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長・減衰の周期的変動でヒステリシス効果が働いて氷

業績：氷期・間氷期サイクルの機構解明に関する研究

床面積が鋸の歯状の変動を示し，一方，ヨーロッパで

選定理由：

は氷床が徐々に成長し徐々に後退するという変動を示

第四紀の氷期・間氷期サイクルの根本的原因はミラ

すことを明らかにした．10万年周期には大気中二酸化

ンコビッチによる北半球高緯度の夏季の日射強度の変

炭素の平均的濃度が重要である事も示しており，約

化と考えられているものの，日射変動の中では大きな

100万年より以前の４万年周期変動が，その後10万年

成分でない10万年の周期が氷期・間氷期サイクルの基

周期に変調したことの解釈を与えている．

本になっているのはなぜか，ゆっくりとした氷期の進

以上のように，阿部氏は，氷期・間氷期サイクルの

行と急激な温暖化という「鋸の歯」状の変化を起こす

再現に世界で初めて成功した．モデルには二酸化炭素

のはなぜか，など，そのメカニズムは未解明のままで

濃度を外部強制として与えており，海洋大循環は入っ

あった．阿部彩子氏は大気−氷床−地殻相互作用モデ

ていないなど，氷期・間氷期サイクルの完全な理解ま

ルを開発し，よく練られた実験計画のもとに一連の数
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の結果としてあらわれることを示し，氷期・間氷期サ

にふさわしいものである．また同時に阿部氏は気候モ

イクルの機構解明に一石を投じた．
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よる強制やフィードバックを大気大循環モデルから見
積もり，その情報に加えて，軌道要素変化と大気中二
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イメジャーを組み合わせて雲微物理過程を統計的に描
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類法を提 案 し た．こ れ ら の 研 究 は NASA の CloudSat ミッションや A‑Train プログラムにも大きく貢
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献している．
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