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内容

• 何故、大気観測が重要なのか？

• 環境研が取り組む大気観測の紹介

–バックグランドから都市大気まで

• 大気観測に基づく研究例

–中国のCO2排出量の準リアルタイム推定



何故、大気観測が重要なのか？
観測データを逆解析するこ
とで放出・吸収量を推定※

大気中濃度は放出・消滅
と大気輸送で決まる

大気輸送
混合高濃度

希釈

CO2交換

濃度変化

高精度の推定のためには、
高密度の観測が必要

そのため、世界中の研究
機関による協力が必須

日本ではアジア・太平洋
域での観測を充実を図る

CO2排出
濃度変化 CO2交換

※by 丹羽さん

大気観測は物質収支
の理解に重要



NIESが実施する大気観測ネットワーク
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Glass flask (2.5L)

NIESが実施する大気観測ネットワーク
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NIESが実施する大気観測ネットワーク

CONTRAILプロジェクト
旅客機を用いた観測を実施



観測手法

現場（連続）観測

測定装置を現場（ステーション、貨物
船、旅客機）に設置し測定を実施

利点：観測頻度が高い
欠点：設置場所・測定項目に制限
測定項目…CO2, CH4, etc.（濃度）

フラスコサンプリング

大気試料を容器に充填
研究所で各種成分を分析

利点：高い技術を要する分析も可能
欠点：観測頻度に限界
測定項目

濃度測定
CO2, CH4, N2O, CO, SF6, O2

同位体測定
13CO2, 

14CO2, 
13CH4 etc.

波照間ステーション 貨物船 New Century 2号



波照間・落石ステーション

8

波照間島

落石岬

落石ステーショ
ンのタワー

波照間ステーションのタワー



富士山山頂での観測

富士山特別地域気象観測所（標高：3776m）

上図：Nomura, S., Mukai, H., Terao, Y., Machida, T. and 
Nojiri, Atmos. Meas. Tech. 10, 667-680, doi:10.5194/amt-10-
667-2017 (2017).にデータを追加

バッテリー

CO2計



貨物船での大気観測

西部太平洋におけるCO2濃度の緯度時間分布



バングラデシュ（コミラ）

インド・バングラデシュでの観測

インド（ナイニタール）

インド・ナイニタール バングラデシュ・コミラ

波照間

波照間

ナイニタール

コミラ



都市大気（東京）の観測

東京スカイツリー

(c) TOKYO-SKYTREE

代々木（東海大学）
東海大学代々木キャンパス

東京スカイツリー

東京スカイツリーでの観測の様子

波照間

波照間

250m付近



CO2とCH4の観測結果：まとめ

CO2 CH4
代々木

東京スカ
イツリー

インド
（ナイニタール）

バングラデシュ
（コミラ）

バングラデシュ

インド

代々木
スカイツリー



仮定

月平均変動比（ΔCO2/ΔCH4） の時系列

変動比≈ 放出比

研究例２：大気観測に基づく中国CO2排出量の準リアルタイム推定

ΔCO2

ΔCH4

ΔCO2

ΔCH4

FCO2

FCH4

≈

波照間島と与那国島の位置

波照間・与那国の大気中CO2とCH4の変動

Tohjima et al., (2014; 2020; 2022)



放出比と変動比には直線関係が見られる！

研究例２：大気観測に基づく中国CO2排出量の準リアルタイム推定

放出比 vs 変動比モデルシミュレーション結果

計算から求められたΔCO2/ΔCH4 ratios比（紫色）は

観測結果をよく再現した。色付きのプロットは、化
石燃料起源CO2排出量を55%から130%に変化させ
た場合のΔCO2/ΔCH4比



過去9年間(2011-2019)の平均に対するCO2 排出量の変化率

Liu et al. (2020)
ボトムアップ推定

春節
COVID-19 
ロックダウン

ロックダウン
からの回復

COVID-19再拡大
の影響？

−10 ± 9% 15 ± 10% 2 ± 9%

研究例２：大気観測に基づく中国CO2排出量の準リアルタイム推定

本研究



まとめ

• 今この瞬間の大気中の濃度分布は、観測をし
なければ永遠に失われてしまいます。

• 私たちは、（将来においても）研究の基盤とな
る濃度データをしっかりと記録することが最も
重要であると考えて、日夜観測を続けています。
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