
【雪の多い南魚沼に設置された降水捕集装置 （左）。 雪に埋もれてどこに装置があるかわからなくなっている （右） （2 ページ参照）】

●雪にも負けず、 酸性雨調査

 　全国環境研協議会　酸性雨広域大気汚染調査研究部会に参加して                                                                            2

●東アジア首脳会議域内の科学的知見に基づく低炭素成長戦略の策定とその実装に向けて

　－「東アジア低炭素成長ナレッジ ・ プラットフォーム」 招聘者の国立環境研究所訪問－                                4

●地球環境豆知識 （28）：東アジア低炭素成長ナレッジ・プラットフォーム                                                                          6

● ICUE 2014 への GCP つくば国際オフィスの貢献                                                                                                         　7

●最近の研究成果                                                                                                                                                                    9

●地球環境研究センターFacebookページの開設について                                                                                              10

●アクセスランキング                                                                                                                                                                12
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1. 日本全国から酸性雨のデータが集まる
　地方公共団体の環境研究所を会員とする全国環

境研協議会（以下、全環研）では、一部の支部に

おいて独自の手法で行われていた酸性雨の調査を、

平成 3 年度からは、統一した手法を用いた全国調

査として継続して実施しています。この全国調査を

主導しているのが、全環研会員から選出された委員

と酸性雨関係の有識者から構成される全環研・酸

性雨広域大気汚染調査研究部会（旧酸性雨調査研

究部会）です。この部会で調査実施計画や調査デー

タ等の解析・報告などを共同で行っています。全国

調査は第 1 次調査から現在の第 5 次調査まで 3 ～ 6

年毎に新たな調査手法等を取り入れながら継続し

ています。北海道から沖縄県までの日本全国の調

査地点から測定データが集まります。部会は、そ

の測定データを取りまとめ、毎年全環研の会誌に

報告書を掲載しています。

2. 新しい取り組み
　平成 26 年 1 月 29 ～ 30 日に、国立環境研究所の

地球温暖化研究棟交流会議室において、全環研の

酸性雨広域大気汚染調査研究部会の平成 25 年度第

2 回会議が開催されました（写真 1､2）。会議では

平成 24 年度酸性雨全国調査報告書の取りまとめや

平成 26 年度の活動内容について議論しました。新

たな取り組みとして、大気汚染物質がどこからど

れだけ排出されているかを一覧にした排出インベ

ントリ（注 1）に関する情報収集・評価チームの設

置についても議論を交わしました。その他に、国

立環境研究所の地球環境データベースや環境 GIS

への酸性雨全国調査結果の公表方法や、第 6 次調

査についても話し合いました。

　部会メンバーは人事異動などで毎年のように入

れ替わりますが、そんな中、酸性雨全国調査が 20

年以上も継続しているのは、新たな課題にも積極

的に取り組んでおられる多くの先輩委員や、地方

自治体および研究機関の担当者の皆さんの努力の

おかげではないかと感じました。

3. 自然豊かな新潟県での酸性雨調査
　ここでは、私が住んでいる新潟県での酸性雨調

査についてご紹介します。新潟県では、酸性雨調

査を昭和 59 年から開始しています。日本海に面す

る当県は、冬場の季節風による大陸からの越境大

気汚染が懸念されています。降水（湿性沈着）や

ガス状・粒子状物質（乾性沈着）の調査に加えて、

湖沼、土壌や森林などの生態系についての調査研

雪にも負けず、酸性雨調査
全国環境研協議会 酸性雨広域大気汚染調査研究部会に参加して

　　　　　　　　　　新潟県保健環境科学研究所　　遠藤 朋美

写真 1　全国環境研協議会　酸性雨広域大気汚染調査

研究部会平成 25 年度第 2回会議の様子 写真 2　平成 25 年度の部会メンバー
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究も実施してきました。環境省の長期モニタリン

グ計画では、降水（湿性沈着）やガス状・粒子状

物質（乾性沈着）のモニタリング地点として佐渡

関岬（佐渡市）と新潟巻（新潟市）があり、陸水

モニタリング調査地点として山居池（佐渡市、平

成 25 年度で終了）、土壌・植生モニタリング調査

地点として朝日（県北の村上市）があります。ほ

とんどの調査地点は厳しい自然環境の中にありま

す。例えば佐渡関岬は海岸に面しているため、冬

季は風速 20m/s を超える強風が吹き荒れることも

あり、装置の故障や落雷による停電は頻繁に起き

ています。

　新潟県独自の酸性雨調査としては、現在は、長岡、

上越、南魚沼と新潟曽和（研究所の敷地内）で降

水やガス状・粒子状成分の調査を実施しています。

全環研の酸性雨全国調査には、長岡と新潟曽和の

データを長年提供してきました。長岡、上越、南

魚沼は特に雪が多い地点で、冬季は、降水捕集装

置まで雪かきをしなければたどり着けず（表紙写

真左）、降水捕集装置が雪に埋もれたこともあった

そうです（表紙写真右。どこに装置があるか分か

りますか？）。現地の担当者には、大変なご苦労を

かけながらも試料採取をお願いしています。

　酸性雨調査とは直接関係はありませんが、佐渡

関岬がある佐渡は、国際保護鳥で学名「ニッポニ

ア・ニッポン」で知られるトキが飼育されていま

す。現在は、野生復帰・定着に向けた取り組みが

なされていて、100 羽以上のトキが自然環境下に放

されていますので、運が良ければトキに遭遇でき

るかもしれません。新潟巻測定所からは日本海に

浮かぶ佐渡島を眺望できます。コシヒカリ、日本酒、

寒ブリ、南蛮エビ、ノドグロ、へぎそばなど年中

おいしい食べ物を楽しむこともできますので、是

非新潟県にお越し下さい。

4. おわりに
　新潟県では、平成 19 年 5 月に初の光化学スモッ

グ注意報を発令、26 年 2 月 26 日には初の PM2.5 注

意喚起を行いました。環境基準が定められている

光化学オキシダントや PM2.5 は、私たちの健康を害

する恐れがあるため、その対策が急がれます。そ

れに対して、酸性雨調査はその目的が生態系への

影響に注目していることもあり、長期的な視点で

の対応が必要となります。ただ、光化学オキシダ

ントも PM2.5 も酸性雨も、全て大気汚染に関わり、

それぞれの対策がそれぞれの解決策となり得ると

感じています。酸性雨調査をはじめ長期間継続す

る調査は、非常に労力を要するものですが、諸先

輩方が長年汗水たらして採取、測定したサンプル

からは多くの知見が得られ、日本の酸性雨調査の

成果へと繋がっているものと感じます。部会で問

題提起された、多くのことを勉強しながら少しで

も前進できるように努力していきたいと思ってい

ます。

--------------------------------------------------------------------
（注 1）排出インベントリについては以下を参照して

ください。

アジア大気汚染研究センター , 排出インベント

リ と は 何 か？ , 2007  http://www.acap.asia/acapjp/

publication/index.html

■□■□■　関連記事 　■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
□全環研 ・酸性雨広域大気汚染調査研究部会の過去の記事は以下からご覧いただけます。

○山神真紀子「全環研・酸性雨広域大気汚染調査研究部会　平成 21 年度第 2 回会議報告」2010 年 4 月号
○村野健太郎「酸性雨問題の現状と全国環境研協議会酸性雨広域大気汚染調査研究部会の活動」2011 年 4

月号
○野口泉「全国環境研協議会・酸性雨広域大気汚染調査研究部会」2012 年 6 月号
○岩崎綾「南の島、絶景ポイントで酸性雨調査 ～全国環境研協議会酸性雨広域大気汚染調査研究部会に

参加して～」2013 年 4 月号

http://www.cger.nies.go.jp/publications/news/vol21/vol21-1.pdf
http://www.cger.nies.go.jp/publications/news/vol22/vol22-1.pdf
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201206/259001.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201304/269002.html
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東アジア首脳会議域内の
科学的知見に基づく低炭素成長戦略の策定とその実装に向けて
－「東アジア低炭素成長ナレッジ・プラットフォーム」招聘者の
国立環境研究所訪問―

　　　　　　　　　　社会環境システム研究センター持続可能社会システム研究室　特別研究員　　朝山 由美子

1. はじめに
　国立環境研究所は、2014 年 3 月 4 日、「東アジア

低炭素成長ナレッジ・プラットフォーム」（地球環

境豆知識参照）参加国の政府機関や研究機関の代

表 13 名からなる視察団を受け入れました。

　この視察団は、我が国の外務省が招聘したもの

で、低炭素成長に向け、日本の取り組みや技術へ

の理解を深め、各国・機関の取り組みについて情

報を共有し、東アジア首脳会議（East Asia Summit: 

EAS）域内で「東アジア低炭素成長ナレッジ・プラッ

トフォーム」のあり方を議論することを目的とし

ています。

　国立環境研究所は、低炭素成長の推進・低炭素

社会構築に向けた研究成果、関連研究施設、研究

室を紹介するとともに、視察団との意見交換を行

いました。以下にその概要を紹介します。

2.低炭素成長実現に向けた国立環境研究所の研究
活動・研究成果の紹介
　視察のはじめに、住明正理事長が挨拶し、国立

環境研究所の概略と気候変動問題に関する研究活

動の概要を紹介しました。

　その後地球環境研究センター（CGER）からは、

民間旅客機を使った温室効果ガス観測や人工衛星

による全球の二酸化炭素とメタンの観測プロジェ

クト、温室効果ガスインベントリ作成等の活動紹

介が行われ、視察団の参加者からは、観測のメカ

ニズムや手法、自国の温室効果ガス排出量や、温

室効果ガスインベントリ編纂にかかる具体的な実

施体制等、参加者自身の業務に直結したことを中

心的に熱心な質問がありました。特に、それぞれ

の研究プロジェクト紹介時には、米国やヨーロッ

パ諸国における取り組みと日本の取り組みの相違

に関する質問が多くあり、CGER の研究活動分野

における日本の特徴・優位性を把握したいことが

うかがえました。

　資源循環・廃棄物研究センターでは、第一に、

東日本大震災の被災地における災害廃棄物や、放

射性物質に汚染された廃棄物の適正処理推進に向

けた調査・研究についての説明がありました。第

二に、アジア各国の研究機関と共同で進めている、

途上国における気候や廃棄物の処理状況に応じた

処理処分技術の研究や、地域の特性を活かしつつ

資源循環を基盤とした適正な廃棄物管理に関する

研究の紹介が行われ、タイをはじめ関係国の参加

者から、現地の研究機関との研究実施体制、及び

期待される研究成果に関する質問が相次ぎました。

　地域環境研究センターでは、自動車の低燃費技

術評価に関する研究成果を紹介しました。そのう

ち、自動車の運転の仕方の違いによる燃費や、CO2

の排出量変化についての説明に関心が集ったよう

です。

写真 1　「東アジア低炭素成長ナレッジ・プラット

フォーム」視察参加者との集合写真
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写真 2　社会環境システム研究センターによる視察参

加者とのディスカッションの様子

　社会環境システム研究センター（以下、社会セ

ンター）からは、EAS 域内の低炭素成長の実現・

低炭素社会の構築に向け、4 つの研究活動を紹介し

ました。第一に、産業共生型の地域エネルギーネッ

トワークシステム構築に向けた低炭素技術・政

策の評価システムの開発に関する研究紹介を行い

ました。第二に、低炭素政策に向けたアジア太平

洋統合評価モデル（Asia-Pacific Integrated Model：

AIM）の開発と各国への適用に関する研究の成果

を紹介しました。第三に、独立行政法人科学技

術振興機構（JST）と独立行政法人国際協力機構

（JICA）による地球規模課題対応国際科学技術協力

（SATREPS）支援の下、AIM を用いて、国内外の

研究協力機関やイスカンダル地域開発庁と共同で

策定したマレーシア・イスカンダル開発地域にお

ける 2025 年低炭素社会実行計画の概要、及びその

策定過程について紹介しました。第四に、2020 年

以後の国際気候変動制度のオプション、及びその

合意・実行可能性について、気候変動に関する国

際交渉に直接・間接的に携わるステークホルダー

へのアンケート調査の結果を分析した研究成果を

紹介しました。社会センターの研究に関して、参

加者の関心が高かったのは、AIM を用いた日本の

温室効果ガス削減目標値の分析に関することでし

た。東日本大震災の前後での日本の政策の相違に

関する質問を通じて、低炭素成長に向けた温室効

果ガス削減目標や、エネルギーミックスのあり方

に関する議論が繰り広げられました。

3.おわりに
　短い時間ではあったものの、EAS 域内の低炭素

成長の実現・低炭素社会の構築に向けた研究活動・

成果の要点を紹介することができました。視察参

加者のバックグラウンドは多様でしたが、誰もが

自国の取り組みの具現化に向け、熱心に質問やコ

メントをしていた姿が印象的でした。視察対応を

通じ、新たなネットワーク構築の機会を得て、多

様なステークホルダーが、それぞれ持つ知見や経

験を活かし、低炭素成長の実現・低炭素社会の構

築に向けた取り組みを進めていければ、EAS 域内

全体のメリットになると思いました。
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　日本は、東アジア首脳会議（East Asia Summit: EAS）の枠組みで、「東アジア低炭素成長パート

ナーシップ対話」をこれまで東京で 2 回（2012 年 4 月，2013 年 5 月）開催し、第 1 回目の対話に

おいて、低炭素成長の実現に向け、3 本柱（①低炭素成長戦略の策定・実施、②技術・市場の活用、

③域内ネットワーク「東アジア低炭素成長ナレッジ・プラットフォーム」の構築）に沿って、域

内協力を進めていくことが決まりました。

　「東アジア低炭素成長ナレッジ・プラットフォーム」とは、その 3 本柱のうちの一つで、域内の

政府、地方自治体、国際機関、大学、研究機関、民間企業、NGO といった様々なステークホルダ

ー間で、それぞれが持つ知見、経験を共有し、政策形成過程にインプットする開放的で多層的な

柔軟なネットワークです。

　同ナレッジ・プラットフォームには、EAS 内の 100 以上の機関が参加し、シンポジウムやメー

リングリストによる情報共有・意見交換が進められています。

　国立環境研究所は、EAS 域内の低炭素成長の実現・低炭素社会の構築に向けて、科学的知見に

基づいた研究成果を発信するため、上記、第 1 回、及び、第 2 回「東アジア低炭素成長パートナ

ーシップ対話」の前日に独立行政法人国際協力機構（JICA）及び公益財団法人地球環境戦略研究

機関（IGES）と、アジア諸国の政府関係者をはじめ、国内の産業界や地方自治体関係者、研究機関、

国際機関などの関係者をパネリストにお招きしたサイドイベントを開催しました。これらのサイ

ドイベントを通じて、国立環境研究所は、アジア各国の研究者、政策決定者等と共同で研究を進め、

取りまとめた低炭素アジアシナリオ研究に関する最新の研究成果の紹介を行ったことに加え、今

後の課題や、低炭素成長実現・低炭素社会の構築に向けた科学的知見の役割について議論しました。

【参考 ウェブサイト】

外務省「東アジア低炭素成長ナレッジ・プラットフォーム」

　http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/kiko/ealcnp_1208/index.html

外務省「東アジア低炭素成長パートナーシップ対話」

　http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/kiko/ealcgpd1204/index.html

独立行政法人国際協力機構「ナレッジ・プラットフォームを通じて東アジア低炭素社会を実現」

（2013 年 5 月 29 日）

　http://www.jica.go.jp/information/seminar/2013/20130529_01.html

独立行政法人国際協力機構「東アジア低炭素社会の実現を目指して」 （2012 年 4 月 23 日）

　http://www.jica.go.jp/topics/news/2012/20120423_01.html

（社会環境システム研究センター持続可能社会システム研究室　特別研究員　　朝山 由美子）

東アジア低炭素成長ナレッジ・プラットフォーム
～ 地球環境豆知識 (28) ～

ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事

オークリッジ国立研究所
～ 地球環境豆知識 (20) ～

ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事

ネガティブエミッション技術
～ 地球環境豆知識 (27) ～

ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事

オークリッジ国立研究所
～ 地球環境豆知識 (20) ～

ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事ここに記事
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ICUE 2014へのGCPつくば国際オフィスの貢献

　　　　　　　　　　GCPつくば国際オフィス　リーダー（地球環境研究センター　主席研究員）　　山形 与志樹
　　　　　　　　　　GCPつくば国際オフィス　事務局長　　SHARIFI Ayyoob（シャリフィ アユーブ）

1. 背景
　持続可能な発展のためのグリーンエネルギーに

関する国際会議・ユーティリティエキシビジョン

（International Conference and Utility Exhibition on Green 

Energy for Sustainable Development） が 3 月 19 ～ 21

日にタイのパタヤで開催された。研究者やエンジ

ニア、政策決定者などが世界各国から参加し、グ

リーンエネルギーと持続可能な発展に関する意見

交換や研究成果、これまでの経験で得られた知識

の紹介を行った。また、グリーンで持続可能な将

来の発展を達成するためのさまざまな戦略につい

て議論した。特に今回の会合では、環境汚染や温

室効果ガス排出など、深刻な問題を引き起こした

化石燃料に基づく現在の経済に代わる選択肢の開

発について検討した。GCP つくば国際オフィスは

二つの特別セッションを主催し、本会合に積極的

に参加した。この二つのセッションでは、気候変

動に適合した都市の発展に関する 12 の研究発表が

あった。なお、地球環境研究センターから筆者ら

のほかに村上大輔と松井加奈絵がセッションに参

加した。

2. 気候変動の緩和策
　一つ目のセッションのテーマは気候変動の緩和

策であり、各研究は、建造物レベル、行政区域レ

ベル、地域レベルなどのさまざまな空間スケール

を対象に、再生可能エネルギー技術やその導入メ

カニズム（空間・構造・制度・行動）を議論した。

検討された主なテーマは以下のとおり。

＊農業部門において太陽光発電システムを促進す

るために必要な準備

＊都市部における太陽光発電エネルギー技術の導

入と低炭素社会実現への貢献

＊時間単位の電力需要の詳細推計のためのダウン

スケール手法の開発

＊平日にはほとんど使用しない車を電気自動車に

交換し、その蓄電池をスマートグリッドと連携

するという、東京を対象とした革新的なシナリ

オ

＊ 気 候 変 動 に 対 す る 適 応 策 と 緩 和 策 の コ ベ ネ

フィットとトレードオフを考慮した、コンパク

トシティ構築のシナリオ

＊持続可能なエネルギー消費を促すための、世帯

ごとの電力消費量の測定およびオンライン可視

化システムの活用

＊電気の共同利用システムの可能性を探るための

エージェントベース・シミュレーションモデル

の開発

3. 気候変動の適応策
　もう一つのセッションでは、気候変動の適応策

について話し合われた。特にレジリエンス（復元力）

に焦点が当てられた。このセッションの発表では、

気候変動により都市の脆弱性が増したことが指摘

され、これに対処するためには、レジリエンスの

写真 1　GCP つくば国際オフィスが主催したセッションの

様子 （写真提供 ： ICUE 2014）
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高いアセスメントの枠組みが重要であることが強

調された。主な議論のテーマは以下のとおり。

＊観測データに基づくリスク管理指標を判断する

ためのコミュニケーションシステムの活用

＊レジリエンスの原則における矛盾や相補を明ら

かにしつつ、その有効性を評価するための発展

的なマルチエージェント（多様な主体）モデル

を構築することの重要性

＊何らかのショックに対するエージェント自体、

あるいはエージェント間のつながりへの影響を

考慮したマルチエージェントシステムの開発

＊政策決定支援システムとして利用可能性な、都

市環境レジリエンスの包括的インデックスの開

発

＊都市のヒートアイランド効果抑制の観点からの

天空率の活用

　両セッションとも多くの参加者を得た。発表の

後、気候変動に対する適応策と緩和策の相乗効果

とトレードオフ、および持続可能な発展のための

レジリエンスの考え方の意味合いについて、参加

者の間で活発な意見交換が行われた。

＊本稿は SHARIFI Ayyoob さんと山形与志樹さんの原稿を編集局で和訳したものです。原文（英語）も掲
載しています。
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　大気中のエアロゾルは地球大気の熱収支に影響

を及ぼすが、その放射強制力の見積もりの誤差は

大きく、全放射強制力の誤差の大部分を占めてい

る。エアロゾル量の見積もりにおいて、二次生成

の寄与分の過小評価が指摘されている。その原因

として、半揮発性、中間揮発性の有機化合物の評

価が不十分である可能性が考えられている。その

ような化合物は、蒸気圧が低いため、計測時、吸

着等による消失が考えられ、その消失を抑えるに

は、リアルタイムでの計測が求められている。

　半揮発性、中間揮発性の多種類の有機化合物を

同時にかつリアルタイムに計測できる手法として、

陽子移動反応質量分析法（PTR-MS）がしばしば用

いられている。しかし、イオン化の際、分解等が

起こるので、アルカン（RH）の測定には向かなかっ

た。最近、PTR-MS の試薬イオンを切り替えられ

る手法が開発され、NO+ を試薬イオンにして、ア

ルカンの検出特性を調べてみたところ、イオン化

の際の分解は起こらず、R+ のイオンシグナルだけ

が検出されることを確認できた。このことは、多

種類のアルカンが試料中にあっても、それぞれを

区別して検出できることを意味する。現在、開発

した手法を自動車からの排出ガスからの粒子生成

の研究に応用しているところである。

【本研究の論文情報】
タ イ ト ル：Mass spectrometric detection of alkanes 

using NO+ chemical ionization in proton-transfer-

reaction plus switchable reagent ion mass spectrometry

著者：Inomata S., Tanimoto H., Yamada H.

掲載誌：Chem. Lett., 43, 538-540 (2014) DOI:10.1246/

cl.131105

図 1　n- トリデカン （n-C13H28, 分子量 184） を試薬イオ

ン切り替え機能付き PTR-MS で測定して得られた質量

スペクトル。 (a) H3O
+ イオン化、 (b) NO+ イオン化、 (c) 

O2
+ イオン化。 NO+ イオン化の時だけ分解が起こらず、

C13H27
+ イオンのみ検出されていることがわかる。

最近の研究成果

　　　　　　　　　　

多種類のアルカンを同時かつリアルタイムに計測する手法の開発

地球環境研究センター地球大気化学研究室　主任研究員　　猪俣 敏



－ 10 － － 11 －

地球環境研究センターニュース　Vol.25　No.2（2014年5月）

　地球環境研究センターでは 2014 年 4 月 9 日よ

り、Facebook を活用した情報発信を開始しました。

これにより、パソコンだけでなく、スマートフォ

ンやタブレット端末からも地球環境研究センター

に関する情報を得ることが可能です。Facebook

ページでは地球環境研究センターウェブサイト内

のホットな情報やイベント、解説記事などをわか

りやすく紹介していきます。Facebook ページは

Facebook アカウントのない方も閲覧できます。気

軽にアクセスをしていただき、アカウントをお持

ちの方には「いいね」、「シェア」などのレスポン

スをいただければ幸いです。

https://www.facebook.com/niescger

　（Facebook ページ URL）

http://www.cger.nies.go.jp/ja/social-media-policy.html

　（ソーシャルメディアポリシー）

地球環境研究センターFacebookページの開設について

https://www.facebook.com/niescger
http://www.cger.nies.go.jp/ja/social-media-policy.html
http://www.3r-teitanso.jp/
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http://www.3r-teitanso.jp/
http://www.3r-teitanso.jp/
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アクセスランキング

　　　　　　　　　　2013年 11月～ 2014年 4月累計

　　　　　　　　　　2012年 8月～ 2013年 1月累計、2011年 8月号以降の記事
順位 タイトル 執筆者等 掲載号

　３ 長期観測を支える主人公―測器と観測法の紹介―（2）：
透明人間！であるガスを測定する方法―NDIR：二酸化
炭素の場合― その 1

地球環境研究センター 
副センター長 向井人史 2012 年 7 月号

　１

「地球温暖化は進行しているのか？」研究者とメディア
関係者の対話

岡山大学大学院自然科学研究
科 教授 野沢徹・地球環境研
究センター 気候変動リスク
評価研究室 研究員 横畠徳太

2013 年 4 月号

　４

「400ppm」の報道で考える
二酸化炭素の濃度の限界はいくらなのか？

地球環境研究センター長 向
井人史

2013 年 8 月号　２

国際研究プログラム Future Earth への日本の対応

地球環境研究センター 気候
変動リスク評価研究室長 江
守正多・地球環境研究セン
ター 副センター長 三枝信子

2013 年 10 月号

　７

平成 24 年度国立環境研究所夏の大公開「ココが知りた
い地球温暖化」講演会概要（1） 地球温暖化はどれくら
い「怖い」か？（講師：江守正多）

文責：編集局 2012 年 9 月号

　９

どーなってるの地球温暖化！ ココが知りたい生パネル 
—人類は地球温暖化を止めることができるのか—

地球環境研究センター 交流
推進係 高度技能専門員 今井
敦子

2013 年 9 月号

　６ 気候変動枠組条約第 18 回締約国会議（COP18）および
京都議定書第 8 回締約国会合（CMP8）報告 政府代表団
メンバーからの報告 (1)：第二約束期間スタート、将来
枠組みに向けた作業の骨格も明らかに

地球環境研究センター 温室
効果ガスインベントリオフィ
ス 高度技能専門員 畠中エル
ザ・ホワイト雅子

2013 年 2 月号

１０

京都議定書第一約束期間終了～基準年比 6% 削減の目標
は達成の見込み～

地球環境研究センター 温室
効果ガスインベントリオフィ
ス 高度技能専門員 小坂尚史・
酒井広平

2014 年 1 月号

　５

気候変動と食料生産の将来予測に向けて
地球環境研究センター 気候
変動リスク評価研究室 研究
員 横畠徳太

2012 年 4 月号

　８ 21 世紀末の日本の気候予測 気象庁地球環境・海洋部 調
査官 及川義教

2013 年 10 月号

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201304/269001.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201308/273002.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201207/260005.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201209/262005.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201309/274007.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201302/267001.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201310/275002.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201310/275001.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201204/257001.html
http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201401/278001.html


－ 12 － － 13 －

地球環境研究センターニュース　Vol.25　No.2（2014年5月）



－ 14 － － 15 －

2014 年（平成 26 年）5 月発行

編集・発行　独立行政法人 国立環境研究所
　　　　　　地球環境研究センター
　　　　　　ニュース編集局

〒 305-8506　茨城県つくば市小野川 16-2
FAX： 029-858-2645
E-mail： www-cger@nies.go.jp
http://www.cger.nies.go.jp/

地球環境研究センターニュースは、当センターウェブサイトからご覧いただけます。
　　http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/

また、国立環境研究所の新着情報メール配信サービスにご登録いただきますと、国立環境研究所ウェ
ブサイトの新着情報をお知らせすると同時に、「地球環境研究センターニュース」発行の際も随時ご
連絡させていただきます。国立環境研究所ウェブサイト http://www.nies.go.jp のトップページ右下の
登録用アイコンをご利用ください。

さらに、RSS をご利用いただくと、RSS フィードによって、「地球環境研究センターニュース」の記
事タイトルや URL などの更新情報を自動的に受け取ることができます。当センターウェブサイトの

「RSS について」http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/rss/ からフィードを購読し、ご利用ください。

地球環境研究センターニュース 2006 年 11 月号から 2009 年 1 月号に連載し、 当センターのウェブサイトに掲載し

ている「ココが知りたい地球温暖化」（http://www.cger.nies.go.jp/ja/library/qa/qa_index-j.html）の下記の内容をアッ

プデートいたしました。 その他の問いについても順次アップデートを進めます。

　温暖化の科学 Q11 　エアロゾルの温暖化抑止効果

http://www.cger.nies.go.jp/ja/library/qa/14/14-1/qa_14-1-j.html
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Report on GCP Tsukuba Office contribution to ICUE 2014

Principal Researcher, Center for Global Environmental Research

YAMAGATA Yoshiki
Head, GCP Tsukuba International Office

 SHARIFI Ayyoob
Executive Director, Global Carbon Project, Tsukuba International Office

   The International Conference and Utility Exhibition on 

Green Energy for Sustainable Development (ICUE 2014) 

was held from 19 to 21 March 2014 in Pattaya City, 

Thailand. Researchers, engineers, policy makers, etc. 

from different parts of the world convened to exchange 

ideas, research findings, and experiences on issues 

related to green energy and sustainable development. 

Participants discussed various strategies for achieving 

green and sustainable future developments. In particular, 

there was a focus on developing alternatives for the 

current fossil fuel-based economy that has caused 

severe problems in terms of environmental pollution, 

and greenhouse gas emissions. Through organizing two 

special sessions, GCP-Tsukuba International Office had 

an active participation during the conference. Overall, 12 

studies related to climate-compatible urban development 

were presented during the two sessions. 

   The first session was mainly concentrated on the 

mitigation of climate change. Presentations were 

mainly concerned with renewable energy technologies 

and spatial, structural, institutional, and behavioral 

mechanisms required for their implementations. The 

geographical scale of these studies was diverse and 

covered building, district, municipal, and regional 

levels. Among others, these issues were presented 

and discussed: arrangements necessary to facilitate 

adoption of  (Photovoltaic) PV in agriculture sector; 

potentials of PV energy generation in the urban area 

and its implications for low-carbon urban development; 

development of downscaling simulation methods for 

estimating hourly electricity demand data of households 

and urban blocks; innovative scenarios for replacing 

the current car fleet in Tokyo (which is mainly unused 

during weekdays) with electric vehicles and using their 

batteries to store energy and link it to gird; scenarios for 

future compact cities that consider co-benefits and trade-

offs between climate change adaptation and mitigation 

measures; utilization of electricity consumption metering 

and online visualization systems at the household level 

as an instigator of behavioral change towards sustainable 

energy consumption; and development of agent-based 

simulation models to investigate the possibility of using 

electricity sharing systems.

   The second session's main theme was development 

of mechanisms for adaptation to climate change. 

In particular, there was an emphasis on the issue of 

resilience thinking. Speakers pointed to the increasing 

vulnerabilities caused by climate change and discussed 

the importance of using resi l ience assessment 

frameworks for addressing these vulnerabilities. Major 

issues discussed include: utilization of communication 

systems to calculate risk indicators based on observation 

data; significance of clarifying the conflicting and 

complementary resilience principles and establishing 

an evolutionary multi-agent system for evaluating the 

effectiveness of resilience principles;  development 

of a methodology to introduce controlled shocks into 

the system to regulate the build-up of complexity and 

rigidity among its components and their connections; 

development of a comprehensive index for assessing 

resilience of urban environments that can be used as a 

decision support system; and using sky view factor as a 

method for determining the optimized building-height 

ratio in urban canyons with the aim of minimizing the 
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urban heat island effects. 

   Both sessions were well attended and at the end 

of presentations participants actively involved in 

discussions on synergies and trade-offs between 

mitigation and adaptation and the implications of 

resilience thinking for sustainable development. 

List of Participants:

Ayyoob Sharifi, Simon Benger, Thomas Brudermann, 

Hiroshi Maruyama, Kazuhiro Minami, Roberto Legaspi, 

Yoshiki Yamagata, Hajime Seya, Daisuke Murakami, 

Kei Hiroi, Kanae Matsui. 

Picture.1　Session organized by the GCP Tsukuba 

International Office (Courtesy of ICUE 2014)
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