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熱帯大西洋における
過去60年間の気候変化
赤道東部大西洋の温暖化と貿易風の弱化
IPRC訪問研究員
時長 宏樹（ときなが ひろき）
地球温暖化に伴う気温の上昇や降水量の
長期的な変化に関心が高まる中、私たちが
身近に感じている気候の長期変化は世界中
のどの場所でも同じように起こっているわ
けではありません。例えば、過去数十年の
気温上昇は中高緯度の陸上で大きく、低緯
度で小さいという傾向があるのに対し、わ
ずかに寒冷化している地域も存在します。
それでは海上の気温や海の中の水温はど
うなっているでしょうか？海が地表面の約7
割を覆っていることからも想像できるよう
に、海水温の地域的な長期変化パターンは
大気循環を介して、陸上の気温や降水量の
変化にも大きな影響を及ぼすと考えられて
います。そのため陸上だけでなく海面水温
の長期的な変化傾向を特定する研究が世界
的に行われていますが、それらを時空間的
に不均一な観測データから検出することは
簡単な作業ではありません。特に気候への
影響が大きいと考えられている熱帯海洋上
では、解析に使用する観測データセットに
よって海面水温の長期変化パターンが大き
く異なり、世界各国の研究者によって現在
盛んに議論されています。
我々の研究チームでも同様な研究テーマ
に取り組んでいますが、Nature Geoscience
に今回掲載された論文では、過去の現場観

測データが比較的豊富に存在する熱帯大西
洋にまず着目して、物理的に整合する気候
の長期変化パターンの検出に成功しまし
た。熱帯大西洋の気候変化と聞くと日本人
にはあまり馴染みがないかもしれません
が、この海域を取り囲む近隣諸国にとって
は、農業や水産業に及ぼす影響の大きさか
ら非常に注目されている海域です。
熱帯大西洋における夏季の平均的な海面
水温の分布は、舌のような形状をした冷水
域によって特徴付けられています（図
a）。“Atlantic cold tongue” と呼ばれるこ
の冷水域はアフリカ西岸から西方へ伸びる
ように発達し、低温・小雨というこの地域
における夏季の気候形成に重要な役割を果
たしています。ところが気候の再現実験な
どに用いられている多くの大気海洋結合モ
デルは、この “Atlantic cold tongue” を十
分に再現できないため、モデル計算から得

られた熱帯大西洋域の長期的な気候変化や
その将来予測の信頼性には依然として課題
が残されています。そこで我々はその評価
基準ともなり得る観測事実を得るために、
熱帯大西洋を縦断する主要な船舶航路上の
現場観測データからこの海域における亜表
層（0-400ｍ）水温、海上風、雲量及び降
水の長期変化について（次ページへ）

a. 夏季における熱帯大西洋の平均的な海面水温（カラー）降水帯（陰影）および海上風（矢印）の分布。
b-d. 過去約60年間における海面水温(b)、海上風(c)、および海上雲量と陸上降水(d) の長期的な変化傾
向。西アフリカ沖に張り出している舌のような形をした冷温域 (a) で、貿易風が弱まり、海面水温が 
1.3-1.7℃程度上昇していることが分かる。

 IPRC研究紹介
今回の記事では、IPRCの時長宏樹研究員と
Shang-Ping Xie教授による赤道大西洋におけ
る海面水温の変動に関する研究を紹介します。
この研究は、2011年2月6日発行のNature 
Geoscience誌（電子版）に掲載されました。

時長宏樹研究員
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（前ページから）解析しました。その結
果、この舌のような形状をした冷水域が過
去60年間で著しく温暖化していること、そ
れに伴って、南東から北西方向に吹いてい
る貿易風が弱まり、熱帯収束帯と呼ばれる
東西方向に伸びた大規模な降水帯が南下し
ていることを突き止めました（図b-d）。こ
の降水帯の南下は、20世紀後半に観測され
たサヘル地域の乾燥化やギニア湾沿岸諸国
および赤道アマゾンの降水増加とも整合的
で、これら一連の長期変化パターンは大気
海洋間の相互作用の結果、形成されている
可能性を見出しました。
この論文で克服しなければならなかった
一番の難題は、貿易風の長期変化の検出に
耐え得る海上風速の観測データセットを構
築することでした。実は船舶観測による従
来の海上風速データセットは、20世紀後半
以降、見かけ上の増加傾向を持つことが知
られています。これは船舶に設置している
風速計の高度が船舶の大型化に伴って上昇
しているためで、風速が高度とともに増加
するという一般的な鉛直分布を反映してい
るに過ぎません。この見かけ上の風速増加
は、実際現実に起こっている海上風速の長
期変化よりも非常に大きいため、それを的
確に補正することが物理的に整合する長期
変化傾向を検出する上で不可欠でした。そ
こで我々の研究チームでは風速計の高度補
正に加え、新たに考案した風波の波高デー
タを用いた補正方法を適用することによっ
て、熱帯大西洋における貿易風の弱化を世
界で初めて突き止めました。この補正方法
は他の海洋上でも適用が可能で、気候変化
研究に広く利用される歴史的海上風速デー
タセットとなることを目標に現在も改良を
進めています。
今回の論文では熱帯大西洋に着目しまし
たが、今後は日本を含むアジア諸国の気候
形成とも密接に関連している熱帯太平洋や
熱帯インド洋に対して、同様な研究を行う
予定です。過去を遡って地域的な気候形成
がどのように変化しているかを突き止める
ことは、温暖化予測に用いる気候モデルの
評価だけでなく、生態系の変化や我々人間
活動への影響を評価する上で非常に重要な
研究課題です。依然として克服すべき難題
は数多く残っていますが、過去の観測デー
タとじっくり向き合うというスタンスを崩

さずに、今後も気候学研究に取り組んでい
きたいと思っています。
Tokinaga, H., and S.-P. Xie, 2011: Weakening of 
the equatorial Atlantic cold tongue over  the past 
six decades. Nature Geosci., 4, 222-226, doi:
10.1038/ngeo1078.

ワークショップの開催
北西太平洋における
大気・海洋相互作用と気候変動

2010年12月21日、IPRCにおいて「北西
太平洋における大気・海洋相互作用と気候
変動」に関するワークショップが開催され
ました。現在、日本の科学研究費補助金
「新学術領域研究」の一研究課題として、
北西太平洋を対象域とした中緯度の海流と
大気との相互作用研究が東京大学先端科学
技術研究センターの中村尚教授を中心に進
められており、この研究課題メンバーの
IPRC来訪に併せて本会合を開催しました。
日本から中村尚教授、磯辺篤彦教授（愛媛
大学）、谷本陽一准教授（北海道大学）、
川合義美チームリーダー・野中正見チーム
リーダー・大淵済グループリーダー・田口
文明研究員（JAMSTEC）、見延庄士郎教
授（北海道大学）が参加され、研究計画の
概要やこれまでの研究成果が発表されまし
た。領域・全球モデルや衛星・船舶・ブ
イ・ゾンデ・航空機などを使用した多種多
様な観測により、黒潮・親潮続流域におけ
る大気海洋生態系相互作用に関する研究が
進められていることが紹介されまし
た。IPRC及びハワイ大学からの参加者は、
大気海洋相互作用・10年規模気候変動・東
アジアモンスーンなど、関連する研究の最
新の成果を発表しました。会合の最後に
は、北西太平洋上での共同船舶観測の可能

性を含め、この研究分野における日本と
IPRCとの今後の協力について意見交換が行
われました。

Xie教授がカウアイ島での
テレビ番組撮影に同行

2011年2月19日、カウアイ島で行われた
NHK番組の撮影にIPRCのShang-Ping Xie
教授が同行しました。この番組では、カウ
アイ島で見られる自然の驚異を紹介してお
り、Xie教授は気象の専門家として撮影に協
力し、ガーデンアイランドと呼ばれるこの
島に多くの雨と虹をもたらす山の役割につ
いて番組内で解説を行いました。カウアイ
島の中央に位置するワイアレアレ山は、地
球上で最も雨の多い場所の一つであり、太
平洋の湿気を多く含んだ貿易風が山肌に
沿って上昇するため、山頂付近に長い雨を
もたらします。この雨が川に豊かな水を注
ぎ、農民たちが何世代にも渡ってタロイモ
畑に水を引くことができました。番組は4
月23日に放送され、カウアイの豊かな自然
と珍しい景観が紹介されました。

参考：NHK BSプレミアム 体感! グレートネイ
チャー「雨が創った奇跡の景観～ハワイ・カウア
イ島～」2011年4月23日放送

「北西太平洋における大気・海洋相互作用と気候変動」ワークショップ参加者

背景にハナレイ川とタロイモ畑が見える撮影現場
中央がXie教授
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ホノルル総領事の来訪
2011年3月10日、在ホノルル日本国総領
事館の加茂佳彦総領事がIPRCに来訪されま
した。Kevin Hamilton所長から、IPRC設
立の経緯や長年に渡ってJAMSTECと実施
している共同研究、日本の研究者や研究機
関との交流などについてご説明しました。
加茂総領事は、IPRCが日本人の若手研究員
の育成に貢献しているという側面にも興味
を持たれ、日本人の若手研究員数人と直接
お話になりました。

海洋生態系に関する
JAMSTECとの共同研究

2011年3月上旬、JAMSTEC地球環境変動
領域物質循環研究プログラムの才野敏郎プ
ログラムディレクター、石田明生主任研究
員、笹井義一主任研究員がIPRCに来訪さ
れ、 現在JAMSTECとIPRCが共同で進めて
いる海洋生態系研究について、IPRCの
Kelvin Richards教授、Zuojun Yu研究員、
石津美穂博士研究員、Francois Ascani博士
研究員と打ち合わせが行われました。この
共同研究では、気候変動や海洋循環が海洋

生態系に与える影響について調べており、
打合せでは、JAMSTEC側で実施している
観測とモデルの説明及びIPRC側の研究紹介
があり、今後の展開について意見交換が行
われました。

台風発生と熱帯季節内変動の
関係について意見交換
2011年3月28日から30日にかけて、第13
回最先端高性能計算施設による気候変動と
持続性の次世代モデルに関する国際ワーク
ショップがホノルル市内で開催され、日本
人研究者の方々がワークショップ後にIPRC
に来訪されました。今回来訪されたのは、
佐藤正樹准教授・渡部雅浩准教授（東京大
学大気海洋研究所）、河宮未知生主任研究
員（JAMSTEC地球環境変動領域）、富田
浩文研究員（理化学研究所）で、西部太平
洋域での台風発生と熱帯季節内変動の関係
について、IPRCのKevin Hamilton所長、
菊地一佳研究員と意見交換が行われまし
た。特に、日本への台風上陸数が過去最高
の10個を記録した2004年の事例につい
て、主に観測データの解析に基づき活発な
議論が行われました。今後、雲システム解
像モデルを用いて、2004年のいくつかの台
風発生事例について、再現性、予測可能性
などの研究をさらに発展させることが確認
されました。

IPRC運営委員会の開催
2011年4月18日と19日の両日、IPRC運営
委員会が I P R C で開催されました。 
JAMSTECの白山義久理事と、気候研究の
ためのGCOS/GOOS/WCRP海洋観測パネル
で議長を務めるNASAのEric Lindstrom氏
がこの委員会の共同議長を務め、IPRCの運

営や予算に関わる事柄や研究の進捗・方針
について協議が行われました。

IPRC科学諮問委員会の開催
2011年4月19日から21日にかけて、IPRC
科学諮問委員会（SAC）がIPRCで開催され
ました。SACは、IPRCの研究分野において
国際的に認められた科学者から成る委員会
で、日米それぞれ1名の科学者が共同議長と
なり、IPRCで行われる研究に対し助言を与
えるものです。北海道大学低温科学研究所
の三寺史夫教授と米国国立大気研究セン
ターのClara Deser上席研究員が共同議長を
務め、三日間の会合でIPRCの研究成果や進
捗について検討・協議が行われました。ま
た、IPRC研究計画に掲げられた今後の研究
計画についても議論が行われ、科学的な見
地から様々な助言をいただきました。

左から小坂優博士研究員、時長宏樹研究員、
加茂総領事、Hamilton所長、

尾形友道博士研究員、石津美穂博士研究員

左から石田主任研究員、笹井主任研究員、
Richards教授、石津博士研究員、

才野ディレクター 左から菊地研究員、富田研究員、佐藤准教授、
Hamilton所長、渡部准教授、河宮主任研究員

前列左から、木本徹国際担当役（JAMSTEC事
業推進部）、今脇資郎センター長（JAMSTEC
地球情報研究センター）、白山義久理事、Eric 
L i n d s t r om氏、Howa r d D i amond氏
（NOAA）、 馬場千尋事務主事（JAMSTEC
国際課）、後列左から、Kevin Hamilton所長
（IPRC）、Brian Taylor学部長（ハワイ大学
SOEST）、赤澤克文課長・磯野哲郎事務主任
（JAMSTEC国際課）

前列左から、Deser上席研究員、三寺教授、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）、後列左
から、Kevin Hamilton所長（IPRC)、Leo Oey氏
（プリンストン大学）、里村雄彦教授（京都大学
大学院理学研究科）、Harry Hendon主任研究員
（オーストラリア気象局）、Duane Waliser主任
研究員（NASAジェット推進研究所）、Rong Fu
教授（テキサス大学）
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IPRCに来訪・滞在された方々や現在滞在されて
いる方々をご紹介します。

北海道大学の堀之内准教授の来訪
重力波の生成に関する研究
2011年3月、北海道大学大学院環境科学
院の堀之内武准教授がIPRCに来訪されまし
た。堀之内准教授は、大気大循環と重力波
の生成について研究を行われており、関連
する研究を進めるIPRCのShang-Ping Xie教
授、菊地一佳研究員、小坂優博士研究員と
意見交換を行われました。また、IPRC及び
ハワイ大学地球科学技術学部の職員・学生
を対象に大気大循環モデルを使ったハド
レー循環に関する研究発表も行われました。

JAMSTEC近本研究員の滞在
最終氷期最寒期の炭素の行方を追って
2010年10月より6ヶ月間、JAMSTEC地
球環境変動領域の近本めぐみ研究員がIPRC
に滞在され、IPRCのAxel Timmermann教
授らと共に、最終氷期最寒期における海洋
炭素循環に関する研究を行われました。こ
の研究には、東京大学大気海洋研究所・国
立環境研究所・JAMSTECが開発した大気
海洋結合モデルMIROCが使われ、解析結果
から、氷期-間氷期サイクルの大気中二酸化
炭素濃度の変動は、水温低下による溶解度
変化の効果が最も大きく、北大西洋の深層

循環の弱化や海氷の拡大による寄与は小さ
い、という結果が得られました。今後この
研究チームでは、氷期の海洋の成層化や北
太平洋循環の変化に対する海洋炭素循環の
応答に注目し研究を進める予定です。
（詳しくは、IPRC Climate Vol.11, No.1をご覧
ください。）

JAMSTEC/MRI村上研究員の滞在
温暖化する気候での熱帯低気圧

JAMSTEC／気象研究所（MRI）の村上裕
之研究員が2010年11月から2月までIPRCに
滞在され、IPRCのBin Wang教授と共に熱
帯低気圧に関する研究を行われました。こ
の研究についてまとめられた論文※では、
大規模な上昇流が弱化することによって西
部北太平洋で熱帯低気圧が減少するとの予
測が発表されました。また、下層の渦度が
強化し、鉛直シアが現在よりもさらに東で
弱まることが予想されるため、熱帯低気圧
の最盛期には発生域が東へ移動する可能性
があることも明らかになりました。
!Murakami, Hiroyuki, Bin Wang, and Akio 
Kitoh, 2011: Future Change of Western North 
Pacific Typhoons: Projections by a 20-km-Mesh 
Global  Atmospheric Model. J. Climate, 24, 
1154–1169

JAMSTEC田口研究員の滞在
JAMSTEC地球シミュレータセンターの田
口文明研究員が2010年12月より3ヶ月
間、IPRCに滞在されました。田口研究員
は、地球シミュレータセンターで開発され
た大気海洋結合モデルCFESを用い、日本付
近及び北太平洋の主要な気候変動現象につ
いて研究を行われており、IPRC滞在中は
Shang-Ping Xie教授、Niklas Schneider准
教授、古恵亮研究員らと議論を重ね、海洋
東西流ジェットの大気海洋相互作用や北太
平洋十年規模変動に関する研究を実施され

ました。これらの研究は、CFESのモデル評
価に役立つと同時に、観測可能な物理量や
データの長さに制約のある観測データに物
理的な解釈を付け加えられるという点で今
後期待されます。

熊本高等専門学校 岩尾講師が
IPRCに長期滞在
2011年4月より一年間の予定で、熊本高
等専門学校講師の岩尾航希さんがIPRCに滞
在されています。岩尾さんは以前、東京大
学気候システム研究センター（現在の同大
学大気海洋研究所気候システム研究系）に
在籍され、これまで比較的スケールの大き
い大気現象について力学的に研究されてき
ました。近年は、日本付近で急激に発達す
る「爆弾低気圧」の長期変化について研究
を行われており、この研究を更に発展させ
るため、在外研究員としてIPRCに滞在し
Kevin Hamilton教授と共に研究を進められ
ています。IPRCでは、他の研究者との交流
を通しこの分野の知識を深め、新たな課題
にも取り組んで行かれる予定です。

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。

ハワイ大学国際太平洋研究センター
International Pacific Research Center (IPRC)
School of Ocean and Earth Science and Technology
University of Hawai‘i at M!noa
1680 East-West Road, Honolulu, HI 96822 USA    

http://iprc.soest.hawaii.edu

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、日本に関連の深いトピックスを中心に紹介しています。　
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。

左から、Schneider准教授、田口研究員、Xie教授

左から、Xie教授、堀之内准教授、
菊地研究員、小坂博士研究員

岩尾さん（左）とHamilton教授

http://iprc.soest.hawaii.edu
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