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ルーイン海流の力学
タスマニア滞在の成果

IPRCアシスタントリサーチャー
古恵 亮（ふるえ りょう）
二月上旬から四月末までの約三ヶ月間、
オーストラリアのタスマニア州の州都ホ
バート市にあるタスマニア大学・海洋南極
研究所（IMAS）に滞在し、インド洋の表
層循環の研究をしました。

ホバート市は端整な文化都市で、英国の
小都市風の落ち着いた佇まい。季節は夏の
終わりから初秋にかけてという、ハワイに
慣れた体には少し寒い、しかし美しい季節
でした。気候のためか、滞在中ずっと至る
所で薔薇や紫陽花が咲き続け、終りかけの
躑躅があるかと思えば、Japanese Mapleと
現地で呼ばれているモミジが色づき始める
という、贅沢な、彩りに満ちた季節でした。

同じ市内に、オーストラリアの海洋研究
の中心となっているCSIROもあり、タスマ
ニア大学の研究者と交流も盛んです。IMAS
では、主に Jessica Benthuysen、Helen 
Phillips、Nathan Bindoff、さらに、同時

期にIMASに滞在したIPRCのJay McCreary
と協力して、ルーイン海流の力学を調べま
した。ルーイン海流は、オーストラリアの
西海岸、即ちインド洋東岸に沿って、極向
きに流れる表層海流です（図１・２参
照）。他の海洋での東岸境界流は風の方向
と同じで赤道向きなのですが、ルーイン海
流は極向きに流れる点で珍しい海流です。

他の東岸境界流との違いは、ルーイン海
流が極向きの海面高度勾配や海面密度勾配
に駆動されていると考えると説明できそう
です。南東インド洋ではこの勾配が他の海
洋に比べ著しく大きいのです。従来は、こ
の勾配に伴う圧力と海底摩擦が釣り合うよ
うに東岸に出来る極向きの流れがルーイン
海流であると説明されてきました。表層で
摩擦が可能なのは岸の側だけですから、岸
に沿っているという訳です。しかし、そう
いう釣り合いが有りそうだという以上の説
明はなく、閉じた力学的モデルもありませ

んでした。そこで、（１）駆動力は本当に
このような勾配なのか？（２）東岸に流れ
を補足する機構は何か？本当に摩擦は必要
なのか？の二点を力学的にはっきりさせる
ことを目的としました。

今回の滞在では、主にBenthuysenさんと
協力して海洋大循環モデルを理想的な地形・
外力の下で駆動し、ルーイン海流の力学を
明らかにする計画でした。（次ページへ）

Visitors
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。

NCAR 奥村研究員の来訪
2011年5月、米国国立大気研究センター
（NCAR）の奥村夕子研究員（現在テキサ
ス大学オースティン校地球物理学研究所に
所属）がIPRCに来訪され、南極の氷床コア
データを用いた数十年スーケルの気候変動
の解析について発表されました。この研究
では、熱帯域、特に太平洋の海面水温の長
期変動が大気の波動の伝搬を通して南極周
辺の大気循環の変化に大きな影響を及ぼし
ていることが解りました。地球温暖化に伴
い南極氷床が海水面の上昇に大きく寄与し
うることが指摘されており、将来の南極の
気候変化を予測する上で非常に重要な成果
となりました。（この研究は、Nat iona l 
Science Foundationからの助成によりNCARの
Clara Deser上席研究員とDavid Schneiderプロ
ジェクト研究員と共同で行われました。)

また奥村研究員は、IPRCのShang-Ping 
Xie教授の研究グループとの共同研究を進め
ており、同グループの時長宏樹研究員と
は、熱帯太平洋における気候変化のパター
ンを調べています。気候モデル実験によっ
て、地球温暖化に伴う熱帯太平洋の東西大
気循環の弱化が指摘されていますが、
20-21世紀の観測データからは一致した見
解が得られていないため、大気モデルを用

いた実験を進めています。また、同グルー
プの Jimbao Li 博士研究員及び尾形友道博
士研究員と共に、エルニーニョ・南方振動
現象（ENSO）の変調に関する研究を行っ
ており、数十年スケールで変動するENSOの
振幅のメカニズムを解明するため、海洋学と
大気学の両方の視点から解析を進めています。

JAMSTECからの長期研究滞在

2011年10月から12月にかけて、海洋研究
開発機構（JAMSTEC）地球シミュレータセ
ンター（ESC）研究員の吉田（桑野）聡さ
んがIPRCに滞在され、IPRCのShang-Ping 
Xie教授と共に、ESCで開発している大気大
循環モデルAFESと大気海洋結合モデル
CFESを用いた梅雨明けの比較に関する研究
を実施されました。

また、同10月から2012年1月までの予定
で、JAMSTEC地球環境変動領域 研究技術
専任スタッフの富田裕之さんがIPRCに滞在
されています。富田さんは、最近になって
得られた黒潮続流域での大気と海洋及び海
面フラックスの同時観測データを用いて、
海洋フロントが大気と海洋に与える影響に
ついて、Xie教授やその他の研究者らと議論
をしながら研究を進められています。

これらの研究は、JAMSTEC-IPRC Initiative
の枠組みに基づいて実施されており、今後も
両機関間の活発な研究交流により、地球規模

の気候変動の理解やその予測可能性の向上に
繋がる更なる研究の発展が期待されます。

東京大学 佐藤教授と
JAMSTEC 河谷研究員の滞在
大気大循環モデルを使った共同研究の実施

2011年8月、東京大学大気海洋研究所の
佐藤正樹教授がIPRCに滞在され、IPRCの
Yuqing Wang教授、谷口博博士研究員との
協力により、超高解像度大気大循環モデル 
NICAMを使った季節内振動と熱帯低気圧の
再現実験の解析を行われました。滞在中、
佐藤教授は「正20面体格子非静力学大気モ
デルNICAMによる全球非静力学モデル実
験：季節内振動と熱帯低気圧」という題名
で研究発表を実施され、最新の成果を紹介
されました。また、同8月、JAMSTEC地球
環境変動領域の河谷芳雄研究員がIPRCに滞
在され、Kevin Hamilton教授と共に、大気
大循環モデルを使った赤道準2年振動の再現
実験に関する研究を実施されました。

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。

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 Mānoa
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。

 IPRC研究紹介
今回の記事では、IPRCの古恵亮研究員とJay 
McCreary教授によるオーストラリア西海岸に
沿って南下するルーイン海流に関する研究を紹
介します。

図１ 南東インド洋の表層循環の模式図。オーストラリア西海岸に沿って極向き（南向き）に流れるの
がルーイン海流。 Domingues et al. 2007. Deep-Sea Research II 54: 797—817. より。滞在先から眺めたホバート市の風景（撮影：藤原佳代）

Xie教授と奥村研究員（右）

左からWang教授、佐藤教授、河谷研究員、Hamilton教授

左から富田さん、吉田（桑野）さん、Xie教授
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（前ページから）その研究を進めつつ過去の
文献を当たるうちに、非常に簡単な二層モ
デルを使った論文※に行き当たりました。
海洋を密度の軽い上層と重い下層とに分け
るという単純化をしたもので、大循環力学
の解析などに広く使われています。ただ、
その論文で使われていたのは広く使われて
いるものと違い、第一層目に水平密度勾配
を持つものです。その論文は、第一層が海
底斜面に接すると極向きの流れが出来ると
いう解析解を示していました。

特に目を引いたのが、海底摩擦がゼロの
極限でもルーイン海流が出来るということ
が「査読者の質問に応えて」という形でチ
ラッと述べてある部分でした。東岸に流れ
を補足するには摩擦や混合が必要だと思っ
ていた僕達にとっては、この結果は驚きで
した。ただ、その解には問題点が二点あり
ました。一点目は、ベータ効果̶コリオリ
力が緯度によって変わる効果̶を無視して
いること。二点目は、海底摩擦を定式に分
かちがたく含めているため、力学の本質が
見えなくなっている点です。

さらに調べてみますと、この論文の使っ
ている層モデルは伝統的に沿岸海洋学で使
われているもので、ベータ効果を無視し海
底摩擦を重要視するというのも沿岸海洋学
で盛んに用いられる近似のようです。一
方、僕達のグループではここ数年、ほとん
ど同じモデルを外洋の力学の解析に使って
きました。外洋ですから、海底地形を考え

ず、ベータ効果を入れて、混合や摩擦を無
視するという解き方です。

では、海底地形を入れて、「外洋の」解
き方で解くことが出来るか試しにやってみ
ますと、（簡単な海底地形、簡単な海面密
度分布の場合には）見事に解析的に解くこ
とができ、南北密度勾配がある第一層が海
底斜面に接しさえすれば極向きの流れが出
来るという結果を得ました。このことに
よって重要なことが幾つか分かりました
（図３）。

まず、定量的にはベータ効果は大きな影
響はないものの、岸から伝わるベータ効果
による波によって解が全領域に亙って完全
に決まるということがはっきりしました。
例えば、ベータ効果がないと、ルーイン海
流の流量がどのように決まるのかに完全に
答えることができませんが、僕達のモデル
の場合、北端での層厚、海面密度勾配、第
二層の密度から一意に流量が決まることが
分かります。

さらに驚いたことに、ルーイン海流の総
流量は海底斜面の形に依らないことがわか
りました。解析解が得られたからこそ言え
たことです。また、ルーイン海流の流量は
モデル北端の層厚の自乗に比例することが
分かります。とういことは、オーストラリ

ア北海岸の密度躍層が深くなればルーイン
海流が強くなるはずです。さらに、北の密
度躍層は、西太平洋赤道域の密度躍層の深
さと（ロスビー波・ケルヴィン波の伝播を
通じて）強い相関があることから、例え
ば、ラニーニャ時にはルーイン海流が強い
ことが予想されますが、確かに観測でそう
なっています。

定量的には、海底摩擦はルーイン海流に
影響を与えます。しかし、海底摩擦によっ
てルーイン海流は弱まることが示されてお
り、南北圧力勾配と海底摩擦によってルー
イン海流が出来ている訳ではありません。
ルーイン海流は、（１）海面密度勾配に駆
動されており、（２）海底斜面による捕捉
が第一義的である、と言えます。

ルーイン海流の全流量がこの機構で説明
できるとは限りません。太平洋からインド
洋に流れるインドネシア通過流の一部が
ルーイン海流に合流しているとの観測的報
告もあります。そのような他の機構を順次
Benthuysenさんの大循環モデルに導入する
ことで、ルーイン海流の力学をさらに追求
する予定です。 

※ A. J. Weaver and J. H. Middleton. 1989. On the 
dynamics of the Leeuwin Current. Journal of Physical 
Oceanography 19: 626–648. 

尾身幸次STSフォーラム理事長の
IPRC来訪
2011年9月2日、NPO法人STSフォーラム
理事長の尾身幸次氏がIPRCに来訪されまし
た。元衆議院議員で、科学技術政策担当大
臣、財務大臣等を歴任された尾身氏は、
2006年、科学技術と人類の未来に関する科
学者・政策決定者・実業家の国際的なネッ
トワークを構築する目的で、STSフォーラ
ムを設立されました。来訪された尾身氏
に、IPRCのKevin Hamilton所長、Shang-
Ping Xie教授、古恵亮研究員がIPRCにおけ
る研究活動を紹介しました。尾身氏は、日
米の協力によりIPRCで進められている研究
の進展や、これまでIPRCが若手日本人研究
者を専門家として育成する拠点として担っ
てきた役割について、強い関心を示されま
した。

会津大学 三瓶准教授が
気象学会山本・正野賞を受賞
2009年までIPRCに在籍し、現在会津大学
先端情報科学研究センター准教授の三瓶岳
昭氏が日本気象学会の2011年度山本・正野
論文賞を受賞しました。この賞は、基礎研
究・応用技術開発を問わず、優秀な論文を
発表した新進の研究者・技術者に贈られる
もので、三瓶准教授がIPRC在籍中に行った
梅雨の形成に関する研究※が評価され今回
の受賞となりました。

この研究では、梅雨降水帯の形成メカニ
ズムの解明に取り組んでおり、データ解析
により、対流圏中層の水平暖気移流が梅雨
降水帯と一致することが明らかとなりまし
た。また暖気移流は、西からのジェット気
流によって活発化していることがわかり、
この研究により梅雨の形成とジェット気流

の役割について一貫した理解が得られたこ
とは、梅雨の長期変動の理解やモデルによ
る梅雨の再現・将来予測の精度を向上させ
る上で非常に大きな成果となりました。

※ Sampe, T. and S.-P. Xie: Large-scale dynamics of 
the Meiyu-baiu rainband: Environmental forcing by 
the westerly jet. J. Climate, 23 (2010), 113-134. 

第11回 IPRCシンポジウム開催
2011年9月7日、イーストウエストセン
ターにおいて第11回IPRC年次シンポジウム
が開催されました。昨年に引き続きポス
ターセッションを中心に構成された今回の
シンポジウムも、各セッションの前にそれ
ぞれの研究者が与えられた2分間でポス
ターの概要を紹介し、その後セッション会
場に移るという形式で進められ、非常に活
発な議論や意見交換が行われました。ま
た、アジア太平洋データ研究センターは、
保有するデータサーバやデータセットを紹
介しました。2年目を迎えたこの形式での
シンポジウムは、グループの枠を超えた研
究交流や新たな発想を引き出す非常に活気
ある会となりました。（ポスターセッショ
ンの様子は、IPRC Climate Vol.11, No.2, 2011
に掲載されている写真をご覧ください。）

ワークショップの開催
中緯度北太平洋における大気・海洋相互作用

2011年9月15日と16日の両日、IPRCにお
いて「中緯度北太平洋における大気・海洋
相互作用」に関するワークショップが開催
されました。近年の研究で、暖かい黒潮や
メキシコ湾流は膨大な熱や湿気を大気に放
出することにより、対流圏全層に強い影響
を及ぼしていることが明らかとなりまし
た。このような対流圏への影響は、大気循
環の著しい変化を引き起こす可能性が高い
と考えられるため、中緯度の大気・海洋相
互作用の理解は、地域又は全球規模の気候
を知る上で非常に重要です。現在、日本の
科学研究費補助金「新学術領域研究」の研
究課題として、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、北太平洋
の大気・海洋相互作用を理解し、それが気
候に及ぼす影響を明らかにするため研究が
進められています。この研究課題に参加す
る日本人研究者のIPRC来訪に併せて本会合
を開催し、最新の研究成果の発表や今後の
課題や展望についての意見交換が行われま
した。（発表内容について、詳しくはIPRC 
Climate Vol.11, No.2, 2011をご覧くださ
い。）

図２ ルーイン海流を横切る鉛直断面。年平均の
温度（等値線）と南北流速（陰影）。速度は、
温度分布から地衡流計算で求めたもの。南向き
のルーイン海流（青色）が大陸斜面に存在す
る。Feng et al. (2005, Journal of Physical 
Oceanography) の図をBenthuysenが改変した。

図３ 得られた解析解の例。上の
図は、横軸が東西方向、縦軸は南
北方向で、右側にオーストラリア
があることを想定している。南北
方向はおおよそ3500km、東西方
向は約100kmの範囲が描かれて
おり、実際は非常に縦長の領域で
あることに注意。点線は第一層が
着底する場所。色は流線関数を表
し、沖から東向きに流れる緩やか
で幅広い流れが、着底線を横切る
と南向きの狭くて速い流れとな
る。これがルーイン海流を表して
いる。実線は波によって岸から情
報が伝わり解を決めていく経路を
表す。
下の図は南緯35度に沿った鉛直
断面。矢印は東西・鉛直流速を、
色は南北流速を表す。沖から東向
きの流れが来て（右向き矢印）着
底線の岸側で南向きのルーイン海
流（青色）に合流する（上の図も
参照）。ただし、東向きの流れの
うち一部は、ルーイン海流中で沈
降し、沖に向かって西向きに流れ
る。

名古屋大学で開催された
日本気象学会秋季大会での授賞式の様子

左からXie教授、尾身理事長、Hamilton所長、
尾身朝子STSフォーラム秘書室長、古恵研究員

第11回 IPRCシンポジウム参加者

大気・海洋相互作用ワークショップ参加者

わた
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（前ページから）その研究を進めつつ過去の
文献を当たるうちに、非常に簡単な二層モ
デルを使った論文※に行き当たりました。
海洋を密度の軽い上層と重い下層とに分け
るという単純化をしたもので、大循環力学
の解析などに広く使われています。ただ、
その論文で使われていたのは広く使われて
いるものと違い、第一層目に水平密度勾配
を持つものです。その論文は、第一層が海
底斜面に接すると極向きの流れが出来ると
いう解析解を示していました。

特に目を引いたのが、海底摩擦がゼロの
極限でもルーイン海流が出来るということ
が「査読者の質問に応えて」という形でチ
ラッと述べてある部分でした。東岸に流れ
を補足するには摩擦や混合が必要だと思っ
ていた僕達にとっては、この結果は驚きで
した。ただ、その解には問題点が二点あり
ました。一点目は、ベータ効果̶コリオリ
力が緯度によって変わる効果̶を無視して
いること。二点目は、海底摩擦を定式に分
かちがたく含めているため、力学の本質が
見えなくなっている点です。

さらに調べてみますと、この論文の使っ
ている層モデルは伝統的に沿岸海洋学で使
われているもので、ベータ効果を無視し海
底摩擦を重要視するというのも沿岸海洋学
で盛んに用いられる近似のようです。一
方、僕達のグループではここ数年、ほとん
ど同じモデルを外洋の力学の解析に使って
きました。外洋ですから、海底地形を考え

ず、ベータ効果を入れて、混合や摩擦を無
視するという解き方です。

では、海底地形を入れて、「外洋の」解
き方で解くことが出来るか試しにやってみ
ますと、（簡単な海底地形、簡単な海面密
度分布の場合には）見事に解析的に解くこ
とができ、南北密度勾配がある第一層が海
底斜面に接しさえすれば極向きの流れが出
来るという結果を得ました。このことに
よって重要なことが幾つか分かりました
（図３）。

まず、定量的にはベータ効果は大きな影
響はないものの、岸から伝わるベータ効果
による波によって解が全領域に亙って完全
に決まるということがはっきりしました。
例えば、ベータ効果がないと、ルーイン海
流の流量がどのように決まるのかに完全に
答えることができませんが、僕達のモデル
の場合、北端での層厚、海面密度勾配、第
二層の密度から一意に流量が決まることが
分かります。

さらに驚いたことに、ルーイン海流の総
流量は海底斜面の形に依らないことがわか
りました。解析解が得られたからこそ言え
たことです。また、ルーイン海流の流量は
モデル北端の層厚の自乗に比例することが
分かります。とういことは、オーストラリ

ア北海岸の密度躍層が深くなればルーイン
海流が強くなるはずです。さらに、北の密
度躍層は、西太平洋赤道域の密度躍層の深
さと（ロスビー波・ケルヴィン波の伝播を
通じて）強い相関があることから、例え
ば、ラニーニャ時にはルーイン海流が強い
ことが予想されますが、確かに観測でそう
なっています。

定量的には、海底摩擦はルーイン海流に
影響を与えます。しかし、海底摩擦によっ
てルーイン海流は弱まることが示されてお
り、南北圧力勾配と海底摩擦によってルー
イン海流が出来ている訳ではありません。
ルーイン海流は、（１）海面密度勾配に駆
動されており、（２）海底斜面による捕捉
が第一義的である、と言えます。

ルーイン海流の全流量がこの機構で説明
できるとは限りません。太平洋からインド
洋に流れるインドネシア通過流の一部が
ルーイン海流に合流しているとの観測的報
告もあります。そのような他の機構を順次
Benthuysenさんの大循環モデルに導入する
ことで、ルーイン海流の力学をさらに追求
する予定です。 

※ A. J. Weaver and J. H. Middleton. 1989. On the 
dynamics of the Leeuwin Current. Journal of Physical 
Oceanography 19: 626–648. 

尾身幸次STSフォーラム理事長の
IPRC来訪
2011年9月2日、NPO法人STSフォーラム
理事長の尾身幸次氏がIPRCに来訪されまし
た。元衆議院議員で、科学技術政策担当大
臣、財務大臣等を歴任された尾身氏は、
2006年、科学技術と人類の未来に関する科
学者・政策決定者・実業家の国際的なネッ
トワークを構築する目的で、STSフォーラ
ムを設立されました。来訪された尾身氏
に、IPRCのKevin Hamilton所長、Shang-
Ping Xie教授、古恵亮研究員がIPRCにおけ
る研究活動を紹介しました。尾身氏は、日
米の協力によりIPRCで進められている研究
の進展や、これまでIPRCが若手日本人研究
者を専門家として育成する拠点として担っ
てきた役割について、強い関心を示されま
した。

会津大学 三瓶准教授が
気象学会山本・正野賞を受賞
2009年までIPRCに在籍し、現在会津大学
先端情報科学研究センター准教授の三瓶岳
昭氏が日本気象学会の2011年度山本・正野
論文賞を受賞しました。この賞は、基礎研
究・応用技術開発を問わず、優秀な論文を
発表した新進の研究者・技術者に贈られる
もので、三瓶准教授がIPRC在籍中に行った
梅雨の形成に関する研究※が評価され今回
の受賞となりました。

この研究では、梅雨降水帯の形成メカニ
ズムの解明に取り組んでおり、データ解析
により、対流圏中層の水平暖気移流が梅雨
降水帯と一致することが明らかとなりまし
た。また暖気移流は、西からのジェット気
流によって活発化していることがわかり、
この研究により梅雨の形成とジェット気流

の役割について一貫した理解が得られたこ
とは、梅雨の長期変動の理解やモデルによ
る梅雨の再現・将来予測の精度を向上させ
る上で非常に大きな成果となりました。

※ Sampe, T. and S.-P. Xie: Large-scale dynamics of 
the Meiyu-baiu rainband: Environmental forcing by 
the westerly jet. J. Climate, 23 (2010), 113-134. 

第11回 IPRCシンポジウム開催
2011年9月7日、イーストウエストセン
ターにおいて第11回IPRC年次シンポジウム
が開催されました。昨年に引き続きポス
ターセッションを中心に構成された今回の
シンポジウムも、各セッションの前にそれ
ぞれの研究者が与えられた2分間でポス
ターの概要を紹介し、その後セッション会
場に移るという形式で進められ、非常に活
発な議論や意見交換が行われました。ま
た、アジア太平洋データ研究センターは、
保有するデータサーバやデータセットを紹
介しました。2年目を迎えたこの形式での
シンポジウムは、グループの枠を超えた研
究交流や新たな発想を引き出す非常に活気
ある会となりました。（ポスターセッショ
ンの様子は、IPRC Climate Vol.11, No.2, 2011
に掲載されている写真をご覧ください。）

ワークショップの開催
中緯度北太平洋における大気・海洋相互作用

2011年9月15日と16日の両日、IPRCにお
いて「中緯度北太平洋における大気・海洋
相互作用」に関するワークショップが開催
されました。近年の研究で、暖かい黒潮や
メキシコ湾流は膨大な熱や湿気を大気に放
出することにより、対流圏全層に強い影響
を及ぼしていることが明らかとなりまし
た。このような対流圏への影響は、大気循
環の著しい変化を引き起こす可能性が高い
と考えられるため、中緯度の大気・海洋相
互作用の理解は、地域又は全球規模の気候
を知る上で非常に重要です。現在、日本の
科学研究費補助金「新学術領域研究」の研
究課題として、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、北太平洋
の大気・海洋相互作用を理解し、それが気
候に及ぼす影響を明らかにするため研究が
進められています。この研究課題に参加す
る日本人研究者のIPRC来訪に併せて本会合
を開催し、最新の研究成果の発表や今後の
課題や展望についての意見交換が行われま
した。（発表内容について、詳しくはIPRC 
Climate Vol.11, No.2, 2011をご覧くださ
い。）

図２ ルーイン海流を横切る鉛直断面。年平均の
温度（等値線）と南北流速（陰影）。速度は、
温度分布から地衡流計算で求めたもの。南向き
のルーイン海流（青色）が大陸斜面に存在す
る。Feng et al. (2005, Journal of Physical 
Oceanography) の図をBenthuysenが改変した。

図３ 得られた解析解の例。上の
図は、横軸が東西方向、縦軸は南
北方向で、右側にオーストラリア
があることを想定している。南北
方向はおおよそ3500km、東西方
向は約100kmの範囲が描かれて
おり、実際は非常に縦長の領域で
あることに注意。点線は第一層が
着底する場所。色は流線関数を表
し、沖から東向きに流れる緩やか
で幅広い流れが、着底線を横切る
と南向きの狭くて速い流れとな
る。これがルーイン海流を表して
いる。実線は波によって岸から情
報が伝わり解を決めていく経路を
表す。
下の図は南緯35度に沿った鉛直
断面。矢印は東西・鉛直流速を、
色は南北流速を表す。沖から東向
きの流れが来て（右向き矢印）着
底線の岸側で南向きのルーイン海
流（青色）に合流する（上の図も
参照）。ただし、東向きの流れの
うち一部は、ルーイン海流中で沈
降し、沖に向かって西向きに流れ
る。

名古屋大学で開催された
日本気象学会秋季大会での授賞式の様子

左からXie教授、尾身理事長、Hamilton所長、
尾身朝子STSフォーラム秘書室長、古恵研究員

第11回 IPRCシンポジウム参加者

大気・海洋相互作用ワークショップ参加者

わた
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ルーイン海流の力学
タスマニア滞在の成果

IPRCアシスタントリサーチャー
古恵 亮（ふるえ りょう）
二月上旬から四月末までの約三ヶ月間、
オーストラリアのタスマニア州の州都ホ
バート市にあるタスマニア大学・海洋南極
研究所（IMAS）に滞在し、インド洋の表
層循環の研究をしました。

ホバート市は端整な文化都市で、英国の
小都市風の落ち着いた佇まい。季節は夏の
終わりから初秋にかけてという、ハワイに
慣れた体には少し寒い、しかし美しい季節
でした。気候のためか、滞在中ずっと至る
所で薔薇や紫陽花が咲き続け、終りかけの
躑躅があるかと思えば、Japanese Mapleと
現地で呼ばれているモミジが色づき始める
という、贅沢な、彩りに満ちた季節でした。

同じ市内に、オーストラリアの海洋研究
の中心となっているCSIROもあり、タスマ
ニア大学の研究者と交流も盛んです。IMAS
では、主に Jessica Benthuysen、Helen 
Phillips、Nathan Bindoff、さらに、同時

期にIMASに滞在したIPRCのJay McCreary
と協力して、ルーイン海流の力学を調べま
した。ルーイン海流は、オーストラリアの
西海岸、即ちインド洋東岸に沿って、極向
きに流れる表層海流です（図１・２参
照）。他の海洋での東岸境界流は風の方向
と同じで赤道向きなのですが、ルーイン海
流は極向きに流れる点で珍しい海流です。

他の東岸境界流との違いは、ルーイン海
流が極向きの海面高度勾配や海面密度勾配
に駆動されていると考えると説明できそう
です。南東インド洋ではこの勾配が他の海
洋に比べ著しく大きいのです。従来は、こ
の勾配に伴う圧力と海底摩擦が釣り合うよ
うに東岸に出来る極向きの流れがルーイン
海流であると説明されてきました。表層で
摩擦が可能なのは岸の側だけですから、岸
に沿っているという訳です。しかし、そう
いう釣り合いが有りそうだという以上の説
明はなく、閉じた力学的モデルもありませ

んでした。そこで、（１）駆動力は本当に
このような勾配なのか？（２）東岸に流れ
を補足する機構は何か？本当に摩擦は必要
なのか？の二点を力学的にはっきりさせる
ことを目的としました。

今回の滞在では、主にBenthuysenさんと
協力して海洋大循環モデルを理想的な地形・
外力の下で駆動し、ルーイン海流の力学を
明らかにする計画でした。（次ページへ）

Visitors
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。

NCAR 奥村研究員の来訪
2011年5月、米国国立大気研究センター
（NCAR）の奥村夕子研究員（現在テキサ
ス大学オースティン校地球物理学研究所に
所属）がIPRCに来訪され、南極の氷床コア
データを用いた数十年スーケルの気候変動
の解析について発表されました。この研究
では、熱帯域、特に太平洋の海面水温の長
期変動が大気の波動の伝搬を通して南極周
辺の大気循環の変化に大きな影響を及ぼし
ていることが解りました。地球温暖化に伴
い南極氷床が海水面の上昇に大きく寄与し
うることが指摘されており、将来の南極の
気候変化を予測する上で非常に重要な成果
となりました。（この研究は、Nat iona l 
Science Foundationからの助成によりNCARの
Clara Deser上席研究員とDavid Schneiderプロ
ジェクト研究員と共同で行われました。)

また奥村研究員は、IPRCのShang-Ping 
Xie教授の研究グループとの共同研究を進め
ており、同グループの時長宏樹研究員と
は、熱帯太平洋における気候変化のパター
ンを調べています。気候モデル実験によっ
て、地球温暖化に伴う熱帯太平洋の東西大
気循環の弱化が指摘されていますが、
20-21世紀の観測データからは一致した見
解が得られていないため、大気モデルを用

いた実験を進めています。また、同グルー
プの Jimbao Li 博士研究員及び尾形友道博
士研究員と共に、エルニーニョ・南方振動
現象（ENSO）の変調に関する研究を行っ
ており、数十年スケールで変動するENSOの
振幅のメカニズムを解明するため、海洋学と
大気学の両方の視点から解析を進めています。

JAMSTECからの長期研究滞在

2011年10月から12月にかけて、海洋研究
開発機構（JAMSTEC）地球シミュレータセ
ンター（ESC）研究員の吉田（桑野）聡さ
んがIPRCに滞在され、IPRCのShang-Ping 
Xie教授と共に、ESCで開発している大気大
循環モデルAFESと大気海洋結合モデル
CFESを用いた梅雨明けの比較に関する研究
を実施されました。

また、同10月から2012年1月までの予定
で、JAMSTEC地球環境変動領域 研究技術
専任スタッフの富田裕之さんがIPRCに滞在
されています。富田さんは、最近になって
得られた黒潮続流域での大気と海洋及び海
面フラックスの同時観測データを用いて、
海洋フロントが大気と海洋に与える影響に
ついて、Xie教授やその他の研究者らと議論
をしながら研究を進められています。

これらの研究は、JAMSTEC-IPRC Initiative
の枠組みに基づいて実施されており、今後も
両機関間の活発な研究交流により、地球規模

の気候変動の理解やその予測可能性の向上に
繋がる更なる研究の発展が期待されます。

東京大学 佐藤教授と
JAMSTEC 河谷研究員の滞在
大気大循環モデルを使った共同研究の実施

2011年8月、東京大学大気海洋研究所の
佐藤正樹教授がIPRCに滞在され、IPRCの
Yuqing Wang教授、谷口博博士研究員との
協力により、超高解像度大気大循環モデル 
NICAMを使った季節内振動と熱帯低気圧の
再現実験の解析を行われました。滞在中、
佐藤教授は「正20面体格子非静力学大気モ
デルNICAMによる全球非静力学モデル実
験：季節内振動と熱帯低気圧」という題名
で研究発表を実施され、最新の成果を紹介
されました。また、同8月、JAMSTEC地球
環境変動領域の河谷芳雄研究員がIPRCに滞
在され、Kevin Hamilton教授と共に、大気
大循環モデルを使った赤道準2年振動の再現
実験に関する研究を実施されました。

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。

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 Mānoa
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。

 IPRC研究紹介
今回の記事では、IPRCの古恵亮研究員とJay 
McCreary教授によるオーストラリア西海岸に
沿って南下するルーイン海流に関する研究を紹
介します。

図１ 南東インド洋の表層循環の模式図。オーストラリア西海岸に沿って極向き（南向き）に流れるの
がルーイン海流。 Domingues et al. 2007. Deep-Sea Research II 54: 797—817. より。滞在先から眺めたホバート市の風景（撮影：藤原佳代）

Xie教授と奥村研究員（右）

左からWang教授、佐藤教授、河谷研究員、Hamilton教授

左から富田さん、吉田（桑野）さん、Xie教授

古恵 亮 研究員

つつじ

そば

もと
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