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1. 序論 

近年、地球温暖化により世界各地の砂漠化が深

刻である。砂漠化が顕著な地域の一つにアフリカ

が挙げられる。現在、アフリカの降水量の増減に

関する多数の研究がある。例えば、サヘル地帯の

長期的な降水量変動は全球の海洋上における蒸

発に影響されるという研究がある [Diawara, 2011

１）; Diawara et al., 20152）]。 

しかし、同じアフリカの中でも降水量の長期変

化には大きな違いがある。このことに着目し、そ

の変化の原因を明らかにすることを本研究の動

機とした。 

以上のことから、本研究では赤道アフリカの降

水量減少に着目し，南半球の亜熱帯アフリカの多

雨との相互関係について解明することを最終目

的とする。 

2. 使用データと解析方法 

使用データは、JRA-55 [Kobayashi et al, 2015]3)の

降水量と，NCEP/NCAR 再解析データ [Kanlay et 

al, 1996]4)のジオポテンシャル高度、気温、相対湿

度、風を用いた。 

本研究では、赤道アフリカと亜熱帯アフリカの

雨季は異なるため、両方の雨季を考慮した 1月か

ら 6月の半年間に着目した。そして、降水量が比

較的多かった 1970年からの 5年間（1970-1974年）

を過去、降水量が減少した 2010 年からの 5 年間

（2010-2014 年）を現在と設定した。この 2 つの

期間の降水量をそれぞれ 5年平均し、比較するこ

とで過去と現在でアフリカの降水量の変化を評

価した。 

 次に、過去と現在で降水量減少が顕著な赤道ア

フリカに着目し、この領域を平均した降水量 index

（赤道アフリカ降水 index）を作成した（Fig. 1）。

また、赤道アフリカの降水量の変化と大気場の関

係性を評価するため、赤道アフリカ降水量 index

と降水量・ジオポテンシャル高度・気温とそれぞ

れ同時回帰を行った。 

また、赤道アフリカの降水量減少が亜熱帯アフ

リカの降水量増加に影響しているかを明らかに

するため、水蒸気フラックスを求め、降水量と同

様に過去と現在の差をとり比較を行った。 

3. 解析結果 

まず、赤道アフリカ降水量 indexを見ると、1970

年から 2014 年にかけて降水量が減少しているこ

とが分かった（Fig. 1）。 

降水量の過去と現在の 5年平均の比較から、近

年赤道アフリカでは降水量は減少し、逆に亜熱帯

アフリカでは降水量が増加していた（図略）。また、

赤道アフリカ降水量 index と降水量との回帰から、

赤道アフリカの降水量減少は亜熱帯アフリカの

降水量増加と強く関係していた（Fig. 2）。 

 さらに、水蒸気フラックスの過去と現在の差か

ら亜熱帯アフリカから赤道アフリカに向かう水

蒸気フラックスが弱まっていることが確認でき

た（Fig. 3）。 

4. 考察 

以上の結果から、赤道アフリカと亜熱帯アフリ

カの降水量の変動は強く関係していることがわ

かった。 

亜熱帯アフリカから赤道アフリカに向かう水

蒸気フラックスの減少は、赤道アフリカの低気圧

の強化が原因であることが示唆された（図略）。ま

た、亜熱帯アフリカの雨季が遅れることが原因で、

赤道アフリカへの水蒸気フラックスの減少し、過

去と比較して現在がより赤道アフリカの降水量

が減少したことが示唆された。 
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Fig. 1. Time series of equatorial Africa precipitation 

(mm) of 6 months mean (areal average in the Sahel 

region of black box in Fig. 2). Red line indicates 

linear trend from 1970 to 2014. 

 

Fig. 2. Regression map of precipitation with equatorial 

Africa precipitation index .Shadings significances 

above the 90% level. Contours are regression 

coefficients. The sign is reversed. 

Fig. 3. Difference of Moisture flux [m kg/kg s] 

between 2010-2014 mean and 1970-1974 mean. 

 


