造住宅密集地域における暑熱
常松展充
市）
環境調査
環境科学研究所の化学物質に関する主な調査・ 環境測定技術事例発表会特別講演（東京都環境
下間志正
研究の紹介
計量協議会主催）
東京都の工業地域におけるVOCの濃度分布と時間
全環研関東甲信静支部大気専門部会（埼玉県） 小林芳久
変動について
WRF-CMAQによる気候変化シミュレーション等に 第3回アジア域の化学輸送モデルの現状と今後の
常松展充
展開に関する研究集会（九州大学）
ついて

環境に関する話題の紹介や関連施設の紹介等

都立町田高校

東京都区部における高温化の原因・実態・健康
都立戸山高校
影響と暑熱対策

上野広行

SSH講演会

常松展充

2018
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発表タイトル

発表場所

発表者名

都市ごみ焼却残渣のセメント原料化の最適化に 廃棄物資源循環学会セミナー「都市ごみ焼却残
飯野成憲
向けて
渣の資源化最前線」（東京・北とぴあ）

事業系一般廃棄物からの手付かず食品に関する 全都清（山形市）全国都市清掃研究・事例発表
小泉裕靖
排出状況調査
会

有害大気汚染物質モニタリングの実際

環境省環境調査研修所

大気分析研修講義

星

純也

東京の水生植物～水草の分布から生物多様性を 都民を対象としたテーマ別環境学習講座（第５
石井裕一
考える～
回）

気候変動の影響と適応策～われわれの対応は？ 株式会社東京臨海ホールディングス講演

市橋
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