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回転球面上の乱流からのパターン形成のメカニズムに関する研究 

齋藤 泉 

 

惑星流体の大規模運動は惑星回転と密度成層の影響を受けて準二次元的になる. 準二次

元的な乱流運動は, エネルギーの他にエンストロフィーという保存量を持つため, 時間と

共に運動の長さスケールが大きくなる傾向を持つ（波数空間ではエネルギーがより小さい

波数へ移動することに対応し, エネルギーの逆カスケードと呼ばれる）. 準二次元的な乱流

運動に惑星回転の緯度変化の効果（惑星β効果と呼ばれる）が加わると, エネルギーカスケ

ードは非等方的になり, 自発的に帯状構造（卓越した東西ジェットの向きが緯度方向に交互

に変わることに対応する）が現れる. このような帯状構造の形成は平面及び球面上の二次元

乱流のシミュレーションにおいて示されており, 木星や土星大気で観測される帯状構造を

説明する有力なモデルと考えられている（浅い対流モデルと呼ばれる）. 本研究ではこの浅

い対流モデルに関連して, 準二次元的な乱流からのパターン形成のメカニズムについて理

論的・数値的に調べた. 研究内容は前半部と後半部に分かれ, それぞれにおいて得られた結

果は以下のようにまとめられる. 

研究の前半部ではゾノストロフィーに着目した. ゾノストロフィーとは, β平面（惑星β

効果を取り入れた, 回転球面上の特定の接平面）上の二次元乱流の支配方程式である準地衡

渦度方程式において, 近年発見された準保存量である. ゾノストロフィーは惑星β効果の

影響が大きい(数式的には非線型項が線型項に比べて小さい) 場合に良く保存される近似的

な保存量で, その保存性によって, 帯状構造の形成に通じる非等方的なエネルギーカスケ

ードを説明できる. ゾノストロフィーは, 波数空間においてエネルギー密度にある係数を

かけた積分量として定義され, この係数は二次元波数空間において各等値線が亜鈴形にな

るような分布をしている. このような係数の分布が, ゾノストロフィーの保存による非等

方的なエネルギーカスケードの説明において重要な役割を果たす. 

まず本研究は, 先行研究によって提示されていたゾノストロフィーの理論の詳細を調べ

直し, 以下の二つの問題があることを見出した. 一つ目が, ゾノストロフィーが特定の極限

において持つ漸近形の表式についての問題である. 注目する運動の長さスケールが Rossby 

の変形半径 LDよりも大きい極限である「長波極限」のレジームにおいて, 先行研究のゾノ

ストロフィーの表式に不足があることが示された. 見落とされていたのは摂動展開の最低

次の項で, 二次元波数空間における係数の分布が二直線 l =±√3k (k, l はそれぞれ東西・南

北方向波数) を境にして不連続に変わるという特徴を持つ. 本研究によって発見されたこ

の表式には,  Connaughton et al. (2015) によって「セミアクション」という命名がなされ

ている. セミアクションの保存性より, エネルギーは波数空間において上述の二直線より

も l 軸側の, くさび形の領域 W に蓄積することが予言された. 二つ目が, ゾノストロフィ

ーが他の非保存量よりも良く保存されるとする説明の, 有限領域の場合における妥当性に

ついての問題である. 領域が有限(つまり波数空間が離散的) で特定のパラメータの場合を



考えると, 三波共鳴の相互作用が自明なものを除いて起こらなくなり, ゾノストロフィー

が他の非保存量よりも良く保存されるとする, 先行研究によって提示されていた説明が成

立しなくなることが示された. ゾノストロフィーの理論において本研究が見出した上述の

二つの問題について, それぞれ以下のような研究を行った. 

一つ目の問題に関連して, セミアクションの保存性およびそれに伴うパターン形成を調

べるために, 長波極限の準地衡渦度方程式に支配される乱流の数値シミュレーションを行

った. この系では, 線型項の非線型項に対する比がおよそ無次元数γ=βLD2/U（βは

Coriolis パラメータの緯度微分, U は特徴的な速度スケール）で評価される. 数値シミュレ

ーションによって, γが 1 より大きい, 即ち非線型性が弱いときにはセミアクションが良

く保存され, それに対応してエネルギーがくさび形領域 W に蓄積することが示された. ま

た, γが特に大きいときにはエネルギーはくさび形領域Wの中でも, 二直線 l =±√3kの周

辺に集中することが示された.  

二つ目の問題を解決するため, つまり波数空間が離散的な系においてもゾノストロフィ

ーに対応する準保存量が他の非保存量に比べて良く保存されることを示すために, 本研究

は準保存量を数値的に導出する手法を提案した. 提案された手法は次のようなものである. 

まず支配方程式に基づいて保存性の指標を定義する. この指標は考えている量（波数空間に

おいてエネルギー密度に係数をかけた積分量として定義される）の係数の二次形式として

表現されており, その指標の値が小さい程その量は良く保存されると見なされる. 次に固

有値解析を行い, 最小化問題を解くことで, エネルギーとエンストロフィーに次いでその

指標の値を小さくする量「三番目の準保存量」を導出する. 導出された三番目の準保存量の

係数はゾノストロフィーと良く似た係数の分布を持っていた. また三番目の準保存量は, 

ゾノストロフィーとほぼ同じ保存性を持つことが, 数値シミュレーションによって確認さ

れた. 更に, 切断波数を上げていくと三番目の準保存量の係数はゾノストロフィーの係数

により近付いていくことが確認された. これらの結果より, 波数空間が離散的な系におい

ても, ゾノストロフィーに対応する準保存量が他の非保存量に比べて良く保存することが

示された. 

さらに, 上記の二つ目の問題に取り組む際に提案した, 準保存量を数値的に導出する手

法を回転球面上の非発散渦度方程式に応用し, 球面上においてゾノストロフィーに対応す

る保存量を導出することを試みた. 球面上の領域も有限であるために波数空間は離散的に

なり, 三波共鳴の相互作用が限定される. ゆえに, 球面上の非発散渦度方程式は, 本研究で

提案された準保存量を数値的に導出する手法を応用するために適した系である. 導出され

た球面における「三番目の準保存量」の係数は, 球面調和関数を展開関数とする二次元波数

空間において等値線が翼形をしていた. このような翼形の等値線をもつ分布を用いること

で, 三番目の準保存量が保存するとき, 球面における（帯状構造の形成に通じる）非等方的

なエネルギーカスケードを説明できることが示された. また数値シミュレーションにより, 

非線型性が十分弱い場合には, 三番目の準保存量は非保存量に比べて良く保存されており, 



その保存性が非等方的なエネルギーカスケードと対応していることが確かめられた. 以上

の結果より, 三番目の準保存量は回転球面上の非発散渦度方程式においてゾノストロフィ

ーに対応する量であると結論された. 二次元β平面の系よりも近似の少ない球面の系にお

いてゾノストロフィーに対応する準保存量が見出されたことは, ゾノストロフィーの理論

の応用上重要な結果である. 

研究の後半部では, 回転球面上の浅水方程式系に支配される乱流における, 赤道ジェッ

トの形成メカニズムの問題に着目した. 浅い対流モデルに基づく回転球面上の乱流シミュ

レーションは帯状構造を再現することはできていたが, 木星や土星で観測されるような赤

道西風ジェットを再現するのが難しいことが問題であった. この問題に関して, Scott & 

Polvani (2008) は Newton 冷却を散逸過程とする強制乱流実験によって, ロバストな赤道

西風ジェットを再現することに成功していたが, その形成メカニズムについては不明であ

った. 

まず, 赤道ジェットの形成メカニズムを調べるための準備として, 回転球面上の浅水方

程式系の固有モードである Hough モードの構造に対する Rayleigh 摩擦と Newton 冷却

項の影響を調べた. これらの散逸過程は変数の線型項として表現されるので, Hough モー

ドを導出する固有値解析のプロセスに容易に組み入れることができる. 散逸項を含んで計

算されたHough モードは, 等位相線が赤道から極に向けて西または東に傾くことが示され

た. 傾きの方向は Rayleigh 摩擦とNewton 冷却の場合で反対で, Newton 冷却の場合, 西

進モードの位相が西に, 東進モードの位相が東に傾く. 変形の大きさは振動数(の実部)が小

さいモード程大きく, 特に高次のRossby モードにおいて顕著である. これらの結果は赤道

波について同様の調査を行った Yamagata & Philander (1985) と整合的である. 次に, 変

形されたHough モードが引き起こす平均帯状流の二次加速を計算した. 加速はRossby モ

ードによるものが大きく, 散逸項が Newton 冷却の場合, 赤道周辺で西風加速を引き起こ

すのが特徴である. この結果は, 一般化された Eliassen-Palm の関係式を用いて, 赤道波

について同様の調査を行ったAndrews & McIntyre (1976) と異なっているように思われた

が, 結果の違いの原因は非定常(wave transience) 項にあることが示された. 

次に, 上で得られた, Hough モードに対する散逸項の影響の結果に基づいて, Newton 

冷却を散逸過程とする強制浅水乱流におけるロバストな赤道西風の形成メカニズムを調べ

た. まず Scott & Polvani (2008) に沿った設定での回転球面上の強制浅水乱流のアンサン

ブル実験を行い, 形成される赤道ジェットの方向の強制振幅に対する依存性を調べた. 強

制振幅が小さい場合は全てのメンバーにおいて赤道西風が形成されたが, Scott & Polvani 

(2008) で用いられた強制振幅と同程度かそれ以上の振幅の場合は, いくつかのメンバーで

赤道東風も形成された. 得られた結果において, 多くの赤道風が時間発展の初期段階にお

いて方向を定めている点に着目し, この初期段階における赤道西風の形成メカニズムの解

明を目指した. 弱非線型の枠組に基づき, ランダムな強制に励起される多数の変形 Hough 

モードが引き起こす平均帯状流の二次加速を, 統計理論を用いて評価した. この理論は赤



道周辺で西風ジェットが形成されることを予言し, さらにこの西風ジェットはほぼ全て

Rossby モードによる加速に由来することを示す. 理論予測を数値シミュレーションのアン

サンブル平均と比較した結果, 両者は良く一致しており, 強制振幅が小さい場合の一致は

ほぼ完全であった. 以上より, ロバストな赤道西風の形成の初期段階において, Newton 冷

却により変形されたHough モード, 特にRossby モードが引き起こす平均流加速が重要な

役割を担っていることが示された. 




