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伊藤晃佳

一般財団法人 ⽇本⾃動⾞研究所

タイヤ摩耗粉塵を含む非排気由来の
粒⼦排出実態に関する研究

2023年2月28日 大気環境総合センター定期セミナー
「環境省・環境研究総合推進費 新規研究紹介第1回」

【謝辞】 本研究は、環境省・（独）環境再生保全機構の環境研究総合推進費（体系的番号︓
JPMEERF20225003）により，2022年度〜2024年度に実施予定の研究である．
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�⾃動⾞の⾛⾏に伴い発生する粒⼦状物質

研究の背景 なぜタイヤか︖なぜ非排気か︖

現況 将来の⾒通し
① テールパイプ

排気粒⼦
⾃動⾞排出ガス規制の
強化により大幅低下。

規制強化や⾞両電動化
でさらに排出量低下

② タイヤ摩耗粉塵 マイクロプラスチックとしての
環境への影響指摘*1

⾞両電動化でも、
排出量は減らず。
⾞重増加も影響。

③ ブレーキ摩耗粉塵 生体影響の指摘*2

試験法の国際標準検討

④ 巻上粉塵 排出実態が不明確。

非排気粒⼦の
重要度が増している

*1 N.Evangeliou et.al, 2020
*2 Kajino et al.,2021
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研究の背景 非排気粒⼦の排出量についての既往研究

�非排気粒⼦の将来排出量推計の例（英国，AQEG*1）
UKのインベントリデータから

*1 Air Quality Expert Group, 2019, DEFRA, UK.

排気粒⼦

非排気粒⼦

2030年には、
非排気粒⼦の排出量が
90%以上を占める。

�非排気粒⼦の排出係数のレビュー*2

*2 Piscitello et al., Science of the Total Environment 
766 (2021) 144440

非排気粒⼦の排出係数は
ばらつきが非常に大きい。

タイヤ
ブレーキ
路⾯
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�現状の国内の非排気粒⼦の排出係数

研究の背景 非排気粒⼦の排出量についての既往研究

⾞種
排出係数 (SPM mg/km/台)
巻上げ粉塵 タイヤ粉塵

軽乗用 (50-200) → 50

(20-100)
→ 20 → 2 

乗用 (50-200) → 50
軽貨物 (100-400) → 100

小型貨物 (50-200) → 50
バス (100-400) → 100

(200-600) 
→ 200 → 20普通貨物 (100-400) → 100

特種 (100-400) → 100
⼆輪 0 0

現状の排出係数の設定
巻上げ粉塵︓ 設定当時の知⾒を参考に，SPMマニュアル*1の最小値を採用．
タイヤ粉塵︓ SPMマニュアル*1の最小値からさらに1/10の値を採用．

（JCAPⅡの検討結果*2より．環境省でも追調査で確認済み*3）
ブレーキ粉塵︓ 巻上げ粉塵に含まれるとしている．

*1 SPMマニュアル︓浮遊粒⼦状物質汚染予測マニュアル（環境庁, 1997）
*2 土岐・國⾒ 大気環境学会誌41(3)(2006)
*3 日本環境衛生センター (2006)

※ カッコ内の数値は，SPMマニュアル*1に
記載されている排出係数の範囲.

タイヤ粉塵の排出係数は，
・ 小型⾞・大型⾞の区別のみ
・ ⾛⾏状況によらず⼀律
・ 路⾯やタイヤ種類の区別なし
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� 濃度観測値から求めた発生源寄与 *4

(千葉県，2021年）

タイヤ粉塵のPM2.5寄与率（CMB法）
・⾃排局 0.36〜0.91％
・⼀般局 0.18〜0.57％

*3 Matthaios et al., Science of the Total Environment 835 (2022) 155368 *4 ⾼橋ら，大気環境学会年会要旨集，2D1030（2022）

研究の背景 非排気粒⼦の排出量についての既往研究

� 濃度観測値から求めた発生源寄与 *3

（ボストン，2018〜2019）

タイヤ ブレーキ 巻上 排気
PM2.5-0.2 11% 11% 6% 21％

※ 非排気粒⼦に着目しているため，極⼒，
⾃動⾞以外の発生源の影響を受けにくい場所での観測結果.

*1 Air Quality Expert Group, 2019, DEFRA, UK.

� 国内の排出量推計（2015）*2
UKのインベントリデータから

排気粒⼦

非排気粒⼦ タイヤ
ブレーキ
路⾯

� 英国の排出量推計（再掲）*1

*2 森川，日本マリンエンジニアリング学会誌 第57巻第5号（2022）
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【補足】 マイクロプラスチック

排出源 排出量
（100万トン）

マクロプラスチック 5.27

マイクロプラスチック 3.01

うち，タイヤ摩耗 1.41

� 環境へのプラスチック流出量*1

（UNEP，2018）
� 大気中マイクロプラの発生源*2

(Brahney et al., 2021)

Atmospheric Microplastic Sources to the 
Western USA

*2 Brahney et al. (2021) Constraining the atmospheric limb of 
the plastic cycle. Proc Natl Acad Sci U S A. 20;118(16)

*1 UN Environment (2018). Mapping of global plastics value 
chain and plastics losses to the environment (with a particular 
focus on marine environment). Ryberg, M., Laurent, A., Hauschild, 
M. United Nations Environment Programme. Nairobi, Kenya. 

Road and braking emissions 84%
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�排出量計測の試験法検討の動向
2013
〜2014

・・・・・・ 2021 2022 2023 2024
以降

国連の動向

欧州動向

タイヤ
試験法

ブレーキ
試験法

(露) タイヤ摩耗粉塵
等の計測法の提案

(PMP*2) 文献調査まとめ
試験法策定に向けた
ロードマップの作成

DEFRA*3

非排気調査

ブレーキ摩耗粉塵試験法の開発
(計測法、パターン、インターラボ)

GTR*4文書
作成

GTRへの
採用

LEON-T project *1
タイヤ試験法に取⼊︖

情報収集(文献調査)の継続 国連でタスクフォースを設置し、
タイヤ摩耗粉塵に対する対応を開始
(LEON-T成果を反映、2023〜本格化）

*1 LEON-T︓Horizon2020内のプロジェクト
（Low particle Emissions and lOw Noise Tyres)

*2 PMP︓国連傘下の粒⼦計測法を検討するワーキンググループ
（Particle Measurement Programmme)

*3 DEFRA︓英国 環境・⾷糧・農村地域省
（Department for Environment, Food & Rural Affairs）

*4 GTR: Global Technical Regulation

研究の背景 非排気粒⼦排出量計測の試験法について
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�欧州Horizon2020プロジェクト内のタイヤ研究
LEON-T （Low particle Emissions and lOw Noise Tyres）

LEON-TプロジェクトのWebサイト(https://www.leont-project.eu/)

研究の背景 非排気粒⼦の試験法についての動向１
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�LEON-T Objective
1 Correlate particulate emissions lab and road tests

PM排出のラボと路上試験の相関づけ
2 Standardisation of test setup for tyre abrasion rate measurement

タイヤ摩耗量測定のためのテストセットアップの標準化
3 Environmental dispersion of tyre-generated microplastics

タイヤから発生するマイクロプラスチックの環境中への拡散
4 Health effects of exposure to tyre-generated noise

タイヤから発生する騒⾳の暴露による健康影響
5 Low-noise, low rolling resistance truck tyre

低騒⾳・低転がり抵抗のトラック用タイヤ（の開発）
6 Mitigating policy measures

政策的緩和措置

研究の背景 非排気粒⼦の試験法についての動向１
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研究の背景 非排気粒⼦の試験法についての動向２

�TFTA︓Task Force on Tyre Abration（タイヤ摩耗タスクフォース）
https://wiki.unece.org/display/trans/TF+TA+session+1

【補足】 国土交通省資料
https://www.mlit.go.jp/common/001296244.pdf

・ 2022年4月，国連傘下にTask
Force on Tyre Abration（TFTA）が
設⽴．2023年2月までに，全9回のTF
会合が開催された．

・ まずは，タイヤ摩耗量の試験法につい
ての議論となり，3つの試験法が提案．
（1）公道試験法
（2）テストコース試験法（→現状スコープ外）

（3）屋内試験法

・ 基本は，タイヤ摩耗についての議論だ
が，タイヤ摩耗粉塵（PM10，PM2.5，
PN）についての話題も挙がりつつある．
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�TFTA︓Task Force on Tyre Abration（タイヤ摩耗タスクフォース）

・Graz工科大学からのプレゼン
https://wiki.unece.org/display/trans/TF+TA+session+7

研究の背景 非排気粒⼦の試験法についての動向２
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�欧州委員会の新たな排ガス規制基準（Euro7／Ⅶ）提案
・ ブレーキ粒⼦排出を規制（7 mg/km→2035年以降は3 mg/km）．
・ タイヤ摩耗率についての規制も追加．ただし，規制値テーブルは空欄）
・ 規制対象物質の追加（アンモニア，ホルムアルデヒド，亜酸化窒素） など．

研究の背景 非排気粒⼦の試験法についての動向３

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6495

2022年11月10⽇ 欧州委員会プレスリリース
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Current 2030 2005 2021

Annnual μg/m
3 15 12 25 10 10 5

24-hour μg/m
3 35 35 －－ 25 25 15

μg/m
3

－－ 140* 120 120 100 100

ppb －－ 0.07 0.06* 0.06* 0.05* 0.05*

μg/m
3 120* －－ －－ －－ －－ －－

ppm 0.06

μg/m
3

－－ 101* 40 20 40 10

ppm －－ 0.053 0.021* 0.010* 0.021* 0.005*

μg/m
3 115* －－ －－ 50 －－ 25

ppm 0.06 －－ －－ 0.026* －－ 0.013*

Unit Japan U. S.
Europe WHO

　NO2

O3

8-hour

1-hour

Annual

24-hour

　PM2.5

Species

【補足】 欧州大気質指令の改正案

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6278

2022年10月26⽇ 欧州委員会プレスリリース

* O3: 1 ppb = 1.997 µg/m3, NO2: 1ppb = 1.913 µg/m3
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�2022年度の結果速報

�まとめ
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研究目標と成果の活用
① 排出実態を考慮した

タイヤ摩耗粉塵排出の
試験法を構築する。

成果の活用
タイヤ摩耗粉塵排出量の試験法構築は、
日本国の国際基準策定の活動に資する
データとして、活用が期待できる。

② ⾛⾏挙動などを考慮した
非排気粒⼦の⾼精度の
全国排出量分布を作成する。

成果の活用
非排気粒⼦の⾼精度の全国排出量分布は、
排出インベントリの⾼精度化に資するデータとして
活用が可能．

イメージ
（全国排出量分布）

イメージ
（室内ドラム試験機）

タイヤ試験⾞
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研究実施内容の全体感
① 排出実態を考慮した

タイヤ摩耗粉塵排出の
試験法を構築する。

② ⾛⾏挙動などを考慮した
非排気粒⼦の⾼精度の
全国排出量分布を作成する。

研究目標

サブテーマ1
・試験法
・実験的検討

サブテーマ連携

サブテーマ名
サブテーマ1 排出実態を考慮したタイヤ摩耗粉塵排出係数の確⽴および試験法構築
サブテーマ2 全国⾞両活動量データベースの構築とタイヤ摩耗粉塵排出量の⾼精度推計のためのタイヤ運動モデル構築
サブテーマ3 非排気粒⼦の全国排出量分布の整備
（いずれも、日本⾃動⾞研究所（JARI）が実施）

サブテーマ2
・データベース
・タイヤ運動モデル

試験法構築 全国排出量分布

サブテーマ3
・全国排出量

・データベースを元に
テストコース試験デザイン

・タイヤ運動モデル用データ
・公道試験結果

・路上タイヤ試験
・実⾞による⾞両挙動と
排出量計測試験
（テストコース，公道）
・室内ドラム試験

タイヤ1輪の
排出係数データ

・妥当性検証
連携

・タイヤ運動モデル
・⾞両活動量データベース

・統計資料活用
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� タイヤ摩耗粉塵試験法
・ 場所や環境等に試験結果が左右されないこ
とが望ましいため，条件制御しやすい室内ドラム
試験（右図）の活用を基本方針と設定．
・ できる限り，実態のタイヤ摩耗粉塵データに
近い室内ドラム試験法を構築する．

� 実施事項（予定）
・ 実態のタイヤ摩耗粉塵データを取得

タイヤ試験⾞・実⾞試験／フィルタ捕集・リアルタイムデータ

・ 室内ドラム試験での試験条件検討
⾛⾏モード，荷重設定，温度，路⾯，捕集・分析法，他

・ 実態のタイヤ摩耗粉塵データで試験法検証

� 現状の課題
・ 室内ドラム試験によるタイヤ摩耗粉塵発生と
実態のタイヤ摩耗粉塵発生の解離が大きい．

研究目標① タイヤ摩耗粉塵試験法の構築
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実態の摩耗粉塵データの取得（1） 路上タイヤ試験⾞

� 路上タイヤ試験⾞
・ 巻上粉塵・タイヤ摩耗粉塵の捕集（PM10やPM2.5）
吸引ノズル→希釈トンネル→粉塵捕集装置（サイクロン，カスケードインパクタ等）

・ 巻上粉塵の定量方法
捕集後のフィルタを実験室に持ち帰り秤量．

・ タイヤ摩耗粉塵の定量方法
捕集後のフィルタを実験室に持ち帰り，熱分解GCにかけ，ゴム指標成分を定量．
試験タイヤ片を用いた検量線を使い，ゴム指標成分からタイヤ摩耗粉塵量に換算．

試験用タイヤ

吸引ノズル

希釈トンネル

粉塵捕集装置

路上タイヤ試験⾞



20Japan Automobile Research InstituteJapan Automobile Research Institute

発電機

発電機

etc.進行方向

定流量
希釈トンネル

実態の摩耗粉塵データの取得（1） 路上タイヤ試験⾞

� 路上タイヤ試験⾞
・ 試験タイヤに⼀定の角度を与え，⼀定の横⼒を付与できる．
・ 屋外でも比較的安定した条件で，粉塵を捕集できる．
・ ただし，右左折や公道対応ができない．

試験用タイヤ
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実態の摩耗粉塵データの取得（2） 実⾞試験

� 実⾞試験
・ 巻上粉塵・タイヤ摩耗粉塵の濃度計測（PM10やPM2.5）
サンプルフロー︓実⾞タイヤ→捕集プローブ→⾞載計測器
・巻上粉塵の計測︓光散乱式粒⼦計測器（OPS）を活用
・タイヤ摩耗粉塵の計測︓ブラックカーボン分析計（PAX）を活用

・ 右左折や公道など，様々な⾛⾏条件でも，摩耗粉塵を計測することが可能．
・ ただし，計測されるのは瞬時濃度であるため，（１）路上タイヤ試験⾞で算出
する排出係数との対応関係の確認と，排出係数への換算式を作成する必要．

実⾞試験

捕集プローブ⾞載計測器
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研究実施内容の全体感（再掲）
① 排出実態を考慮した

タイヤ摩耗粉塵排出係数を
確⽴し、試験法を構築する。

② ⾛⾏挙動などを考慮した
非排気粒⼦の⾼精度の
全国排出量分布を作成する。

研究目標

サブテーマ1
・試験法
・実験的検討

サブテーマ連携

サブテーマ名
サブテーマ1 排出実態を考慮したタイヤ摩耗粉塵排出係数の確⽴および試験法構築
サブテーマ2 全国⾞両活動量データベースの構築とタイヤ摩耗粉塵排出量の⾼精度推計のためのタイヤ運動モデル構築
サブテーマ3 非排気粒⼦の全国排出量分布の整備
（いずれも、日本⾃動⾞研究所（JARI）が実施）

サブテーマ2
・データベース
・タイヤ運動モデル

試験法構築 全国排出量分布

サブテーマ3
・全国排出量

・データベースを元に
テストコース試験デザイン

・タイヤ運動モデル用データ
・公道試験結果

・路上タイヤ試験
・実⾞による⾞両挙動と
排出量計測試験
（テストコース，公道）
・室内ドラム試験

タイヤ1輪の
排出係数データ

・妥当性検証
連携

・タイヤ運動モデル
・⾞両活動量データベース

・統計資料活用
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研究目標② 全国排出量分布の作成（タイヤ摩耗粉塵）

� タイヤ摩耗粉塵量に影響すると考えられる条件例を抽出
考えられる分類 具体的な項目

道路条件 道路種別 最⾼速度 道路曲率 道路勾配 交差点 舗装
タイヤ条件 種類 サイズ 特性 空気圧
⾞種の特性 積載量 ⾞軸構造 重量配分 駆動方式
個人の⾏動特性

⾞種/ドライバー
運転傾向

（加減速）
多くの人の⾏動特性

⾞種/ドライバー 交通量

発生に対する
環境の影響/気候 湿度 風 気温 降⽔量

(道路濡れ) 土地利用

拡散に対する
環境の影響/気候 雨 風 ⾛⾏風
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発進・停⽌加速度
右左折

研究目標② 全国排出量分布の作成（タイヤ摩耗粉塵_道路条件）

� 道路条件の考慮は，「タイヤー路⾯間に発生する⼒」で統一してまとめる．

⾞速 右左折頻度
発進・停⽌

実
験
的
検
討

≪イメージ≫
タイ

ヤ
に

発
生

す
る

⼒
（

N)

道路曲率

統
計
的
検
討

道路曲率
道路勾配

センサス道路別 全国データベース

タイヤ摩耗粉塵
排出係数計測

タイヤに発生する⼒（N)タイ
ヤ

摩
耗

粉
塵

排
出

係
数

（
m

g/
km

）
道路ID ⾞速 曲率 勾配 右左折 発進・停⽌
・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・
・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・
・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・
・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・
・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・
・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・
・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・
・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・

タイヤに発生する⼒データベース
道路ID タイヤに発生する⼒
・・・・ ・・・・
・・・・ ・・・・
・・・・ ・・・・
・・・・ ・・・・
・・・・ ・・・・
・・・・ ・・・・
・・・・ ・・・・
・・・・ ・・・・

全国排出量
分布
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研究目標② 全国排出量分布の作成（タイヤ摩耗粉塵_他の条件）

� タイヤ条件や環境条件については，前ページで求めた排出係数の補正係数とし
て考慮．

� 統計情報は，活動量と合わせて考慮．
� 実⾞試験の中で，考慮が必要なパラメータを選別．

タイヤ条件
・タイヤ種類 夏タイヤ，冬タイヤ，標準タイヤ，・・・
・タイヤサイズ 乗用⾞用，貨物⾞用
・空気圧

⾞種の特性（統計情報等の活用）
・交通量・平均⾞速（道路交通センサス，プローブデータ等）．
・積載量（輸送統計）
・⾞軸数，タイヤ数，駆動方式，他（⾞検証情報，ヒアリング）

環境条件
・気温，湿度，風速，降⽔量，土地利用，・・・．
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研究目標② 全国排出量分布の作成

�タイヤ摩耗粉塵
全国道路データベース→⼒とタイヤ摩耗粉塵の関係
プラス タイヤや⾞両のバリエーションによる影響を補正係数で考慮
プラス これらに対応する全国メッシュデータの作成，1台当たりのタイ

ヤ本数，積載量設定等の統計資料を活用．
�ブレーキ摩耗粉塵
減速度（＝ブレーキを踏む回数・強さ）や⾞種の影響を考慮した場

合の排出量推計を実施．
�巻上粉塵
⾛り方による影響もあるが，場所（路⾯・環境）による排出量への

影響が大きいと認識．
実⾞試験を様々な箇所で実施して，現状の排出量推計との比較を

⾏うことを想定．
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サブテーマ1 試験法検討

実⾞試験

室内ドラム試験

公道試験

路上タイヤ試験

サブテーマ2 道路
データベース

タイヤ運動
モデル構築

全国
統計データ

排出量
検証データ

サブテーマ3 既存手法

更新版

検証

2022年度 2023年度 2024年度

・タイヤ試験法で、考慮が必要なパラ
メータの抽出が完了。

排出実態を考慮したタイヤ
摩耗粉塵排出係数の確
⽴および試験法構築

JARI　利根川・柏倉

・排出係数・試験法の検証データ
（テストコース試験）を取得。

・排出係数・試験法の検証データ
（室内ドラム試験機）を取得。

・タイヤ摩耗粉塵の排出係数
　および　排出量試験法を確⽴。

・公道試験による実証。

・計測した濃度から排出係数への換
算法の構築。

・小型⾞・大型⾞試験を実施し、タ
イヤ運動モデルへデータを提供。

・道路DBから、テストコースでの試験
デザイン検討のためデータ提供。

全国⾞両活動量データ
ベースの構築とタイヤ摩耗
粉塵⾼精度推計のための
タイヤ運動モデル構築

JARI　伊藤・冨田

・タイヤ運動モデルを構築。

・全国排出量（既存手法）向けの
アクティビティデータの収集。

・全国排出量（更新版）の作成に
必要なアクティビティデータの収集。

・検証データの予備検討が完了し、
検証データ作成計画ができている。

・非排気粒⼦全国排出量分布の検
証可能なデータを構築。

・非排気粒⼦全国排出量（既存手
法）が完成。

非排気粒⼦の全国排出
量分布の整備

JARI 森川

・非排気粒⼦全国排出量（更新
版）の仕様作成。

・全国排出量（更新版）向け、実
態データ整備・推計⾼精度化。

・非排気粒⼦全国排出量分布（更
新版）が完成。

・既存手法との比較や検証。

研究実施スケジュール
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�研究の背景
�背景および関連する既往研究や動向について

�本研究の概要

�2022年度の結果速報

�まとめ

も く じ
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2022年度の結果速報

発電機

発電機

etc.

：タイヤ試験車下部に固定

粉塵捕集装置

：タイヤ粉塵捕集装置

進行方向

試験用タイヤ

定流量
希釈トンネル

粉塵用フィルタホルダ
（全量捕集）

� 再現性が高く，安定した状態で試験を行える．

� 試験タイヤに一定の角度（スリップ角）を与え，
一定の横力を継続的に付与（転動輪の旋回時
に相当）できる．

� 路上タイヤ試験車内に計測装置などを設置した
り，粉塵捕集装置を牽引できる．

PAX OPS フィルタ

リアルタイム測定濃度と排出量の関係を評価

PAX：ブラックカーボン分析計
(PM10)

OPS：光散乱式粒子計測器
(0.3 ～ 10 μm)

路上タイヤ試験⾞
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2022年度の結果速報
① タイヤ摩耗粉塵排出量と加速度の関係調査
・ 供試タイヤに荷重と加速度（横⼒）を加え，全量捕集した粉塵から
算出したタイヤ摩耗粉塵排出量と加速度の関係を調査．

② リアルタイム計測法の基礎検討
・ ⾛⾏によって生じる粉塵の⼀部を捕集．
・ 粉塵中のブラックカーボン（BC）濃度（μg/m3） とタイヤ摩耗粉塵
の排出量 (mg/km) との相関を得る．
・ BC濃度からタイヤ摩耗粉塵排出量を逆算できるよう相関性のデータを
蓄積する．

同時計測により，リアルタイム
濃度と排出量の関係を調査

BC平均濃度(μg/m3)

タイ
ヤ

摩
耗

粉
塵

排
出

量
(m

g/
km

)
（

換
算

値
）

ブラックカーボン
分析計
（PAX）

光散乱式
粒⼦計測器
（OPS）

カスケード
インパクタ
(フィルタ)

PM10サイクロン

カスケードインパクタ
(フィルタ)

リアルタイム計測器

粉塵捕集装置

定流量希釈トンネル（粒⼦を均⼀混
合）

ポンプ粉塵吸引ノズル(全量捕集)
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2022年度の結果速報① タイヤ摩耗と横⼒の関係

� タイヤ摩耗量と，巻上粉塵量，タイヤ摩耗粉塵量について，横⼒との関係を評
価することができた．⇒基礎的な摩耗量のデータ取得

� 摩耗は，横⼒の2乗に比例して，増加する傾向が⾒られた．
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2022年度の結果速報② BC濃度排出量の関係（時系列）

� BC濃度（タイヤ摩耗粉塵の指標），PM濃度（巻上粉塵の指標）は，路上
タイヤ試験⾞が発進・加速する瞬間に⾼くなるが，
試験⾛路区間（直線部）では濃度が低下する傾向が⾒られた．

� 特にBC濃度の測定において⼗分な感度が得られなかった．
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・駆動輪でのタイヤ摩耗粉塵発生が可能
なため，⾼濃度の粉塵発生が期待できる．

・改めて，リアルタイム計測法による濃度
測定と，排出量の関係評価を⾏う予定．

2022年度の追加試験 ⾞両積載式のタイヤ摩耗粉塵排出量評価
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�研究の背景
�背景および関連する既往研究や動向について

�本研究の概要

�2022年度の結果速報

�まとめ

も く じ
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まとめ タイヤ摩耗粉塵を含む非排気由来の粒⼦排出実態に関する研究

� 研究の背景
・ 非排気粒⼦の重要度が増しているが，排出係数や排出量推計については，大

きくばらついており，不明な点が多く残されている．
・ 非排気粒⼦の試験法は，欧州や国連において検討が進んでおり，新たな排ガ

ス規制基準提案の中にも，非排気粒⼦の規制が取り込まれている．
� 研究の概要
・ ①試験法構築，②全国排出量分布作成を目標に，3つのサブテーマ体制で

研究を開始した．
・ ①で使用する機材を紹介した（室内ドラム試験，路上タイヤ試験⾞，実⾞試験）
・ ②の排出量推計の方法について，現時点の案を紹介した．

� 2022年度の試験結果速報
・ 路上タイヤ試験⾞を用いた試験をテストコース上で実施した．
・ タイヤ摩耗粉塵の排出量は，横⼒の2乗に比例して増加する傾向を確認．
・ リアルタイムBC濃度測定では，⼗分な感度が得られず，リアルタイム濃度と排

出量の関係については，3月の追加試験において検討を実施することとした．
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ご清聴ありがとうございました

一般財団法人 ⽇本⾃動⾞研究所



燃焼起源SLCFの東アジア国別排出量
の迅速把握と⽅法論構築に向けて

国⽴環境研究所
地球システム領域

⾕本浩志
1

・2-2201推進費課題 – 2022-2024

・NIES 気候変動・⼤気質研究PG – 2021-2025

・NIES GHG-SLCFインベントリ⾼度化連携研究グループ – 2021-2025



背景：国際的な場でのSLCFの認識の変遷

l エアロゾルの
気候影響の重
要性が認識

l Non-CO2 GHGs 
(CH4, N2O, HFCs, 
O3)の寄与が
CO2に匹敵

l 2004: IPCC総会
で専⾨家会合
の開催決定

l 2005: IPCC 
TFI/WG1専⾨家
会合＝⼤きな
不確実性、信
頼できるエア
ロゾルの国別
排出量推計は
現状では困難。
不確実性低減
を努⼒し将来
会合を開く

l エアロゾルの気候影
響評価研究が進展

l メタン、対流圏オゾ
ン、BC等、SLCF排出
量削減が⼤気汚染改
善とのコベネとして
も認識

l CO2に加え、短寿命
ガスやエアロゾル
SLCFの温暖化寄与も
⼤きいことが明確に

l Chapter 6: SLCFが
WG1で単独の章とし
て初めて設定

l 2023年前半にSLCFイ
ンベントリガイドラ
インの⽬次案策定

TAR                      FAR                      AR5                         AR6 AMAP

UNEP

2019年第49回IPCC総会@京都

・SLCF 排出削減に向けて国際的な動きが加速
・脱炭素化の動き・実現可能性（時期）とも関係

2



ブラックカーボンおよびメタンの
⼈為起源排出量推計の精緻化と
削減感度に関する研究

- Better quantification of anthropogenic emissions of BC and CH4 in East Asia 
and cost-benefit analysis of emissions reduction -

代表・サブ１：国⽴環境研究所地球環境研究センター ⾕本浩志、池⽥恒平ほか

サブ２分担： 海洋研究開発機構 ⾦⾕有剛
サブ３分担： 東京⼤学 成⽥⼤樹

キーワード
・ブラックカーボン、メタン・・・・⼤気汚染物質であるとともに温室効果も有する

物質で、短寿命気候汚染物質（Short-Lived Climate Forcers: SLCF）と呼ばれる
・⼈為起源排出量・・・アジアの⼈間活動による排出は現在、欧⽶を上回っている
・削減感度・・・排出を削減した際に、環境や気候の改善に現れる効果の尺度

課題番号： 2-1803 (JPMEERF20182003) 
研究実施期間：2018-2020年度



本研究課題のポイントと⽬的
FY2015-2017年北極BC推進費課題で開発、成果を挙げた
２種の全球モデリング技術を活⽤するとともに、
最新のTROPOMI衛星観測データ(2017.10⽉打ち上げ)を⽤い、
さらに環境経済学者を新たにチームに加えた

• BC に加えてCH4を対象物質として、
• アジア排出量に特化し、推計の精緻化を進めるとともに、
• 削減感度の評価を重点化し社会経済的な分析を加味した

排出

親⽔性BC疎⽔性BC

輸送・変質 除去
沈着

得られた知⾒を国内排出量推計などの施策に結びつけ、さらにIPCC AR6/AR7、北極
評議会、CCAC などの国際的枠組みに貢献する我が国（環境省）の取組みを加速する
欧州TROPOMI衛星データ解析を通じて、2018年に打ち上がったGOSAT-2のデータ検証
やモデル利⽤に活かす



n 環境省インベントリ事業（GIOおよびJEI-DB）
n 北極評議会, IPCC AR6/AR7, CCAC, Asia Pacific Clean Air Partnership (ASPAC) 

アジアにおける⼈為起源
排出インベントリの改良
と全球モデリング

政策⽴案者・政治へのインプット、政府における「⾒える化」

野外・衛星観測を利⽤した
アジアにおける排出量推計
の検証

国⽴環境研究所
⾕本浩志ほか

サブ１ サブ２

⽬標達成に向けた研究体制・テーマ構成

• インベントリとモデル技術の発展による排出量の⾼精度化及び削減感度の導出

• 野外観測の強化および新規衛星観測データの利⽤による排出量検証の⾼精度化

• 影響や削減感度を考慮した削減対策に関する社会経済分析と対策提⾔の検討

他の国内・国際科学プロジェクト

S-12課題 (BC)、2-1710課題 (CH4)、⽂科省ArCS

海洋研究開発機構
⾦⾕有剛ほか

東京⼤学
成⽥⼤樹ほか

サブ３
アジアにおける排出削減
に関する社会経済的側⾯
の分析

科学的な成果

国内・国際的な政策貢献

差別化、連携、最新の知⾒の共有

IGAC, Future Earth
IPCC TFI インベントリタスクフォース



成果の概要
• ⽇本及び世界各国で開発されている６種のボトムアップ型の排出インベントリには、家庭部⾨及び産業・
エネルギー部⾨の推計誤差により、80%もの幅があることを⾒出した

• 化学輸送モデルとデータ同化モデルを⾼度化し、⽇本・韓国等の４地点での野外観測を⾏うことで、東ア
ジア（特に⽇中韓）の国別BC排出量について、３種類のトップダウン推計⼿法（タグ法、BC/CO排出⽐法、
モデル⽐較法）を開発、⽅法論として確⽴し、BC排出量推計の不確かさを200％から20%台へ⼤幅改善

• CMIP6気候モデル相互⽐較実験で使⽤されているCEDSインベントリは中国BCの排出量が２倍近い⼤幅な過
⼤評価となっていることを指摘。 2010年代の中国BC排出の減少傾向の観測結果と併せて、CEDSの推計値
が改訂され、今後のIPCCでの気候シミュレーションが適正化される⾒込みとなった

• 社会経済分析に使⽤されるECLIPSEインベントリも中国BC排出量推計が約50%下⽅修正され、それに基づき
BCとCH4のMAC（限界削減費⽤）曲線をアップデートして、中国・家庭部⾨等からの限界削減費⽤を再度
計算した。その結果をREASインベントリ開発チーム（S-20）に情報提供した

• BCで培ってきた解析・モデル技術をCH4に応⽤し、特にタグ付きCH4モデルを新たに開発、欧州のTROPOMI
衛星（7 ×3.5 kmの空間解像度）を国内で唯⼀先⾏利⽤するなど、排出源が多種多様なため実態把握が困
難なCH4の排出量についても⽰唆深い知⾒を得た

研究の社会的意義、学術的意義、技術的意義

排出の検証・評価 ・排出量データはあらゆる解析・予測に重要
（将来予測のモデル計算、削減コスト、対策⽴案）
・しかし、その検証は容易ではない
・現状を正確に知ることは、⼀丁⽬⼀番地に重要



⼈為起源排出インベントリの相互⽐較
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ボトムアップ型⼈為起源インベントリの
BC/CO/CH4排出量を地域別・部⾨別に相互⽐較：
-- グローバル5・アジア領域1

中国北部（2010年）

• 最⼤値と最⼩値の差は86%
• 各部⾨の差はより⼤きい（家庭部⾨は

約4倍の差）

BC

CH4

• 最⼤値と最⼩値の差は70%
• エネルギー部⾨の差がばらつきの原因

サブテーマ1

インベントリ 期間 解像度 参照⽂献
REASv2.1 (v3p)
アジア

2000-2008
(1950-2015)

0.25o Kurokawa et al. (2013)

HTAPv2
全球

2008, 2010 0.1o Janssens-Maenhout et 
al. (2015)

MACCity (CMIP5)
全球

1960-2020 0.5o Granier et al. (2011)

ECLIPSEv5a
全球

1990-2050 0.5o Klimont et al. (2017)

CEDS (CMIP6)
全球

1750-2014 0.5o Hoesly et al. (2018)

EDGARv4.3.2
全球

1970-2012 0.1o Crippa et al. (2018)
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ECLIPSEv5a
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S-12より



中国排出源の寄与 > 80%
輸送効率（湿性除去なし） > 80%

• 全インベントリで中国排出量を過⼤推計(+25‒116%)
• BC排出量=インベントリ×(モデル/観測⽐)
→中国のBC排出量：1.06‒1.22Tg/y

• 線形回帰から算出：1.14 Tg/y (+/- 0.08) 

タグモデルによる中国BC排出量の検証

Ikeda et al., in preparation, 2021

サブテーマ1+2

中国
観測

中
国
BC
の
輸
送
効
率

■

福江

GEOS-ChemタグBCモデル

BC観測データ：サブ２から提供
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北極上空におけるBC濃度・分布の違い

• 北極地上：インベントリにより冬季に3倍の差
• 地表付近ではロシア、中部対流圏では東アジアが
最⼤の要因

• 北極の気候へのBC影響評価を⾼精度化するには、
アジアとロシアからのBC排出量の精緻化が重要

北極 (66-90N)の年平均BC⾼度分布@2010年

Russia BC Europe BC East Asia BC

地上：~50 ng/m3

中部対流圏：~20 ng/m3

Barrow

Alert

Ny-Alesund

サブテーマ1

Ikeda et al., in preparation, 2021



アジアBC国別排出量定量化

国
BC排出量(1)
「BC/CO排出⽐法」
(2010-16)(Tg/y)

ΔBC/ΔCO⽐
(ng/m3·ppb)

CO排出量
(Tg/y)

BC排出量(2)
「モデル⽐較法」
(2010-18) (Tg/y)

⽐較
REAS2.1 
(Tg/y, 
2008)

北極評議会への
報告値(Tg/y)

2-1505推
進費時点
(Tg/y)

中国 1.10±0.23 6.59±1.03 208±28 1.33, -4.6%/年 1.59 報告なし 0.9-1.1
北朝鮮 0.030±0.005 7.09±0.69 5.28±0.76 - 0.015 ー ー

韓国 0.010±0.005 7.38±0.69 1.68±0.71 0.014, -8.4%/年 0.013 報告なし 0.0046

⽇本 0.038±0.012 6.79±1.01 6.96±1.94 0.035, -3.3%/年 0.026 0.022 (2010) 
0.013 (2015) 0.027

サブテーマ2+1

(ΔBC/ΔCO⽐) x CO排出量 = BC排出量

Choi et al., 2020a; Miyazaki et al., 2020

衛星データ+同化=CO排出量
ΔBC/ΔCO⽐ の
⽇韓5点評価

福江: BC濃度が10年で半減 領域モデル︓濃度上昇イベントを再現

モデル濃度再現に必要な排出量・変化を観測/モデル⽐で推定（気象年々変動補正）

Kanaya et 
al., 2020

CEDS 
(CMIP6)

本研究

REAS３

ECLIPSE
v6b

本研究

北極評議会

CEDS 
(CMIP6)

●中国BC排出は統計値の下限
（~1Tg)が真（CMIP6は⼤幅過
⼤・増加︓本研究を受けて修正）
●サブ3で⽤いるECLIPSEv6bを
⽀持(v5aは5割過⼤）
●⽇本BC排出は国内推計値・北極
評議会への報告値より⾼い可能性
●不確かさを200%から21-27%に
軽減

ECLIPSEv5a



国内メタン-NOx相関:東京メタン排出量は過⼩評価か

CAMSモデル, TROPOMI衛
星でも関東は顕著な発⽣源

冬季、メタンと
NOx濃度との間
に顕著な正相関
を⾒出す

(ΔCH4/ΔNOx)
排出⽐
ppm/ppm 

NOx 排出量
(t/年)

CH4 排出量
(Tg/年)

⽐較:
ボトムアップ
CH4排出量
(Tg/年)

2.5
(本研究)

41050 * 0.036 0.022 *

(ΔCH4/ΔNOx) x NOx排出量 = CH4排出量

(*2019東京都環境⽩書;2015年度）

全国約500点の「そらまめくん」データの季節性
をクラスター分析、「冬濃度増」パターンをもつ
都市部に着⽬

サブテーマ2

約1.6倍



コロナ・経済低下時のデータから中国BC排出は
家庭起源が主と判明−削減策は経済的にも有効

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

排
出
補
正
項

BC

年

家庭
64%

産業

BC

Kanaya et al., in preparation, 2021

Day of 2020

中国経済活動⼤幅低下
福江島

サブテーマ2+3

家庭起源

低コストで
削減可

産業起源

限界削減費用の経済分析から(サブ3)家
庭部門の排出削減が効率的であると示唆
石炭ベースの調理・暖房ストーブをガスベースの代替品に置き換える

MAC曲線



• BC・CH4排出削減の社会的便益と費⽤を定量的に評価する

• 排出削減の限界便益：排出を1単位削減することによる便益（排出による温暖化や⼤気汚染を通し
た被害＝社会的費⽤の減少分）を貨幣換算したもので、いわゆるコベネフィットを含む

• 限界排出削減費⽤（MAC）：排出を1単位削減する際に発⽣する費⽤

• 排出削減の便益に⾒合う対策費⽤レベルの定量化（下図M*）
Ø 直接の排出削減対策の経済評価のみでなく、排出量に影響するインフラ⼀般
（例えば、都市公共交通）の経済評価にも活⽤可能

BC・CH4の排出量と排出の限界削減費⽤ (MAC)分析

M

価格

排出削減の限界便益

限界排出削減費用(MAC)

排出削減量M*

P*

これらの貨幣換算量
（関数）の定量化

サブテーマ3

近年、欧⽶や中国では実証分析が蓄積
されているが、⽇本では実証分析がほ
とんど⾏われていない

限界便益についての分析：
• BCはPM2.5の構成物質でもあり、⼤気汚
染対策としての側⾯（コベネフィッ
ト）もある

• 労働供給を通した⽣産活動への影響を、
⽇本におけるデータを⽤いて計量経済
学的・統計学的に分析（交絡因⼦の効
果を除いた因果関係を⾒出す）

限界削減費⽤についての分析：
• BCやCH4排出削減の限界費⽤を、⽇韓中
について推計



⽇本
韓国

中国 ⽇本
韓国

• GAINSモデル(ECLIPSE_v5aインベントリ)に基づきつつも、不確実性と現実との乖離を考慮し、
REAS（アジアに特化）や⽇本国温室効果ガスインベントリ（各国統計データ）を⽤いて推計

• 中国の削減可能量が突出しているが、⽇韓とも低い費⽤で削減可能

⽇韓中のBC・CH4排出削減とMAC
サブテーマ3

CH4排出削減MAC BC排出削減MAC

限
界

削
減
費

⽤

累計削減量 累計削減量 累計削減量

限
界

削
減
費

⽤

限
界

削
減
費

⽤
累計削減量 (kton)

限
界

削
減
費

⽤

社会的MAC
（社会全体で発⽣）

• ⽇本は廃棄物由来CH4が⼈為起源の25％
• ⽇本の廃棄物処理は市町村単位で⼩規模（= 割⾼）に
⾏われており政策的に排出削減の余地あり

• 近年の国際的な炭素価格の議論から、社会的MACは約
200〜350千円/tまで許容

• この⽔準で63〜92千tが削減可能（政府⽬標の⼤部分）
• 私的MACは約85千tまでは負、むしろ利潤が⽣まれうる

⽇本の廃棄物由来CH4排出削減

私的MAC
（処理事業者の負担）

⼭⽥ら, 2021



サブテーマ3

• PM2.5⽔準の1μg/m3の上昇
が、労働時間を0.223時
間/⼈/⽉（中⼩企業では
0.337時間/⼈/⽉）減らし、
特に出勤⽇数に影響

• ⽣産量への影響は2400億
円程度：無視できない

• 労働時間のロスを残業等
で多少カバーしているが、
完全には不可能

 固定効果モデル 
固定効果操作変数モ

デル 
固定効果＋NOx 

 Ox なし Ox 制御済 Ox なし Ox 制御済 Ox なし Ox 制御済 

月間総労働時間への影響（単位：時間） 

𝛽推定値 -0.183 -0.103 -0.258 -0.223 -0.199 -0.139 
 (0.0105) (0.0118) (0.0220) (0.0265) (0.108) (0.0143) 

月間総出勤日数への影響（単位：日） 

𝛽推定値 -0.0260 -0.0161 -0.0391 -0.0354 -0.0279 -0.0200 
 (0.0012) (0.0004) (0.0027) (0.0033) (0.0013) (0.0017) 

労働日あたり労働時間への影響（単位：100 時間） 

𝛽推定値 0.130 0.112 0.283 0.298 0.127 0.0762 

 (0.0170) (0.0190) (0.0418) (0.0484) (0.0172) (0.0214) 

観測数 1,255,615 1,255,579 1,255,615 1,255,579 1,255,476 1,255,458 

 

「厚⽣労働省・毎⽉勤労統計調査」「国環研・環境数値データベース」をもとに推定

⽇本におけるPM2.5の労働供給への影響
• PM2.5⽔準（𝑃𝑀!"）が労働供給（𝐿#!"）に与える影響を式で記述

𝐿#!" = 𝛽×𝑃𝑀!" +𝑿𝒋𝒕𝜸′ + 𝜂# + 𝜀#!"
• PM2.5が労働供給を下げる（＝排出削減で労働供給が増加する）ならば 𝛽 > 0

• 単なる相関ではなく、市町村ごと・⽉ごとの降⽔量の変化がPM2.5⽔準の変化を通して労働供
給に与える影響を分析（固定効果操作変数モデル）

Yamada et al., in 
preparation, 2021



燃焼起源SLCFの東アジア国別排出量の
迅速把握と⽅法論構築

- Prompt Quantification of National SLCFs Emissions from Combustion Sources in East Asia, and Its 
Methodological Development -

研究代表者所属機関：国⽴環境研究所
研究代表者：⾕本浩志

キーワード
・SLCFs・・・短寿命気候強制因⼦（Short-Lived Climate Forcers: SLCFs） 気候と⼤気質の両⽅

に関与し、その削減により、気候の安定化に加え清浄な⼤気質を多くの⼈々が享受
・燃焼起源・・・GHG、特にCO2排出との共通性。排出量精緻化において相乗効果
・MRV・・・「MRV: Measurement, Reporting and Verification（測定・報告・検証）」の略で、

⾃⾝の排出量を測定・報告・検証する仕組み

重点課題 主：⑨地球温暖化現象の解明・予測・対策評価
副：⑦気候変動の緩和策に係る研究・技術開発

⾏政要請研究テーマ：（2-3）燃焼起源SLCFの排出量把握と削減効果の評価
による気候変動政策⼿段としての可能性探求



研究動向、提案のポイント、⽬的
鍵となる「排出インベントリ」の２つの課題

• 値の正確さ
• タイムラグ

地上・航空機・船舶や衛星からの観測データを使ったトップダウン推計
• 直近の排出インベントリを迅速に構築することは、シナリオの妥当性「検証」に有効
• 政策の削減対策効果を迅速に検証し、さらに対策に活かす上で重要（例: Global Stocktake）
• 脱炭素化に向けてGHG・SLCF両⽅の排出を⼀体的に考える必要性
• 化⽯燃料燃焼から排出されるSLCFはCO2排出量の⾼精度化にも有益（例：⽇本もCO2とNOx

排出を同時観測するGOSAT-GWを2023年度に打上げ予定）

CO2同様に化⽯燃料燃焼に起源を持つSLCFの排出量に対してMRV的推計⼿法を応⽤し、
SLCFの国別排出量推計に向けた⽅法論を確⽴することを⽬的とする

インベントリ算出には公式統計値が使われるため数年単位の時間（ > 1年）がかかり、
環境政策や経済危機、コロナ禍等で増減する排出状況を即座に把握できない
（⼀⽅、政策効果や経済危機等による排出の変化を即座に把握する社会的関⼼は増加）

GHG排出削減の透明性・正確性を確保するため始まった「MRV: Measurement, 
Reporting and Verification（測定・報告・検証）」はSLCFにも有効

17



l IPCC AR7のSLCFインベントリガイドラインにおける先導性
l 北極圏の気候変動対策（北極評議会へアジアの知⾒をインプット）
l ⽇本の⼤気汚染対策（特にWHOの2021年新基準に関する分析）

野外・衛星観測とデータ
同化を⽤いた国別排出量
の迅速推計

政策⽴案者・政治へのインプット、政府における「⾒える化」

排出インベントリの改良と
気候・⼤気質モデリングへ
の反映

国⽴環境研究所
⾕本浩志、池⽥恒平
電⼒中央研究所 板橋秀⼀

サブ１ サブ２

新しい⽬標達成に向けた研究体制・テーマ構成

• 東アジアにおけるSLCF国別排出量の評価
• ⽇本におけるSLCFのMRVシステムの確⽴
• 「東アジア地域におけるBCの収⽀レポート2024年版」の作成・公開

他の国内・国際科学プロジェクト

海洋研究開発機構
⾦⾕有剛、関⾕⾼志
神⼾⼤学 ⼭地⼀代

⽇本⾃動⾞研究所
森川多津⼦、早崎将光
東京⼤学 成⽥⼤樹
北海道⼤学 ⼭⽥⼤地

サブ３
⽇本の排出インベントリ
の⾼精度化と削減政策に
関する経済分析

科学的な成果

国内・国際的な政策貢献

差別化、連携、最新の知⾒の共有

NIES-SYKE協⼒覚書を通じた北極評議会及びEU専⾨家会合
NIES GHG-SLCFインベントリ⾼度化連携グループ（ACAP⿊川）

IPCC SLCFインベントリ専⾨家会合の⽇本代表参加者（⾦⾕）
北極評議会EGBCMの⽇本代表参加者（⾕本）
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課題内・課題外の連携

サブ２

サブ１

サブ３

野外・衛星観測を⽤いた
トップダウン推計の迅速
化、年々の推移の評価

東アジアの排出インベントリ・
シナリオの妥当性の評価、化学
気候モデル・⼤気質モデル実験

北極を中⼼にした気候変動、
⽇本への越境汚染を考慮し
た排出削減に係る経済分析

⽇本のボトムアップ・
インベントリ推計の⾼
精度化、⺠間データを
⽤いた迅速化

東アジアにおける国別排出量評価、⽇本におけるMRVシステムの確⽴

ボトムアップ・トップダウン
推計値の総合的検証

国際⽐較実験、
統合報告書にお
けるモデル評価

（遅れている）
SLCFインベントリ
の国内基盤の確⽴
に端緒をつける

ボトムアップ推計値
の迅速な検証

・S-20 ⿊川純⼀（ACAP/NIES）
東アジアインベントリ：REAS

・NIES/GIO（温室効果ガスインベ
ントリオフィス） 畠中エルザ
⽇本国GHGインベントリ
・IGES ⽥辺清⼈

国内外の衛星観測：
TROPOMI, GEMS, GOSAT…

国内外のモデル：
GEOS-Chem, MIROC, 
CMAQ, CAMx, WRF-
Chem…
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サブ１：野外・衛星観測とデータ同化を⽤いた国別排出量の迅速推計
20

野外・衛星観測 データ同化システムと排出量の逆推計
東アジア(全球）

⽇本 4. PM2.5成分測定
（⾃治体・四季・20年）

https://www.env.
go.jp/air/osen/pm
/monitoring.html

2. EMeRGe-Asia
航空機観測(2018年)

[x1018 molecules cm-2]

1.⾼解像度衛星
観測(TROPOMI他）

対象物質︓NOx, CO, BC排出量
対象地域・国︓東アジア、⽇本

B．アジアマルチスケール⼤気化学輸送モデル WRF/CMAQ
◎輸送イベントの⾼い再現性、排出量評価 (推進費2-1803, 5-1601)

新規利⽤、
予備研究
済

拡張

新規利⽤・予備研究済

継続

A．衛星データ同化システム
◎「多成分・同時」同化
◎第4世代地球シミュレータ
◎濃度変動要因のうち
「排出」を化学反応・気象要因と分離

中国

継続

BC, 関東・2013年

EMeRGe-Asia 
Flight#8

予備研究済

3. 福江島15年間トレンド︓
中国BC排出追跡(推進費2-1505, 2-1803)

推進費で
新規展開

Kanaya et al., 2020

Miyazaki et al., 2020

濃度分布再解析
ﾎﾞﾄﾑｱｯﾌﾟｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘ
社会経済分析
(サブテーマ2・3)



サブ２：排出インベントリの改良と気候・⼤気質モデリングへの反映
21

• 化学輸送モデルと観測を⽤いて、ボトムアップ・インベントリとトップダウン推計の検証
• 気候モデルと⼤気質モデルを⽤いて、SLCF排出量推計値の不確実性による気候場や越境汚染へ

の影響評価

化学輸送モデル
(GEOS-Chem)

気候モデル(MIROC-Chem)

領域⼤気質モデル(CMAQ等)

排出インベントリ

観測・データ同化

0.0

1.0

2.0

3.0

2000 2005 2010 2015 2020

⼊⼒

検証

検証

⽐較

放射強制⼒の推移や、
気温・降⽔への影響

l 最新の排出量
を反映

l 排出量の不確
実性に着⽬し
た解析

タグBC/CO/CH4計算

越境⼤気汚染への影響

サブテーマ1との連携

サブテーマ3との連携

REASv3.2

EDGARv5.0

CEDS
MACCity

ECLIPSEv6b

・IPCC (CEDS)
・北極評議会 (ECLIPSE)
・MICS-Asia (REAS)
へのインプット

これまでも利⽤実績 新規に利⽤

新規に利⽤



サブ３：⽇本の排出インベントリの⾼精度化と削減政策に関する経済分析
22

GHG

主要⼤気汚染物質

排出量推計⼿法、
地域･時刻配分の⾒直し

PM BC
BCを直接推計 ・BC排出量をGHGと同様に

エネルギー消費量から直接
推計、迅速化

・複数存在する国内排出イ
ンベントリの考え⽅を俯
瞰的に整理

都道府県全国値

多様なGHG･⼤気汚染物質の発⽣源

グリッドデータ

うちCH4

排出係数
×
活動量

⾼精度化された排出インベントリを⽤いて、
・気候変動対策による⼤気汚染物質排出量変化が⼤気質に与える影響を検討し、
・以下に関する情報収集及び評価分析と組み合わせつつ、
費⽤と便益の両⾯において合理的な削減政策についての経済分析を⾏う

・削減のための政策⼿段（環境税等）に関する各国政策情報の収集
・⼤気汚染の社会的費⽤に関する計量経済学的評価

既存
データ

サブテーマ1
サブテーマ2
との⽐較･検証



達成⽬標
内容

全体
l排出インベントリ、野外・衛星観測、モデルを組み合わせ、⽇本を中⼼に、東アジア諸国におけ
る国別排出量評価を「東アジア地域におけるBCの収⽀レポート2024年版」としてまとめ、公開す
る。
lGHGと同程度に迅速な、燃焼起源SLCF排出量の総合的MRVシステムの⽅法論を構築し、国内基盤
とする。

サブ1

観測データを利⽤したトップダウン型の排出推計について、データ同化などの⼿法を整備して信頼
度を向上させる。⽇本を含む東アジア諸国からの国別排出量とその推移を迅速に評価するシステム
として実証する。ボトムアップ推計法による結果の検証に資する情報を提供する。

サブ2

ボトムアップ推計とトップダウン推計の⽐較から、国際モデル相互⽐較実験や、将来予測に⽤いら
れてきた排出インベントリ・シナリオの複数について妥当性を定量的に検証する。また、東アジア
について最新年の排出インベントリを修正してモデリングに組み込み、気候変動や越境汚染への影
響度を推定する。

サブ3

BC等SLCFのボトムアップ排出インベントリを、GHGと同程度の迅速性で整備できるよう、算出根拠
となる排出原単位等のデータ整備、推計⼿順のマニュアル化を⾏う。関連する国内の排出インベン
トリの複数推計値を俯瞰し、統合評価して⾼精度化する。また、より早期の推計を⽬指して、⺠間
データの利⽤可能性及び公式統計値との代替性を評価する。
また、気候変動とアジア⼤陸から⽇本への越境汚染を考慮しつつ、現状及び将来の排出動態や可能
な排出削減策について地域の地理・経済的特性等も踏まえた経済分析を⾏う。費⽤と便益の両⾯に
おいて合理的な政策について経済学的な評価を⾏い、⽇本の環境基準及び北極環境に関する環境政
策の議論に貢献可能な対策提⾔とする。

（本課題ではBCがミニマムサクセス、CO, NOxはエクストラサクセス）
23



環境政策・⾏政ニーズへの貢献

• SLCFに関するIPCC AR7や北極評議会の動向に関する科学側⽀援強化、国内体制強化
• 国際動向を踏まえた「インベントリ関連研究エフォートの集約」、「⾏政・実務・研究の連携強化」
を通じて、SLCFインベントリ策定に効果的な貢献が可能になる

1. 環境省は、外務省経由で北極評議会「BC及びCH4専⾨家会合（EGBCM: Expert Group on Black 
Carbon and Methane）」に「BC/CH4排出量の年次National Report」を提出。省内所掌の都合上、
複数部局が関わり複雑。ßサブ３森川とGIO（GHGインベントリオフィス）畠中の公式な連
携により、研究側はワンストップ体制で⾏政⽀援が可能に。「東アジア地域におけるBCの収
⽀レポート2024年版」は⽇本の北極外交における主導的貢献。⾕本が委員を務めている。

2. AR7に向けてSLCFインベントリの⽅法論を構築することが正式決定、2023年前半にSLCFイン
ベントリガイドラインの⽬次案が決定されて⽂書作成が早速始まる⾒込み。この動きに⽇本
として遅滞なく、かつ科学的合理性を備えて政策対応するために、早急に準備・検討を開始
する必要。ß⽇本におけるBC (燃焼起源SLCF) のMRVシステムと⽅法論を確⽴し、世界に先駆
けて国内基盤を確⽴、IPCCの動きを先導、GSTのSLCF版に。⾦⾕が委員を務めている。

3. 2021年9⽉に公表されたWHOの新環境基準ガイドライン（PM2.5の⽇平均値15 ug/m3、O3の
季節最⼤値30 ppb）を踏まえ、⽇本におけるオゾンとPM2.5の⼤気環境基準にさらなる国内
および東アジア内の対策の必要性について検討（気候変動政策の観点を加味）

重点課題 主：⑨地球温暖化現象の解明・予測・対策評価
副：⑦気候変動の緩和策に係る研究・技術開発

⾏政要請研究テーマ：（2-3）燃焼起源SLCFの排出量把握と削減効果の評価による気候変動政策⼿段としての可能性探求

24



我が国の温室効果ガス排出量（2019年度確報値）

• 2014年度以降6年連続で減少、1990年度以降最少
• 前年度⽐：エネルギー消費量減少（製造業の⽣産量減少）、電⼒の低炭素化（再エ
ネ拡⼤）による電⼒由来CO2排出量減少

• 2013年度⽐：省エネ、再エネ拡⼤、原発再稼働に伴う電⼒由来のCO2排出量の減少
http://www.nies.go.jp/whatsnew/20210413/20210413.html
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国内インベントリ作成スケジュールと国際動向26

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

FY2015 FY2021FY2018

FY2019 FY2023FY2017 FY2018 FY2021 FY2022FY2020

FY2023 FY2024 FY2025FY2020
FY2021

FY2022

GHGs (CO2, CH4, N2O, …)

Air Pollutants (PM2.5, 
NOx, VOC, SO2, NH3, 
CO à BC…)

SLCF (BC, CO, NOx)

温室効果ガスインベン
トリオフィス(GIO)
（地球環境局、NIES）

環境省PM2.5等⼤気汚染
物質排出インベントリ及
び発⽣源プロファイル
（⽔・⼤気環境局）

北極評議会EGBCMにNational Report提出 IPCC AR7
SLCFの国別
排出量推計

2026 2027

FY2024 FY2025

Global Stocktake

本課題期間

本課題



過去インベントリと将来シナリオ 27
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研究のイメージ図

成果物

IPCC AR7, Arctic Council, Future Earth

燃焼起源SLCFの東アジア国別排出量の迅速把握と⽅法論構築
（代表：国⽴環境研究所、分担：海洋研究開発機構、東京⼤、⽇本⾃動⾞研、電⼒中研、神⼾⼤、北海道⼤）

East Asian BC 
Budget Report 
2024

GHGインベン
トリオフィス

BCインベントリ
国内基盤

(SLCFを⾒据えて)

野外観測による解析

影響解析・分析・評価

政策への⽰唆
（国内・国際）

排出インベントリ修正

気候・⼤気質モデリング

燃焼起源SLCF
BC, CO, NOx …

将来シナリオ
実観測

過去インベントリ
2019
2020
2021
2022
…
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気候変動・⼤気質研究プログラム

プログラム総括 ⾕本 浩志

プロジェクトリーダー
伊藤昭彦、中岡慎⼀郎、町⽥敏暢、⼩倉知夫、池⽥恒平

https://esd.nies.go.jp/ja/climate-change-air-quality/

https://esd.nies.go.jp/ja/climate-change-air-quality/


第５期の主要な目標
30

5年間の達成⽬標
l地球観測データの複合利⽤により、全球規模における温室効果ガス(GHG)吸収・排
出量の推計システムを構築する

l地域・国・都市規模における⼈為起源のGHG及び短寿命気候強制因⼦(SLCF)の排出
量の評価の⽅法論を確⽴して定量的評価を⾏う

l最新の排出量データをもとに気候や⼤気質の変動の再現や将来予測を⾼精度化する
とともに、猛暑や豪⾬、⼤気汚染等「ハザード」に関する基礎データを取得する

これらの取り組みにより
lパリ協定のGHG排出削減⽬標達成度を評価するグローバルストックテイク（2023
年・2028年）

l IPCC AR7で新たに始まるSLCFの国別排出量の推計及び検証（2027年頃）

など、
世界の気候変動に関する政策決定に必要な科学的基盤を提供し、地球の気候と⼤気
質を安定化させる1.5℃⽬標の実現に貢献する



今年度のプログラム概要と計画 31

気候変動・⼤気質研究PG

プロジェクト２
サブ１：SLCF
サブ２：GHG

プロジェクト１
サブ１：陸域・海洋
サブ２：広域⼤気
サブ３：窒素

プロジェクト３
サブ１：気候変動
サブ２：⼤気質変動

GHG及びSLCFについて、国および都市レベルのインベントリを定量的に評価することで削減効果の検証
を早期に⾏うとともに、最新の排出量推計等を考慮したモデリング研究により、気候や⼤気質の変動
に関する再現や将来予測を⾼精度化し、今世紀後半に温室効果ガスの⼈為起源排出量を実質的にゼロ
にする⻑期⽬標に向けた緩和策等の世界の気候変動に関する政策決定に必要な知⾒を提供する

⽬的

l 地球観測のさらなる拡充
l 吸収・排出を扱う解析⼿法の開発
l 地球システムモデルの⾼度化



GHG-SLCFインベントリ⾼度化連携研究グループ

l SLCF⽇本国内インベントリ活動に向けた準備
l GHG-SLCFシナジーによるインベントリ⾼度化
l インベントリ研究と実務の連携
l 情報発信・提⾔
l 関連する国内・国際活動

気候変動 ⼤気汚染
（⼤気質）

l 気候変動・⼤気汚染の要因は主に⼈為起源の排出の増加
l 排出量の把握と対策⇒排出インベントリ⾼度化の必要性
l 2019年：IPCC/SLCFインベントリガイドライン作成の正式決定
⇒早急に国内準備を進める必要性

l 排出インベントリに関する研究を実務に結び付ける必要性

GHG-SLCFインベントリ⾼度化連携研究グループ
（地球システム領域）

(https://esd.nies.go.jp/ja/about/organization/inventory/)

国⽴環境研究所内の研究者に加え、所外の国内関連研究者
とも連携（アジア⼤気汚染研究センター⿊川純⼀（GL）、
⽇本⾃動⾞研究所森川多津⼦、海洋研究開発機構⾦⾕有剛、
地球環境戦略研究機関⽥辺清⼈（敬称略）など）

⿊川純⼀ グループ⻑
排出インベントリ、
⼤気化学モデル、
REAS開発者



2022年度GHG-SLCFインベントリ連携研究グループ
セミナー会合：要点のまとめ

国家排出インベントリの開発：⽇芬相互⽐較より

観測・モデルを⽤いた排出インベントリの評価・検証

l GHG・SLCFインベントリ開発においては、エネルギーデータなどの活動量、各種設定の共通化など、異なる
組織で実施されていても相互連携は必須

l ⼤規模発⽣源に対する排出量推計においては、個別点源の情報を可能な限り落とさずに使⽤できる状態にあ
ることが望ましい

l 主要発⽣源については、国の特性に応じた排出係数の設定が精度向上において重要

l 衛星観測を中⼼とする⼤気観測データの活⽤が重要：未同定発⽣源・吸収源の把握、統計データが不⾜して
いる国の評価・検証、⼤規模発⽣源・点源・⼩国起源排出量の評価・検証など

l 排出量逆推計は、先験情報としての排出インベントリ・観測データ・化学輸送モデルを逆推計モデルでシス
テム的に統合したもの（排出量逆推計の結果は「解」ではない）

l 排出量逆推計では先験情報時点での精度、誤差情報など、排出インベントリからの情報が重要
l 排出インベントリ・観測データ・逆推計結果などを統合し、排出インベントリにどの様にフィードバックさ
せるかの議論は⼗分に進められていない

l 適切な技術の活⽤のため、排出インベントリ・⼤気観測・逆推計を含むモデル研究者間の対話が重要



国内排出インベントリの⾼度化に向けて
−関連する取組みの連携及びデータ・情報の共有−

l 国内排出インベントリに関連する様々な取組み
の連係強化が極めて重要
Ø GHGインベントリの発⽣源・吸収源を扱う担
当室が統合⇒データ整合性の向上等に効果

Ø PM2.5排出インベントリにおいても（GIOとの
連携を含めて）データ・情報の共有を組織的
に⾏うことが必要

Ø DXの動きと連動するなどして、関連データの
統⼀的な管理が進められることが望ましい

l ⼤気汚染物質排出量総合調査（マップ調査）の
活⽤の重要性
Ø PM2.5排出インベントリ精度向上のため、使
⽤⽅法の拡⼤（位置情報等の直接活⽤）に
ついては継続的に議論が必要

Ø 重要データ項⽬の質の向上はGHG・SLCF双
⽅のインベントリの精度向上に寄与する

Ø 燃料消費量から点源レベルのCO2を推計し、
GOSAT-GWの検証等に活⽤することも考えら
れる

上記取組みに加え、環境研究総合推進費などによる
研究活動との連携・成果の活⽤も重要



国内排出インベントリの⾼度化に向けて
−検証・評価における専⾨家・プロジェクト間の連携−

排出
インベントリ ⼤気モデル

モニタリング
（観測）

排出量
逆推計

環境省（政策⽴案・検討会・委員会等）

l 国家排出インベントリについては、精度管理・評価
のプロセスが重要

l 不確実性の⼤きい排出インベントリでは、⼤気モデ
ル・モニタリングデータを⽤いた検証が重要であり、
特に衛星観測データを活⽤した排出量逆推計を⽤い
た検証も有効

l 排出インベントリの更新、モニタリング・⼤気モデ
ル・排出量逆推計を⽤いた検証・評価解析を定常的
に実施する体制を整えることが望ましい
Ø 観測・⼤気モデル・排出量逆推計・排出インベ
ントリの研究者・専⾨家間による対話の場を持
つことが重要

Ø 排出インベントリを使⽤する環境省関連検討
会・委員会などからのフィードバックが得られ
る体制が作られていることが望ましい

Ø 環境研究総合推進費等による最新の研究活動と
の連携、研究成果の活⽤も重要

検証
評価
解析検証 先験

情報

制約
条件

更新値

検証

⼊⼒
データ

計算値

・政策検討に必要となる
データ・情報等の要請
・関連検討会・委員会等
からのフィードバック

最新のデータ・
評価・解析結果等



IPCC/SLCFインベントリガイドラインに
関連する今後の流れと対応

2023
・IPCC第７次評価期間に移⾏
・SLCFインベントリガイド
ライン・スコーピング会合

↓
アウトライン作成・承認

2024-26
執筆・レビュー

2027-
承認・活⽤

注．上は計画ではなく予想

l 2023年7⽉の第59回総会より、IPCCは第７次評価
期間（5-7年間）に移⾏する予定

l 2023年末/2024年初に、SLCFインベントリガイド
ライン・スコーピング会合（ガイドラインのアウ
トラインなどを議論）が開催される予定

l国内インベントリ作成のための準備に加え、SLCF
インベントリガイドラインに、⽇本からのイン
プットを⾏える体制づくりも重要
Ø 2023年5-6⽉頃、 SLCFインベントリガイドライ
ン・スコーピング会合への参加者について、
各国政府に推薦依頼が⼊る予定

Ø 執筆者・データ提供なども、⽇本から多くの
貢献があることが望ましい



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4年 IIAE大気環境総合センター 定期セミナー 

環境省・環境研究総合推進費 新規研究紹介 第 1回 
『タイヤ摩耗粉塵を含む非排気由来の研究と燃焼起源 SLCFの把握と方法論』  

   
主催：一般財団法人大気環境総合センター 

 
本誌の無断転載を禁じます 
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