
IPCC・WCRP・IGBP
合同ワークショップ開催
2009年3月3日から6日まで、ハワイ大

学で、IPCC（気候変動に関する政府間パ
ネル）・WCRP（世界気候研究計画）・
IGBP（地球圏̶生物圏国際協同研究計
画）合同のワークショップが開催されま
した。

このワークショップでは、IPCCの第5
次評価報告書（AR5）に向けた新たな科
学研究の方向性とその研究活動につい
て、世界各国から集まった気候研究の専
門家たちが発表と議論を行いました。

IPRCが開催運営を担当した今回のワー
クショップは、150名を越える参加者が
集う大規模なものとなり、米国海洋大気
庁のSusan Solomon上席研究員や米国国
立大気研究センターのGerald Meehl上席
研究員が中心となって会議が進められま
した。4日間に及ぶ開催期間に7つのセッ
ションが設けられ、観測・異常気象と地
域的気候変化・10年規模の予測と気候変
動・モデルの評価と統合など各分野の専
門家が最新の研究成果と今後の展望につ
いて議論を交わしました。
日本からも専門家数名の参加があり、

気象研究所気候研究部の鬼頭昭雄部長
は、21世紀気候変動予測革新プログラム
の研究である「超高解像度大気モデルに
よる将来の極端現象の変化予測」につい
て発表を行われました。

会議の最終日には、IPCCのThomas 
Stocker博士、IGBPのKathy Hibbard博
士、WCRPのVenkatachalam Ramaswamy
博士による声明が発表され、世界各国の報
道機関に配信されました。

IPRC研究員が日本で研究発表
IPRCのKevin Hamilton暫定所長は、

2009年3月16日にJAMSTEC横浜研究所
で開催された「平成20年度 地球環境観測
研究センター／地球環境フロンティア研
究センター（FRCGC）合同成果発表会」
に参加し、IPRCでの研究成果を報告しま
した。

翌17日には、JAMSTECのFRCGCとア
プリケーションラボが主催する、エル
ニーニョ現象やインド洋ダイポールモー
ド現象を中心とする短期気候変動のメカ
ニズムと予測に関するワークショップが
開催され、IPRCのShang-Ping Xie教授と 
Tangdong Qu研究員が参加し、最新の研
究成果を発表しました。

IPRC研究員がJAMSTECに滞在
2009年3月、IPRCの菊地一佳研究員と

梶川義幸研究員がJAMSTEC横浜研究所に
約1週間滞在しました。この滞在では、
JAMSTEC地球環境フロンティア研究セン
ター（4月より地球環境変動領域）の那須
野智江研究員をはじめ、同センターの研
究員の方々と、熱帯の対流活動やアジア
モンスーンに関する議論を行い、また全
球雲解像モデルNICAMについて、最新の
知識を学びました。滞在期間中、NICAM
共同研究会合が開催され、同じ分野を専
門とする研究員の方々と意見交換を行い
ました。今回の研究交流は、機関の枠を超
えた協力関係を促進し研究活動を発展させ
る上で非常に有意義な機会となりました。

JAMSTECと新たな協力協定を締結
2009年4月、ハワイ大学とJAMSTEC

は、新たに5年間の共同研究協力協定を締
結しました。この協定は、IPRCにおいて
日米共同で実施される地球環境とその変
動に関する研究の枠組みを定めるもので
す。IPRCは、気候系の変動について理解
を深め予測を向上させるため、この新た
な協力協定の下、JAMSTECと協力して更
なる研究活動の推進を目指します。
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北太平洋亜熱帯前線の研究
東京海洋大学海洋工学部海事システム工学科
准教授　小橋 史明（こばし ふみあき）

この度、「北太平洋亜熱帯前線の解析
的研究」という題目で日本海洋学会岡田
賞を受賞させていただきました。学生時
代から今日に至るまで、亜熱帯前線の研
究に取り組んできましたが、特にIPRC滞
在中に行った研究やその時に得たアイデ
アによって研究が進展し、大きな成果を
得られたことが、今回の受賞に結びつい
たと感じています。

北太平洋亜熱帯前線は、亜熱帯循環系
内部の西部から中央部にかけて見られる
亜表層の水温および密度の前線で、亜熱
帯反流と呼ばれる東向きの浅い海流を
伴っています。この海流は、大規模な海
上風分布から期待される西向きの流れに
逆行しているため、謎の海流として研究
者の注目を集めてきました。
学位取得後の2002年4月に地球フロン

ティア研究システム※に就職し、すぐに派
遣研究員としてIPRCに着任しました。
IPRCでは、三寺史夫グループリーダー
（現在、北海道大学教授）とShang-Ping 
Xie教授と亜熱帯前線の形成機構について
調べました。まず、亜熱帯前線を分解で
きる高解像度の海洋気候値を新たに作成
しました。この気候値の解析により、北
太平洋には三つの異なる亜熱帯前線が存
在し、これらの亜熱帯前線は、亜熱帯
モード水（モード水：海水特性の鉛直一
様性で特徴付けられる水塊）と中央モー
ド水によって維持・形成されていること
を明らかにしました。従来の海洋学では
水塊は海流によって形成域から一方的に
運ばれることになっていますが、この研
究はモード水のような水塊の移動によっ
て海流が生じることを観測から示し、画

期的な成果となりました。
亜熱帯域の大規模海上風場は、偏西風
と貿易風から成る高気圧性のカール（回
転）で特徴付けられます。ところが、大
気海洋結合モデルの出力を解析している
時に、高気圧性カールが亜熱帯前線に
沿って弱いことに気がつきました。

（次ページへ続く）

ハワイ大学国際太平洋研究センター（IPRC）は、アジア・太平洋地域を中心に地球環境とその変動に関する研究を行っています。このニュースレターでは、最新トピッ
クスやIPRCに関わりのある方々からの寄稿文を紹介しています。ニュースレターの送付または停止の希望、住所変更等については、keiko2@hawaii.edu までお知らせ
ください。

衛星観測による5月平均の風応力カールと海面水温。
北緯25度付近に海面水温前線に沿う風カールの谷が見られる。

IPRC滞在中の小橋准教授（右端）

2003年IPRCシンポジウム、二列目中央が小橋准教授

Hamilton暫定所長による発表の様子

NICAM共同利用に関する会合の様子
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ワークショップ会場

ワークショップ参加者

気象研究所 鬼頭部長

以下の記事は、東京海洋大学の小橋史明准教授から寄稿していただきました。IPRCに2002年から2004年まで研究員として在籍された小橋准教授は、今年4月に日本
海洋学会岡田賞を受賞され、この機会にこれまでの研究活動について紹介していただきました。

IPRCは、独立行政法人海洋研究開発機構、
NASA、NOAA、ハワイ大学から研究費援助
を受け、研究活動を実施しています。
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プリンストン大学真鍋博士の来訪
　2009年2月24日、地球温暖化予測研究
の第一人者であるプリンストン大学上席
研究員の真鍋淑郎博士がIPRCに来訪され
ました。今回の来訪では、現在IPRCで実
施している研究課題について研究者と個
別に議論を行われ、数々の助言をいただ
きました。

　日本人ポスドク研究員らも意見を交わ
す機会に恵まれ、気候数値モデルの開発
者として世界的に知られる真鍋博士から
直接助言を受けたことは、若手研究員に
とって非常に貴重で刺激的な体験となり
ました。

JAMSTEC研究員の来訪
　2009年1月から2月にかけて、独立行政
法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）地球
シミュレータセンターの大淵済グループ
リーダーがIPRCに滞在されました。
　大淵博士は、長年にわたってIPRCの
Kevin Hamilton教授と高解像度全球大気
モデルを用いた再現実験の解析を行われ
ており、引き続き共同研究を進めるため
今回の滞在となりました。

　また2月には、地球環境フロンティア研
究センター（4月より地球環境変動領域）
の石田明生研究員と笹井義一研究員が来
訪されました。現在JAMSTECとIPRC
は、東部熱帯太平洋やアラビア海におけ
る海洋生態系に関する研究を行ってお
り、今回の来訪では、最新の研究成果や
今後の展望のについて、Kelvin Richards
教授との議論が取り交わされました。 

北海道大学からの派遣大学院生、
IPRCに滞在
　2007年度から北海道大学大学院環境科
学院に所属する大学院生をIPRCへ派遣す
るプログラムが始まり、これを利用して
2009年1月から3月まで、同大学院博士課
程１年の吉田康平さんがIPRCに滞在され
ました。

　吉田さんは、海面水温が熱帯の対流圏
界面へ及ぼす影響について取り組まれて
おり、今回の滞在では、Kevin Hamilton
教授の指導のもと、特に成層圏QBO（準
2年周期振動）が熱帯の対流圏界面へ及ぼ
す影響について研究を行われました。
　滞在期間中は、IPRCの研究員との意見
交換やハワイ大学海洋地球科学技術学部
での講義の聴講を行い、滞在の終盤には

「Role of the vertical eddy heat flux 
in the tropical tropopause temperature 
variation」という題で研究発表を実施さ
れました。

Brian Hoskins博士の来訪
　2009年3月11日から13日にかけて、ロ
ンドンインペリアルカレッジのBr ian 
Hoskins博士がIPRCに来訪されました。

　大気力学の世界的権威であるHoskins博
士は、三日間の滞在期間中、「理想化した
大気循環モデルによるストームトラックの
理解」という題で研究発表を実施され、ま
たIPRC研究者によるアジア・太平洋地域
の気候プロセスに関するミニシンポジウム
への参加、個別の研究者との意見交換な
ど、精力的に日程をこなされました。

I P R C N E W S L E T T E R

Hamilton暫定所長と 真鍋博士（右）
左からRichards教授、笹井研究員、石田研究員

このような風カールの谷は、実は、1960
年代後半に東京大学の吉田耕造先生らに
よって指摘されていました。 吉田先生ら
は、この風カールの谷が風成的に亜熱帯
反流を駆動していると考えましたが、 こ
のメカニズムは否定され、風カールの谷
自体を追認する研究はこれまで全く行わ
れていませんでした。
　風カールの谷を見つけたとき、直感的
に、これは大気が海洋に応答して生じて
いるに違いないと思いました。この考え
を、Xie教授に話したところ、とても興味
を持っていただき、研究が始まりまし
た。IPRCは、大気海洋相互作用の分野に
おいて、世界をリードする成果を挙げて
おり、このような環境の中にいたからこ
そ、「海洋から大気」という新しい着想
を得ることができたと思います。

2004年4月に東京海洋大学に移ってか
らも、Xie教授と連絡を取りながら研究を
続けました。その結果、亜熱帯前線上の
風カールの谷は、衛星観測にも見られる
特徴で、海面水温の亜熱帯前線によって
維持される傾圧性の強い大気で発達する
低気圧性の擾乱によって形成されること
がわかりました。この研究により、亜熱
帯前線の研究は大気海洋相互作用という
新しい展開を迎えています。
今後は、風カールの谷が亜熱帯前線の
変動に及ぼす影響や海洋循環における
モード水の力学的役割について、IPRCの
研究者と協力しながら研究を進めて行き
たいと考えています。
※地球フロンティア研究システムは、海洋研究開発
機構地球環境フロンティア研究センターを経て、
2009年4月、同機構地球環境変動領域に改組。

東京海洋大学 小橋准教授が
日本海洋学会岡田賞受賞
　今回記事を寄稿してくださった小橋史
明准教授は、この春日本海洋学会岡田賞
（2009年）を受賞されました。
　岡田賞は、海洋学において顕著な学術

業績を挙げた学会
員に贈られる賞で
す。IPRCに在籍さ
れたことのある小
橋准教授の岡田賞
受賞は、IPRCの
研究者にとっても
非常に喜ばしく、
大きな励ましとな
りました。

IPRC諮問委員会の開催
　2008年12月8日から10日の三日間、
IPRC科学諮問委員会※の会合がIPRCで開
催されました。
　委員会の共同議長である米国国立大気
研究センターのGerald Meehl上席研究員
および北海道大学低温科学研究所の三寺
史夫教授をはじめ、委員の日比谷紀之教
授（東京大学大学院理学系研究科）、久
保田雅久教授（東海大学海洋学部）、木
本昌秀教授（東京大学気候システム研究
センター）、Peter Cornillon教授（ロー
ドアイランド大学）、Roberto Mechoso
教授（カリフォルニア大学ロサンジェル
ス校）、Susan Wijffels博士（オーストラ
リア連邦科学産業研究機構）に出席いた
だき、現在IPRCで実施されている研究活
動について、科学的な見地から助言をい
ただきました。

　この会合での助言を受け、IPRCでは今
後の活動方針をあらためて検討し、より
貢献度の高い研究成果の創出を目指しま
す。
※IPRC科学諮問委員会（IPRC Science Advisory 
Committee）は、IPRCの科学的諮問機関であり、
IPRCの研究対象に関連する科学分野において国際的
な業績のある科学者から成る委員会です。日米それ
ぞれ１名の科学者が共同で議長となり、定期的に会
合を開催し、IPRCの研究計画とその活動に対し助言
を与えます。

北海道大学 三寺教授によるセミナー
　北海道大学低温科学研究所の三寺史夫
教授が来訪し、2008年12月12日「オ
ホーツク海の熱塩循環の数値実験」とい
う題で研究発表されました。
　この発表会は、ハワイ大学海洋地球科
学技術学部の研究者や大学院生を対象に
定期的に開催されるものです。参加した
研究者や大学院生と活発な質疑応答が行
われ、充実した発表会となりました。

北海道大学 青木研究員の研究発表
　北海道大学大学院理学研究院の青木邦
弘ポスドク研究員が、2009年1月20日
IPRCで研究発表
を 行 わ れ ま し
た。「高解像度
海洋循環モデル
における渦熱輸
送量」という題
名で発表され、
参加者との積極
的な意見交換が
行われました。
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受賞式後の小橋准教授

三寺教授によるセミナーの様子

2004年春、IPRC滞在を終え、日本帰国を目前に。
Julian McCreary教授（中央）、
早稲田卓爾研究員（右端）と共に。

IPRC諮問委員会委員の方々

発表中の青木研究員

Hoskins博士を交え開催されたミニシンポジウム
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Hamilton教授と吉田さん（右）

研究発表を行う吉田さん

滞在中の大淵グループリーダー（左から二人目）

Hoskins博士
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理解」という題で研究発表を実施され、ま
たIPRC研究者によるアジア・太平洋地域
の気候プロセスに関するミニシンポジウム
への参加、個別の研究者との意見交換な
ど、精力的に日程をこなされました。

I P R C N E W S L E T T E R

Hamilton暫定所長と 真鍋博士（右）
左からRichards教授、笹井研究員、石田研究員

このような風カールの谷は、実は、1960
年代後半に東京大学の吉田耕造先生らに
よって指摘されていました。 吉田先生ら
は、この風カールの谷が風成的に亜熱帯
反流を駆動していると考えましたが、 こ
のメカニズムは否定され、風カールの谷
自体を追認する研究はこれまで全く行わ
れていませんでした。
　風カールの谷を見つけたとき、直感的
に、これは大気が海洋に応答して生じて
いるに違いないと思いました。この考え
を、Xie教授に話したところ、とても興味
を持っていただき、研究が始まりまし
た。IPRCは、大気海洋相互作用の分野に
おいて、世界をリードする成果を挙げて
おり、このような環境の中にいたからこ
そ、「海洋から大気」という新しい着想
を得ることができたと思います。

2004年4月に東京海洋大学に移ってか
らも、Xie教授と連絡を取りながら研究を
続けました。その結果、亜熱帯前線上の
風カールの谷は、衛星観測にも見られる
特徴で、海面水温の亜熱帯前線によって
維持される傾圧性の強い大気で発達する
低気圧性の擾乱によって形成されること
がわかりました。この研究により、亜熱
帯前線の研究は大気海洋相互作用という
新しい展開を迎えています。
今後は、風カールの谷が亜熱帯前線の
変動に及ぼす影響や海洋循環における
モード水の力学的役割について、IPRCの
研究者と協力しながら研究を進めて行き
たいと考えています。
※地球フロンティア研究システムは、海洋研究開発
機構地球環境フロンティア研究センターを経て、
2009年4月、同機構地球環境変動領域に改組。

東京海洋大学 小橋准教授が
日本海洋学会岡田賞受賞
　今回記事を寄稿してくださった小橋史
明准教授は、この春日本海洋学会岡田賞
（2009年）を受賞されました。
　岡田賞は、海洋学において顕著な学術

業績を挙げた学会
員に贈られる賞で
す。IPRCに在籍さ
れたことのある小
橋准教授の岡田賞
受賞は、IPRCの
研究者にとっても
非常に喜ばしく、
大きな励ましとな
りました。

IPRC諮問委員会の開催
　2008年12月8日から10日の三日間、
IPRC科学諮問委員会※の会合がIPRCで開
催されました。
　委員会の共同議長である米国国立大気
研究センターのGerald Meehl上席研究員
および北海道大学低温科学研究所の三寺
史夫教授をはじめ、委員の日比谷紀之教
授（東京大学大学院理学系研究科）、久
保田雅久教授（東海大学海洋学部）、木
本昌秀教授（東京大学気候システム研究
センター）、Peter Cornillon教授（ロー
ドアイランド大学）、Roberto Mechoso
教授（カリフォルニア大学ロサンジェル
ス校）、Susan Wijffels博士（オーストラ
リア連邦科学産業研究機構）に出席いた
だき、現在IPRCで実施されている研究活
動について、科学的な見地から助言をい
ただきました。

　この会合での助言を受け、IPRCでは今
後の活動方針をあらためて検討し、より
貢献度の高い研究成果の創出を目指しま
す。
※IPRC科学諮問委員会（IPRC Science Advisory 
Committee）は、IPRCの科学的諮問機関であり、
IPRCの研究対象に関連する科学分野において国際的
な業績のある科学者から成る委員会です。日米それ
ぞれ１名の科学者が共同で議長となり、定期的に会
合を開催し、IPRCの研究計画とその活動に対し助言
を与えます。

北海道大学 三寺教授によるセミナー
　北海道大学低温科学研究所の三寺史夫
教授が来訪し、2008年12月12日「オ
ホーツク海の熱塩循環の数値実験」とい
う題で研究発表されました。
　この発表会は、ハワイ大学海洋地球科
学技術学部の研究者や大学院生を対象に
定期的に開催されるものです。参加した
研究者や大学院生と活発な質疑応答が行
われ、充実した発表会となりました。

北海道大学 青木研究員の研究発表
　北海道大学大学院理学研究院の青木邦
弘ポスドク研究員が、2009年1月20日
IPRCで研究発表
を 行 わ れ ま し
た。「高解像度
海洋循環モデル
における渦熱輸
送量」という題
名で発表され、
参加者との積極
的な意見交換が
行われました。

I P R C N E W S L E T T E R

受賞式後の小橋准教授

三寺教授によるセミナーの様子

2004年春、IPRC滞在を終え、日本帰国を目前に。
Julian McCreary教授（中央）、
早稲田卓爾研究員（右端）と共に。

IPRC諮問委員会委員の方々

発表中の青木研究員

Hoskins博士を交え開催されたミニシンポジウム
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Hamilton教授と吉田さん（右）

研究発表を行う吉田さん

滞在中の大淵グループリーダー（左から二人目）

Hoskins博士



IPCC・WCRP・IGBP
合同ワークショップ開催
2009年3月3日から6日まで、ハワイ大

学で、IPCC（気候変動に関する政府間パ
ネル）・WCRP（世界気候研究計画）・
IGBP（地球圏̶生物圏国際協同研究計
画）合同のワークショップが開催されま
した。

このワークショップでは、IPCCの第5
次評価報告書（AR5）に向けた新たな科
学研究の方向性とその研究活動につい
て、世界各国から集まった気候研究の専
門家たちが発表と議論を行いました。

IPRCが開催運営を担当した今回のワー
クショップは、150名を越える参加者が
集う大規模なものとなり、米国海洋大気
庁のSusan Solomon上席研究員や米国国
立大気研究センターのGerald Meehl上席
研究員が中心となって会議が進められま
した。4日間に及ぶ開催期間に7つのセッ
ションが設けられ、観測・異常気象と地
域的気候変化・10年規模の予測と気候変
動・モデルの評価と統合など各分野の専
門家が最新の研究成果と今後の展望につ
いて議論を交わしました。
日本からも専門家数名の参加があり、

気象研究所気候研究部の鬼頭昭雄部長
は、21世紀気候変動予測革新プログラム
の研究である「超高解像度大気モデルに
よる将来の極端現象の変化予測」につい
て発表を行われました。

会議の最終日には、IPCCのThomas 
Stocker博士、IGBPのKathy Hibbard博
士、WCRPのVenkatachalam Ramaswamy
博士による声明が発表され、世界各国の報
道機関に配信されました。

IPRC研究員が日本で研究発表
IPRCのKevin Hamilton暫定所長は、

2009年3月16日にJAMSTEC横浜研究所
で開催された「平成20年度 地球環境観測
研究センター／地球環境フロンティア研
究センター（FRCGC）合同成果発表会」
に参加し、IPRCでの研究成果を報告しま
した。

翌17日には、JAMSTECのFRCGCとア
プリケーションラボが主催する、エル
ニーニョ現象やインド洋ダイポールモー
ド現象を中心とする短期気候変動のメカ
ニズムと予測に関するワークショップが
開催され、IPRCのShang-Ping Xie教授と 
Tangdong Qu研究員が参加し、最新の研
究成果を発表しました。

IPRC研究員がJAMSTECに滞在
2009年3月、IPRCの菊地一佳研究員と

梶川義幸研究員がJAMSTEC横浜研究所に
約1週間滞在しました。この滞在では、
JAMSTEC地球環境フロンティア研究セン
ター（4月より地球環境変動領域）の那須
野智江研究員をはじめ、同センターの研
究員の方々と、熱帯の対流活動やアジア
モンスーンに関する議論を行い、また全
球雲解像モデルNICAMについて、最新の
知識を学びました。滞在期間中、NICAM
共同研究会合が開催され、同じ分野を専
門とする研究員の方々と意見交換を行い
ました。今回の研究交流は、機関の枠を超
えた協力関係を促進し研究活動を発展させ
る上で非常に有意義な機会となりました。

JAMSTECと新たな協力協定を締結
2009年4月、ハワイ大学とJAMSTEC

は、新たに5年間の共同研究協力協定を締
結しました。この協定は、IPRCにおいて
日米共同で実施される地球環境とその変
動に関する研究の枠組みを定めるもので
す。IPRCは、気候系の変動について理解
を深め予測を向上させるため、この新た
な協力協定の下、JAMSTECと協力して更
なる研究活動の推進を目指します。

I P R C N E W S L E T T E R N E W S L E T T E R

国 際 太 平 洋 研 究 セ ン タ ー Summer 2009

北太平洋亜熱帯前線の研究
東京海洋大学海洋工学部海事システム工学科
准教授　小橋 史明（こばし ふみあき）

この度、「北太平洋亜熱帯前線の解析
的研究」という題目で日本海洋学会岡田
賞を受賞させていただきました。学生時
代から今日に至るまで、亜熱帯前線の研
究に取り組んできましたが、特にIPRC滞
在中に行った研究やその時に得たアイデ
アによって研究が進展し、大きな成果を
得られたことが、今回の受賞に結びつい
たと感じています。

北太平洋亜熱帯前線は、亜熱帯循環系
内部の西部から中央部にかけて見られる
亜表層の水温および密度の前線で、亜熱
帯反流と呼ばれる東向きの浅い海流を
伴っています。この海流は、大規模な海
上風分布から期待される西向きの流れに
逆行しているため、謎の海流として研究
者の注目を集めてきました。
学位取得後の2002年4月に地球フロン

ティア研究システム※に就職し、すぐに派
遣研究員としてIPRCに着任しました。
IPRCでは、三寺史夫グループリーダー
（現在、北海道大学教授）とShang-Ping 
Xie教授と亜熱帯前線の形成機構について
調べました。まず、亜熱帯前線を分解で
きる高解像度の海洋気候値を新たに作成
しました。この気候値の解析により、北
太平洋には三つの異なる亜熱帯前線が存
在し、これらの亜熱帯前線は、亜熱帯
モード水（モード水：海水特性の鉛直一
様性で特徴付けられる水塊）と中央モー
ド水によって維持・形成されていること
を明らかにしました。従来の海洋学では
水塊は海流によって形成域から一方的に
運ばれることになっていますが、この研
究はモード水のような水塊の移動によっ
て海流が生じることを観測から示し、画

期的な成果となりました。
亜熱帯域の大規模海上風場は、偏西風
と貿易風から成る高気圧性のカール（回
転）で特徴付けられます。ところが、大
気海洋結合モデルの出力を解析している
時に、高気圧性カールが亜熱帯前線に
沿って弱いことに気がつきました。

（次ページへ続く）

ハワイ大学国際太平洋研究センター（IPRC）は、アジア・太平洋地域を中心に地球環境とその変動に関する研究を行っています。このニュースレターでは、最新トピッ
クスやIPRCに関わりのある方々からの寄稿文を紹介しています。ニュースレターの送付または停止の希望、住所変更等については、keiko2@hawaii.edu までお知らせ
ください。

衛星観測による5月平均の風応力カールと海面水温。
北緯25度付近に海面水温前線に沿う風カールの谷が見られる。

IPRC滞在中の小橋准教授（右端）

2003年IPRCシンポジウム、二列目中央が小橋准教授

Hamilton暫定所長による発表の様子

NICAM共同利用に関する会合の様子
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ワークショップ会場

ワークショップ参加者

気象研究所 鬼頭部長

以下の記事は、東京海洋大学の小橋史明准教授から寄稿していただきました。IPRCに2002年から2004年まで研究員として在籍された小橋准教授は、今年4月に日本
海洋学会岡田賞を受賞され、この機会にこれまでの研究活動について紹介していただきました。

IPRCは、独立行政法人海洋研究開発機構、
NASA、NOAA、ハワイ大学から研究費援助
を受け、研究活動を実施しています。
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