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近年の世界の干ばつ

朝 倉 正

はじめに

干ばつが降水量だ、けで決まらないことは言うまでもない。自然の変化に影響されな

い利水設備のある地域とない地域とでは干ばつの発生回数が違う。したがって，人間

活動との関わりが第一義的に重要であって，降水量の多少は第二義的な立場にある。

干ばつはそとのところが重要だが，現実には降水量の多少が直線的に干ばつに結ひ’つ

く地域が多い。標題に「干ばつ」と掲げてあるが，ここでは干ばつの一つの要因であ

る降水量の変動についてまとめたものである。その点，まずもって，諒解していただ

きたい。

近年， 世界的に干ばつが多発しているのでないかと関心を集めている。たしかに，

毎年のように異常天候が発生し，社会 ・経済に与える影響は大きくなった。そのため

に，干ばつが多発しているような感じを持つのであろう。水利用と気象との関わりに

ついて，世界各国とも関心は強いが，十分に解明されていないところに問題がある。

とのよ うなこ とは各分野に共通していることで，専門家による総合的な討論が求めら

れている。

昨年，ジュネーブで関かれた「世界気候会議Jは副題に“気候と人類”とつけられ

ていることから分るよ うに，人間活動と天候との関わりを大きなテーマにしたもので

ある。その内容をみると，農業，経済，保健，エネノレギー，水資源など多方面の分野

にわたっている。 中でも干ばつは農業だけでなく，水資源の面から大きな問題として

とり上げられた。

このよ うなことから分るように，干ばつを気象だけの分野からとらえるのでなく ，

人口，農業，社会，経済などの立場から多角的に理解し＝総合的に対策を立てる方向
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第 1表

異 常少雨

異 常多雨

に歩み出している。

1980年の干ぱっと気象条件

（単位 ．回）

11950年代 11960年代 j1例 年代

気象庁では1974年3月と 5年後の1979年3月に「近年における世界の異常気象とそ

の長期見通し」と題して当面の見解を付して発表した。そこで指摘したことは，異常

低温と異常少雨の発生回数は異常高温と異常多雨より多いことである。もちろん，年

によっては1975年のように逆の場合もあるが3 平均すると低温と少雨が多いというこ

とである。

この結果をどのように理解したらよいか，難しい。大気中の水蒸気や熱， エネノレギ

ーの総量はそんなに変わらないはずであるから，多雨と少雨はバランスして発生する

のではないかと考えるとおかしくなる。 これは配分の問題である。気象現象の特性と

して，多雨は比較的狭い領域に集中して降るが，少雨は比較的広い領域にわたって発

生する。直観的に分りやすく言うならば，低気圧や前線の面積は狭いが，高気圧の面

積は広大であることから分るように，多雨と少雨の発生回数は必ずしも同じにならな

い。また，観測点の疎密による違いも起こりうる。

そこで3 観測点をできるだけ均等に配分して固定して，異常少雨 ・多雨の発生回数

を長年にわたって比較する必要がある。最近30年間について比較すると，第 li表に示

すように， 1960年代以降は世界的に少雨が目立ち，異常少雨は異常多雨より発生回数

が多い。また年と共に増加する傾向がみられる。

今年（1980年）もまた，世界各地で干ばつが発生し，新聞，テレビは再三にわたって

報道している。現在までに入手した資料によると，第 l図に示すように干ばつ常襲地

帯に発生している。たとえば，オーストラリア，アフリカ東部，東南アジアなどの諸

国である。これら諸国における状況を気象の立場からみると，つぎのとおりである。

(1) 東南アジア

冬の頃から干ばつが問題になったので，不思議に思った人が多い。東南アジアの雨

期は2種類あって， lつは夏にモンスーンが吹いて雨期になるところと， lつは晩秋

から冬にかけてモンスーンが吹いて雨期になるところとがある。前者が南西モンスー

ンでインド，ピルマ，タイなどで雨が降る。後者は北東モンスーンでベトナム，マレ



第 1図 1980年の世界各地に発生した干ばつ （異常少雨）分布
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ーシア，インドネシアなどで雨が降る。

北東モンスーンは太平洋から吹きつける北東風のことである。この風の源をさくっ

てゆくと，日本の北西季節風につきあたる。シベリア高気圧から吹き出した北西風は

太平洋上で向きを北東に変えてベ トナム～マレーシア方面にむかう。その途中，海か

ら十分な水蒸気が補給されて湿った空気に変質するので，この風が吹きつける ところ

は雨期になる。そして，面白いことに，雨量はシベリア高気圧の強さに比例する。昨

年はシベリア高気圧の勢力が弱かったので雨量は少なかったとし、うことである。

ところで，昨年 ll～12月の日本は記録的に暖かな晩秋と初冬であった。たとえ

ば， ll月の気温偏差は札幌で ＋3.2℃， 東京で ＋3.5℃で統計的には数百年に l回し

か現われないような異常であった。これはシベリ ア高気圧の勢力が弱かったためであ

る。上述のことと組み合わせる と，日本の暖冬と東南アジアの干ばつとは一連の現象

であると とが分ろう。

タイも 3 4月頃まで続いた水不足のために水力発電や乾期米作に支障を来たした。

これは，昨年の南西モンスーンに原因がある。昨年のモンスーンは例年なら 6月に始

まるのに， 7月後半になってやっと本格的に降り出した。そして，例年より早目にモ

ンスーンが後退したので， モンスーンの期間が短く，雨量も少なかったので，タイの

一部で、は水不足になった。

(2) オーストラリ ア

昨年，オーストラリア南部に熱波がおそい， ナラーパでは 51.7℃を記録した。外

電は飛んでいた鳥が落ちて来たと報じたほどであった。今年もまた，猛暑 ・干天が続

き， 冬小麦地帯には雨が降りにくい。 4月下旬になってオーストラリア南部には20～

50mmの雨が降ったので，播種ができるようになった。一息ついたところだが，その

後気象衛星ひまわりから送られる雲写真をみると，雲が拡がって雨の降っている区域

もあるが，平均すると快晴の日が多い。

5月の地上天気図をみる と，中心気圧 1,023mbの高気圧がニュージーラン ド付近

にあって， 広くオーストラリアまでをおおっているので，ニュージーランドもオース

トラリア も少雨傾向が続き，干ばつに転化した所もある。

(3) カナダ ・アメリカ北部

アメリカの五大湖周辺からカナダ中部は春小麦生産地帯である。これらの地域は2

月以来，高気圧におおわれて，干ばつが心配されている。この高気圧の勢力は強く，

例年なら低気圧の通るところまで張り出しているので，雨が降りにくい。そのため，

カナダ～アメリカの境界一帯は第 2図に示すように異常少雨が観測されている。この

付近における 5月の降水量は20mm程度の所が多く，アームストロングなどカナダの
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第 2図 北米の少雨域 （アミ部分）と高層 500mb図

(1980年 5月）

一部では4月，5月共に異常少雨が観測された。

これを高層天気図で見ると，例年ならカナダ北部にある寒冷な緩うず（北極低気圧

のこと）が今年は大きく変位して日本の北方に位置している。そのため，カナダには

高気圧が発達し， しかも停滞している。空間スケー／レが大きいので，寿命時間もなが

く，まだまだ続く ことが考えられる。一方，アメリカ南部は雨が多く，ニューオーリ

ンズの雨量は平年の約l.7倍 （3月）から3.5倍（4月）とかなり多く，土壌水分は十

分すぎるほど蓄えられているので干ばつはまずない。ここで注目されるのは，アメ リ

カでは北部の少雨と南部の多雨とが共存していることである。すなわち，大気中の水

分は同じでもその配分が一方にかたよるとき，干ばつが発生する。かたよらせる要因

はときに高気圧であったり，低気圧であったりする。

(4) ヨーロッパ

昨年はソ連を中心にして干ばつになった。今年は逆に雨が多く，気温も低い。ウク

ライナ地方は 4月に平年の 2～4倍も多い100mm近い大雨が降った。 5月も気圧の

谷がソ速に停滞したために，天気が悪く，数十mmの雨量に達した。ながく続いた悪

天候のため，農作業が予定どおりには進まない。 昨年ほどの不作にはならないであろ

うが，予定どおりの収穫が得られるかどうか難しい。

対照的なのは西ヨーロ ッパで 4月以来高圧格におおわれているのでB 好天が続いて

いる。イギリスやポーランドの雨盆はかなり少なく，異常少雨を記録したほどであ



6 

第3図 ヨーロッパの好天 ・悪天候の分布と高層500mb図

(1980年5月）

る。たとえば，イギリスのマンチェスターでは 4mm( 4月）， 20mm ( 5月）とそれ

ぞれ平年の 8%, 35%しか降らなかった。

西ヨーロッパとウクライナ地方と対照的な天候が続いているのは第3図に示すよう

に，偏西風波動の位相が逆だからである。偏西風波動は気圧の尾根と谷とが交互に並

んでいる。尾根と谷との距離は年によっても季節によっても違うが，大よそのところ

では，イギリスとウクライナの距離である。だから，イギリスが尾根になると，ウク

ライナは谷になる。今年 （1980年）のようにイギリスの好天とウクライナの悪天とが

共存する場合と，昨年のようにイギリスの悪天とウク ライナの好天が共存する場合と

がある。このような偏西風パターンが持続すると，晴天も持続して干天に転ずる。異

常天候は気圧配置が時間的に変わらないときに発生するのである。

近年の異常少雨の発生状況

気象庁では世界各地から「月気候」という特殊な気象電報を受信し，解析してい

る。これは世界の異常天候を監視するためで，気温，降水量，日照時間などが含まれ

ている。さらに，降水量を階級に分け，過去30年間に観測されたことのない多雨 （R

= 6）または少雨 （R=0）であることも分るようになっている。過去 30年の資料は

気候平年値の母集団で，それに含まれないような観測値を異常と表現している。語感

として，望ましい表現かど うか疑問は残るが，過去30年聞に観測されたことのない少
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第 2表 世界の干ばつ発生 （1975～79年）

1975年 1976年 1977年 1978年 1979年

・ソ連 －西ヨーロッパ ・東南アジア －西日本～朝鮮 ・ソ連

・東アフリカ ・オーストラ リア ・アメリカ中西 半島～中国北 －西オーストラ

・中国東北部 ・ブラジノレ東部 部 部 リア

・オースラリア南 ・アルゼンチン中 ・オーストラリ －揚子江下流域 ・インド北部

部 部以北 ア南東部

・地中海沿岸～中 ・ア／レゼンチン

央アジア ・ブラジル南部

・アメリカ中西部

－西アフリカ

雨を異常少雨と定義している。異常少雨が続く と干ばつになる。

第 2表は，最近5年間 （1975～79年）における主な干ばつの発生状況である。この

表だけでみると， 干ばつ発生の目立っている地域はオースト ラリア， アフリカ， ソ

連，中国，南米である。これらの地域は半乾燥地帯をかかえているので，干ばつが発

生しやすいのである。各年度ごとに主な干ばつの発生状況をまとめると，つぎのとお

りである。

(1) 1975年

この年，西ヨ ーロ ッパは春の訪れが遅れ，不順な天候であった。しかし，ウラル山

脈付近には気圧の尾根が発達し，黒海北方からボノレガ河上流にかけて暖春になった0

4月のモスク ワの気温偏差は＋5.4℃で統計的には約200年に I回という出現確率の異

常高混を観測した。 5月以降もひき続き温暖な高気圧におおわれたので，ソ連は天気

がくずれなかった。そのため，タシケントやウラル）II中流域のオレンブノレグの4～6

月の総降水量はそれぞれ9mm（平年の9%), 14mm (14%）にすぎず， 水不足は深刻

になった。 7月に入ってからは西ドイツ～ユーゴスラピアでは干天が解消し，一転し

て記録的な大雨が降ったが，第4図に示すようにソ連は干天が続いた。この干天はカ

スピ海からパルハシ湖のある中央アジアにまで拡大し， 8月になっても解消しなかっ

た。干天をもたらした直接の原因は第4図から分るように，高層で気圧の尾根がソ連

地区にのみ停滞していたからである。

(2) 1976年

ブラジノレやオーストラリアなど南半球で干ばつが発生したが，もっとも特記すべき

干ばつは西ヨーロッパの 200年ぷりとも言われた干ばつであった。前年10月から異常
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第 4図 ソ連の干天とi高層 500mb凶 （1975年7月）

第 5図 ヨーロッパの 2001ドぶりの大干ばつの分布と地上気圧図

(1976年8月）
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第 B図 アメリカの干ばつの分布と高層 500mb図

(1977年 6月）

少雨が酋ヨ ーロッパで観測され出した。この傾向は翌年になっても改まる様子がな

く，潜在的な雨不足が春まで続いたところで，水の需要期を迎えたので，水不足が表

面化した。第5図は8月の月平均気圧図に異常少雨の発生を記入したものである。一

見して分るように，大西洋高気圧がヨ ーロッパ大陸の中まで張り出した。高気圧の軸

はイギリスから西ヨーロッパ一帯に達し，この軸にそったところで異常少雨が発生し

た。月平均気温や月降水量は 6月，ロ ンドンで18.3℃ （十2.. 5℃）， 8mm (17%），パリ

で20.4℃（十3.3℃）， I mm未満（ 0 %), 7月，ロンドン 19.6℃（＋2.0℃），25mm 

(45%）であった。

8月になってもこの傾向は角ii＇消されず ，イギリス，フランス北部，ス カンジナピア

半島で、は20mm以下とい う異常少雨で， 気温も高く，猛暑 ・干天が続いた。干天が解

消しはじめたのは 9月下旬からであった。しかし，ヨー ロッパ ・ロシアからイタリア

にかけては気圧の谷の中にあって，低温 ・多雨の湿ヮぽい冷夏が続いた。

(3) 1977年

1975年， 1976年のような大干ばつは発生しなかったが，アメリカ中西部と東南アジ

アの一部に発生した干ばつがやや大きい方であった。寒冬だったアメリカは春から一

転して暖春となった。アメリカ中部には第6図に示すように3 気圧の尾根が高層で発
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第 7図 西日本から華北にかけて発生した子ばつ分布と，地上気圧図

(1978年5月）

、

達し， しかも移動しなかった。そのため，晴天が続き，各地で異常高温が観測され

た。 5月は中西部，東部， 南部で高温 ・少雨となり，五大湖周辺は平年より 5℃以上

高い異常高温になった。 6月に入ってから，気圧の尾根は西進したので，アメリカ西

部で好天が続き，雨が降らなかった。五大湖付近は気圧の谷の中に入ったので，雨が

降り出し，干ばつ傾向は解消したが，中西部は引き続き気圧の尾根の支配下にあって

干ばつが続いた。

一方，東南アジアの一部，台湾，ホンコン，ベ トナム，マレーシアなどで干ばつが

発生した。これは太平洋高気圧の張り出しが強いためで， 1950年以降の資料によると

1969年についで 2番目の強さであったけ月）。また，台風の年間の発生数は2q聞に

すぎず， 1969年の19個についで少ない発生であった。これは，太平洋高気圧が南下し

すぎて，台風発生をおさえたためと考えられる。上記地方の雨期はlI月からなので，

台風だけが頼りであった。

(4) 1978年

グレートオーストラリ ア湾の高気圧は平年よ り発達して2 オーストラリア大陸に張

り出したので，ほとんど雨が降らなかった。とくに穀倉地帯であるサウスオース トラ

リア州とビクトリア州西部には数ヵ月雨が降らず， 5月まで干ばつが続いた。

この年にもっとも著しい干ばつは極東地方に発生した。 4月以降，中緯度高気圧帯
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が発達したので，華北地方，東北区，朝鮮半島，西日本では月降水量が平年の10%前

後にすぎなかった。このような状況は5月も続き，第7図に示すように，高圧帯の軸

に沿って少雨域が広がった。しかし，揚子江南部では梅雨が始まり， 6月には 200mm

以上の大雨が降り続き，河口や南寧ではそれぞれ 523mm,35lmmに達した。日本も

陽性の梅雨で，気温が高く， 6月末には早くも梅雨末期の気圧配置になって， 7月3

日頃に梅雨が明けた。その後猛暑・干天が続き，中国，韓国，日本では深刻な干ばつ

が発生した。 8月に入ってから，シベリア大陸では前線が南下したので，干ばつの続

いていた中国東北区と華北では雨が降りはじめ， 平年以上の雨が降った。 しかし，

日本，朝鮮半島，台湾は夏の高気圧圏内にあって，晴天が続いた。 9月になって前線

は南下し，東日本までは冷気が入札雨が降るようになったが，西日本，韓国および

中国大陸東部は残暑・干天が続いたので，干ばつの被害は拡大した。

(5) 1979年

米の主要な生産地帯であるインド，タイなどの南西モンスーン地帯は雨量が少なか

った。 5月のプレモンスーン期には熱波が発生し， ビハーノレ州、｜などでは連日 40℃を

こす猛暑が続いた。この傾向は6月も続き，モンスーンの始まりは例年より遅れた。

7月もインド中部からビ、ノレマ，タイにかけて異常高温が現われ，降水量は少なかった

が，やっとモンスーンが始まった。しかし， 8月も引き続き高浪 ・少雨の傾向のため

に干ばつになった。

記録に残るのはソ連の干ばつである。 3月は暖春で， ヨーロッパ・ロシアから中央

アジアにかけて平年より 2～6℃も高混となった。温暖な高気圧におおわれ，黒海周

辺は異常少雨になった。 4月は一転して冷春（平年上り 2～6℃低い）となったが2

降水量は全般に平年並か少な目であった。 5月に入ると， カスピ海付近に中心気圧

l,023mbの大きな高気圧が発達し，東欧から商シベリアまでをおおった。 そのた

め，高温・少雨となり，ボ／レガ河下流域，ウクライナは平年の半分ないし4分の lし

か降らなかった。一例をあげるとモスクワは平年より5.2℃も高く，降水量は平年の

5 分の l にも満たない！Omm しか降らなかった。この傾向は 6 月も続き， 7~8 月は

カザフ地方～ニューランドにかけて高温・少雨の天候になった。この年のソ連におけ

る収穫量は約 l億8,000万トンで前年より6,000万トンも少なかった。

異常少雨の発生分布 （1973～79年）

異常少雨の発生回数を比較する場合，観測点の疎密が問題になる。そこで，緯 ・経

度5度ごとのます目の中で何地点で異常少雨が観測されても l回として数えるように

して，算定する。期間は1973～79年の 7年間である。異常多雨についても同様な方法

で算定して比較すると，上記7年間の合計で異常少雨は1,006回であるのに対し，異常
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第 8図 北半球の異常多雨 （R=6），異
常少雨（R=O）の発生回数の経年
変化（1973～79年）
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多雨は 982回である。この差が統計的

に有意かどうか疑わしいが，年度別に

比較すると第8図に示すように 7年間

のうち1979年を除く 6年間の異常少雨

の発生回数は異常多雨の回数より多い

かほぼ閉じである。異常少雨の発生回

数は年によって違い， 2～3年のリズ

ムで増減している。その変動幅は平均

値 (144回）の 20～30% 程度でs 年！と

よる違いがみられる。一方，異常多雨

の発生回数はほぼ同数で、年による違い

は少ないが，1978, 79年は著しく増加

した。この原因は分らない。

前記7年間についてみると，異常少

雨は一様に発生するのでなく，ある特

定地域に集中している。すなわち3 発

生しやすい地域がある。熱帯地方で10

回以上発生している地域は西アフリカ

のサへール地方， 北アフリカ， シリ

ア，イラクなどの乾燥地帯が目立って

いる。温帯地方では東 ・西ヨーロッ

パ， 日本で多いのは意外であるが3

1970年代の日本は少雨期であるから，

それを反映した結果と考えられよう。

また，フィリピンも多い。ソ連，アメリ カは，面積が広大な割合には発生回数は少な

い。アメリカは玉大湖西方で13回発生しているが，狭い地域に限定されている。その

他の地区は5回以下が多い。その中でやや多発しているのは北西部と南部である。ソ

連はカスピ海東方でやや多いのが目立つ程度である。ソ連の干ばつは異常少雨lこは至

らない少雨傾向が何ヵ月も持続したときに発生する。東南アジアのモンスーン地帯に

も異常少雨は発生しているが，とくに多くはない。

赤道から緯度 5度ごとに緯度併に沿って1973～79年の雨の発生回数を合計し，異常

少雨の発生しやすい緯度帯をみる。第9図はその結果で，北緯35度に大きなピークが

あり，ついで北緯10度と60度にある。比較のために異常多雨の場合をみると，ピーク

は北緯35度と55度の聞にゆるやかな極大領域があり，異常少雨の場合と著しく違う。

温帯地方で異常少雨が集中的に多発しているのは農業生産上，大きな問題であろう。
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第 9図 北半球の異常多雨（左），異常少雨（右），発生回数の緯度別分布
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研究者によって見積りが違うが，地球全体で平均した年降水量はI,030～857 mmと

みられている。一方，大気中の水蒸気が全部，雨になって地上に降ったとすると，平

均の降水量は約25mmにすぎない。 1,000mmもの雨が降るためには， l年間に 40

回，降水～流出～蒸発という循環をくり返していることになる。すなわち約10日に l

回の割合で大気圏と水圏との問で水が循環しているはずである。

もし，何らかの原因で水循環が遅くなれば，地球の平均降水量は減少するであろう

し，逆に水循環が加速されると平均降水量は増加するであろう。 水循環の速さを決め

る要因は，海と大気が接する境界層の気象条件と低気圧，台風，前線といった大気じ

よう乱の活動，さらに凝結核も関係するであろう。細かく議論したら，分らなくなっ

てしまうので，主要な因子だけをとると，大気の含みうる水蒸気量と大気の安定度で

決まる。これらは何れも気恨の関数である。

地球的なスケールで考えると，北半球の平均気温は1940年ごろからIO年間に 0.I℃ 

の割合で寒冷化している。すでに40年間も気温の低下傾向が続いているので，水蒸気

の蒸発速度が遅くなる方向に働いている。そういう意味では， さきに説明したよう

に，異常少雨の発生回数が少しずつ増えている結果と矛盾していない。しかし，量的

に考えると，この程度の視度低下のために水循環が遅くなるとしても，その影響は余
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第10図 多雨と少雨が共存する例 (1978年 7～8月）
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り大きくないであろう。とくに水蒸気源である低練度の海洋上では気温変化が小さ

レ、。

以上の推論が正しいとすると，干ばつは大気中の水の配分問題に帰せられる。ある

特定地域に配分がないと干ばつになるが，その分の水は他の地域に配分されるので，

地球全体の水に過不足はない。もう少し分りやすくするために集中豪雨を例にして考

えよう。 ある限られた地域に数百 mmの雨が l日で降る場合，その水はどこから補

給されるのであろうか。気柱の上昇で気柱の水蒸気を降りしぼったとしても 20～30

mm程度である。それを海面からの蒸発で補給するのに3日ぐらい時聞がかかるの

で， l日のうちに数百 mmの雨を降らせるのには間に合わない。 どうしても周辺に

ある水蒸気の豊富な気柱を集めて来なければならない。いま，かりに 100km四方の

地域で 1時間に100mmの大雨が3時間降ったとすると， その周辺350km四方の水

蒸気を 100km四方の地域に集めて来なければならない。すなわち， 100 km四方で

100 mmの時間雨量が降ると，その周り 350km四方は dryで雨が降らないことにな

る。大雨の程度がはげしいほど，降る地域が狭くなる必然性がここにある。

広域の水蒸気を集めて狭い地域に降るのが大気の性質である。長期間にわたって，

水蒸気が集められているところには雨が降らないので，干ばつになる。干ばつ発生地

域の周辺には，多雨の地域がある。この事実は前に述べたが，第10図にそのよい例を

示した。これは1978年 7～8月，日本では全国的に干害が発生したときの多雨域 ・少

雨域を示したものである。シベリアや沖縄など日本の周辺では雨量が多いことに注目

されたい。このように考えると，干ばつは大気中の水の配分が極端に片寄った場合に

発生する現象ということになる。
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第11図 co.が現在の4倍の濃度になったとき，気温上昇量の月別・

緯度別分布

1月
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（注） 単位：℃

これに，気候変化が加わると問題が大きくなる。欧米の気象学者が問題にしている

のは人間活動が干ばつを多発させるかも知れないという点である。これは大気の熱ノξ

ランスに関係して，人間活動のために大気中に co.が増加し気候が温暖化する可能

性が大きいからである。

今後，経済は低成長をたどるであろうが，エネルギー源として石油，石炭に依存す

る割合が大きい。いくつかのモデルによって推定すると，石油，石炭が大気中に放

散するco.の量は増大する一方である。現在は，放出した量のうち，約半分が植物や

海洋に吸収され，残り半分が大気中に蓄積されている。南極，北極，ハワイなどで観

測されている co.は年々着実に増加し，年に0.4%の割合でふえている。

今後，エネルギー消費の増大に伴い，大気中の co.は2050年ごろに現在の330ppm
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第12図 co，が現在の 2倍になったとき，降水量から蒸発量を差し引いた量

(P-E）の変化分布

i20・ 

1.0¥(:f"ITlll・: 

（注） 単位・ cm/day。白抜き部分（マイナス域）は乾燥化，ア ミ部分（プラス域） は湿潤化。左半分は

大陸，右半分は海洋。（其童%， 1980) 

の2倍の濃度になると推定されている。C02は地球大気からの熱放射を吸収する の

で3 気温は上昇する。第ll図はco.濃度が現在の4倍になった場合，地上気温が上昇

する割合を季節別，緯度別に計算した結果である。 気混上昇は北極，南極地方の冬に

大きい。これは，氷がとけてア／レベドが小さくなる効果による ものである。冬の北極

地方は14～18℃も現在より昇混し，温帯地方は季節を問わずほぼ4℃昇温することに

なる。この結果はモデ、／レ大気による計~なので，実際の大気にど こ まで適用できるの

か問題はあるが，現在では最高の精度を持った結果である。 量的にはともかくと し

て，このよ うな温暖化は当然，気候系に変化をもたらす。現在のサハラ砂漠は昔，温

暖な最適気候時代には雨が降り，草原であった。それと同じよ うにs もし，気候帯が

北上すると，現在の乾燥地帯も北上し降雨分布は一変するであろ う。 最近の資料を用

いて，北極地方が寒冷なときと温暖なときにおける北半球各地域の降水量分布を比較

すると，アメリカや ECのような先進国は乾燥化するので，農業生産には重要な影響
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を与えることになろう。世界の政治，経済に与える影響は大きい。

真鍋（1980年）の計算による と， 第 12図に示すようにco，濃度が現在の 2倍にな

った場合，温帯地方の大陸では乾燥化が進み，その北方では湿潤化する。すなわち，

ヨーロ ッパやアメリカの主要な穀物生産地帯は干ばつが発生しやすいが，ソ連やカナ

ダは雨に恵まれる。 日本のような大陸東岸は南よりの気流が強まるので，第12図から

分るように，雨が降りやすいので心配ないであろう。

おわりに

人口増加や人口の都市集中化，穀物消費の増大など何れをとっても今後，水の問題

は大きくなろう。それに加えて，気候変化があるので，干ばつは重要な問題である。

総合的な研究の推進が望まれる。

（気象庁予報官，理学博士）
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