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１,プロジェクト活動 

1-1,プロジェクトテーマと目的 

私たち田中プロジェクトは地球の環境問題の分析をテーマに活動しています。 環境問

題を分析しどんなことが真の問題なのか明らかにしようと前期から 3 つのグループに分

かれ、後期からは分析した 結果を形にすることやさらなる分析を進めてそれぞれの最終

成果物に向け活動を行ってきました。 

 

1-2,前期活動 

 中間発表までの前期の活動は 4 月にテーマを決め、5 月から 7 月前半までは地震、降水

量、温暖化についてのデータ分析を行いました。 

 

1-3,後期活動 

 中間発表から最終発表までの活動は、グループごとに夏休みに勉強会と新たなテーマ分

析を行い。それを基に、地震グループはハザードマップの作成、温暖化グループは温暖化

のデータ分析を行った。降水量グループは海流と気温降水量の分析を前期同様行った。 
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2,気象データ調査の概要 

2-1、目的 

 地球の環境問題を『地球温暖化』、『気温降水量』の分野で分析していくにあたり、世界

の気象データから分析し、特徴をつかむことを目的に分析を行った。データの分析は前期

から夏休みの活動に渡って行った。 

 世界を大陸ごと（アフリカ、オーストラリア、オセアニア、南アメリカ、ユーラシア、

北アメリカ、グリーンランド、南極・北極）に分析し、69 箇所の 420 ヶ月（1983 年１月

〜2017 年 12 月の 35 年）のデータを扱った。 

 

2-2、分析結果 
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2-3、考察 

―アフリカ・オーストラリア 

 気温でマイナスとなる地域はなく、気温の変化量は 1 度前後となっている。また、平均

気温が高い地域の方が気温の変化量が小さい。 

 降水量の変化量はマイナスも確認できたが、全体としてあまり変化は大きくない。降水

量では異常値が存在したが、割合としては許容範囲といえる。 

―オセアニア 

 気温の変化量は１以下であるが上昇していることがわかった。高温回数も比較的多い。

雨の量が多い地域もあり、大雨回数も比較的多い。なんらかの影響で気温上昇と降水量の

増加が起こっていると考え、島国のため、海からの影響などもあるのではないかと考え

た。 

―南アメリカ 

気温の変化量でマイナスの結果が得られた。周辺を調べるとマイナスの結果になる都市

が他にもあった。どちらも海岸像の都市であった。気温の異常値は熱帯雨林の地域に見ら

れた。海岸部では気温が下がる地域があり、内陸では気温の上昇がみられた。海などの環

境に影響されているのではないかと考えた。 

―ユーラシア大陸 

 全体の変化量の分析は、気温は約 1.481℃、降水量は約 8.60mm というになった。しか

し、1 つ１つの変化量をみると振れ幅が大きいことが分かる。気温ではトルコのワンや、

中国の広東省は非常に変化量が小さいが、ロシアのタルコサレと比較すると約 2.47℃も違

う。 

 降水量についても同様に、中国の広東省が非常に変化量が大きく、最小値との差は約

52.6mm である。上記で述べた平均変化量と比べると大きな違いであり、広東省の数値を

除外して平均を求めると、約 5.46 ㎜になることからも外れ値として扱うべきであると考え

る。また、今回は全体のデータの平均と標準偏差を求め、μ＋3σを計算した。μ＋3σ

に含まれるデータは約 0.13％である為、ニュースなどで放映されるような「50 年に一度の

〜」というような気温、降水量の発生頻度を求める為である。μ＋3σを超える値を高

温、大雨としてカウントを行った結果、自分の対象地域 35 年分のデータでは高温は 0、大

雨は平均 6.8 回という結果になった。大雨回数が 11 回、最多であった地域はロシアのズイ

リャンカ、中国の甘粛省であった。この 2 つの地域の降水量の変化量の差は約 13 ㎜ある

ため、大雨の回数と、環境の変化の差はあまり関係がないのではないかと推測する。 

―北アメリカ 

 北アメリカ全体として、気温は上昇傾向にある都市の方が多く、温暖化の影響なのか気

になるところである。また赤道に近い場所と、より北に近い場所の差があるので一貫した

傾向としては寒い地域の方が比較的上昇傾向が見て取りやすかった。 
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 降水量はあまり変化をしている傾向はなかったがメキシコだけは大きく、減少傾向を見

ることができた。しかし、平均的にどこも減少傾向があるようで、最近になるほど大雨の

回数が減少しているように感じられた。 

―グリーンランド・北極・南極 

 北極・南極に関しては気温がマイナス以下の月が多く、降水量はあまりなかった。 

 他の国と比べると北極・南極は降水量があまりなかった。 

 データが欠けている箇所がかなりあった。 
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3,気温と海流 

3-1 分析した経緯 

 前期で分析した全世界の気温・降水量の結果から緯度が高めの北の地点に位置している

都市でも気温が他の同緯度地点の都市よりも比較的高いところを見つけ、どうしてそのよ

うな気温になっているのか調査した。結果、海流の影響が大きいのではないかという仮説

を立て海流と気温の関係を分析した。 

 

3-2,分析の方法 

 分析の方法としてはまず、どのようなところに大きな寒流・暖流が存在していて影響が

ありそうな寒流・暖流を選び、その付近にある主な都市を前期で行った世界の気温・降水

量のデータを使用し、データを増やすために選択した海流付近の都市のデータを気象庁か

らダウンロードし、前期と同じように分析した。 

 また、分析した海流の影響を受けているであろう地点の気温データを 35 年平均、平年

値、3 年平均などのデータも算出し、グラフを作成し気象庁のホームページにある海域ご

とのグラフと比較をした。さらに海流の影響を受けているであろうという仮説地点のデー

タを元に気象庁にある年ごとの海水温データと前述で分析したデータで気温の変化量がマ

イナスの地点、気温の高低を照らしわせて比較を行った。 

 

3-3,分析の結果 

 海流の影響を調べるために分析をした結果、南アメリカは寒流の近くに位置しているた

め比較的海流の影響で気温が高くならない地点が幾つか存在することがわかった。北アメ

リカ、ヨーロッパでは比較的緯度が高くても暖かく海流の影響を受けている地域が多いと

予想していたが、分析の結果大きな影響が見て取れる結果があまり出てはこなかった。し

かし、アラスカやイギリスなどは北に位置しているにもかかわらずそこまで寒くなく、暖

流が近くにあることから影響は受けていると考えられる。今回の分析では南半球は暖流の

影響があまり見られず、北半球は寒流の影響を探し出すことが困難だった。 

 海流の影響で気温が左右されているであろうという仮説を元に気温と海水温の比較を行

った分析では北半球ではあまり関係性が見えない結果になった。一方南アメリカではブラ

ジル暖流の影響があると仮説立てて分析したところアルゼンチンのリオガジェゴスとウス

アイアの 2 地点で気温の変化量がマイナスになっていた。そこで気温がマイナスの 5 年を

海水温のデータと比較したところ、気温がマイナスの年は海水温が低くなっていることが

分析の結果として分かった。 

 これらから海流の影響について分析した全体の結果としては海流の影響は受けているこ

とは分析で確認できたのは南アメリカが主に比較的確認できた。また、海流の影響 

 があるならば地形や風の影響も分析して全ての結果を合わせて比較したいと考える。 
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Table1-1 リオガジェゴスのマイナス気温  Figure 1-リオガジェゴスの気温グラフ 

 

Figure 1-2.1 世界の海水温（リオガジェゴス付近の海流は赤丸）1995 年 8 月 
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Figure 1-2.2 世界の海水温（リオガジェゴス付近の海流は赤丸）1999 年 6 月 

 

 

 

 

Figure 1-2.3 世界の海水温（リオガジェゴス付近の海流は赤丸）2001 年 7 月 
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Figure 1-2.4 世界の海水温（リオガジェゴス付近の海流は赤丸）2002 年 6 月 

 

 

 

Figure 1-2.5 世界の海水温（リオガジェゴス付近の海流は赤丸）2005 年 6 月 
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Table 1-2 南アメリカの気温変化量 

大陸 国（都市） 変化量 

オセアニア マレーシア（クチン） 0.6704 

オセアニア インドネシア（ビアク） 0.3352 

オセアニア ニューカレドニア（マクマ） 0.0838 

オセアニア ニュージーランド（ギズボーン） 0.6704 

南アメリカ アルゼンチン（サンフリアン） -0.0838 

南アメリカ アルゼンチン（ネウケン） 0.3781 

南アメリカ アルゼンチン（フフイ） 0.2105 

南アメリカ アルゼンチン（サンティアゴデルエステロ） 0.3781 

南アメリカ ブラジル （バラドコルダ） 1.8865 

南アメリカ ブラジル（カロリナ） 1.258 

南アメリカ アルゼンチン（ORAN AERO） 0.5038 

南アメリカ チリ（ブンタアレナス） 0.3771 

南アメリカ アルゼンチン（エセイサ） 0.8799 

南アメリカ アルゼンチン （マルデルブラタ） 0.2095 

南アメリカ アルゼンチン （バイアブランカ） 0.2514 

南アメリカ アルゼンチン （トレレウ） 0.419 

南アメリカ アルゼンチン（コモドロリバダビア） 0.419 

南アメリカ アルゼンチン（リオガジェゴス） -0.2933 

南アメリカ アルゼンチン（ウスアイア） -0.02933 

南アメリカ アルゼンチン（グアレグアイチュ） 0.2514 

南アメリカ アルゼンチン（エスケル） 0.1257 

南アメリカ アルゼンチン（プエルトデセアド） 0.5447 

南アメリカ アルゼンチン（ビエドマ） 0.6704 

 

 

※他の分析した資料は別途提示 
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4,降水量とバーチャルウォーター 

4-1,バーチャルウォーターとは 

 バーチャルウォーターとは、食料を輸入している国(消費国) において、もしその輸入食

料を生産するとしたら、どの程度の水が必要かを推定したもの。1例えば、米 1 合は 555L

の水を必要とし、鶏卵 1 個は 179.2L の水を必要とする。バーチャルウォーターの基準値

は環境省で決められていて、その基準値をもとに計算する。 

 

図１ バーチャルウォータの具体例 

 

4-2,目的 

 バーチャルウォーターという指標を知り、輸入品を水に換算するということは言わば、

水を輸入するという考えであり、そこに面白さを感じた。この指標を使って自分たちの生

活と水についての関連を見つけることを目標に活動を始めた。バーチャルウォーターで

は、異なる国から同じ物を輸入しても値の変化はない。そのため、降水量が少なく、水不

足に陥っている国と降水量が多く、水不足の問題がない国との違いは生まれない。そこを

解消するために、世界各国の降水量を分析し、水の価値をつけた新たな指標を作っていく

ことにした。 

 

4-3,内容 

前期は世界 101 カ国の 60 ヶ月(2013 年 6 月〜2018 年 5 月の 5 年間)の降水量データを分

析した。各国の降水量データを気象庁からダウンロードし、分散や平均値などから国や地

域の傾向をつかもうとした。しかし、わかりやすい変化や特徴がなく、指標にするには難

しい状況だった。そのため、期間を広げて分析を行うことにした。後期からは気象庁から

27 カ国 62 都市の 420 ヶ月（1983 年１月〜2017 年 12 月の 35 年）のデータをダウンロー
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ドして分析した。図２は分析した都市の降水量の変化量と平均値を並べたものである。こ

の表より、平均値が多く現在までの降水量が比較的多い地域でも変化量がマイナスとなっ

ている都市がある。そのような都市は将来的に降水量が減少する可能性がある。それらを

配慮すると、平均値や変化量だけで作った階級ではなく、予想値(2020 年 12 月)による比

較が有効であることがわかった。 

 

その予想値の分布を調べ、階級を分け、予想値が大きい順に都市で分けた場合には 1~8、

国で分けた場合には 1~6 の度数をつけた。 

 

4-4,結果 

 分析を行った水の価値が一番高い都市は甘粛省(中国)、低い都市はクチン（マレーシ

ア）、国では一番高い国はチリ、低い国はマレーシアとなった。オリジナルの指標をつけ

る前は、米 1 合は 555L の水を必要とし、鶏卵 1 個は 179.2L であった。しかし、オリジナ

ル指標では表１の結果となった。降水量の平均値の都市であるキングストンで計算を行う

と表２のようになった。降水量によって水の価値を決め、それによりバーチャルウォータ

ーの指標を変化させることができた。 

  

表１                                    表２ 

4-5,参考文献 
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１、環境省_ virtual water (https://www.env.go.jp/water/virtual_water/) 
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5,温暖化 

 温暖化グループでは近年問題となっている地球温暖化について分析を行った。前期では

日本各地の気温の変化を分析し、温暖化が実際に起こっているのかを調べた。その結果日

本各地で気温が上昇している、という結果が得られた。後期では気温が上がっている要因

は何なのかを具体的に知るために分析を行った。分析には R 言語を使用した。 

 

5-1,気温と二酸化炭素(CO2)の関係 

 地球温暖化の問題を取り上げるときに話題にあがるのは、気温と CO2の関係である。そ

こでまず気温と CO2のグラフの比較を行った（図１）。 

 

図 1 東京の気温と CO2 (1987-2016) 

 

2 つのグラフは共に上下の振幅が確認できるが、動き方は異なっている。また気温の上昇

率と CO2の上昇率は異なっていることが図 1 を見て明らかである。そのため 2 つのグラフ

に関連性が見られず、気温と CO2が互いに関係しているとはいえない。そこで CO2以外

に気温に関係していそうな要因を探した。そして気温が上がっていることは、地球に熱を

与えている太陽と関係があるのではないかと考えた。 

 

5-2,気温と黒点 

 黒点とは太陽表面にある黒い点のこと。黒点の部分は他の箇所よりも光が弱いため黒く

見える。私たちは黒点が増えることによって気温が上がるのではないかと考えた。これは

一見矛盾しているように感じるが、実際黒点はすぐに消えるのでその後はすぐに黒点だっ

た部分は明るくなる（つまり気温が上がる）。また黒点とは反対に、周囲よりも明るい部
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分を白斑というが、それが同時に発生しているため結果的に太陽が明るくなるとの考えも

ある。そういったことから私たちは黒点が増えたら気温が上がるのではないかという考え

のもと、分析を行った。 

 

図 2 東京の気温と黒点(1915-2017) 

 

気温と黒点は元のデータのグラフ（図 2）を比較しただけでは関係性がわからなかった。

そこでもう少し詳しく分析を行う。今回は R を使用し、周期や相関を見ていく。 

 最初に黒点の周期を調べる。周期を調べるには spectrum()関数を使用する（図 3）。

spectrum()関数を使用したことで黒点の周波数を知ることができ、この場合周波数が約

1.03 であることがわかった。よって黒点の周期は 12/1.03=11.6 年となる。また SILSO が

発表しているデータでは近年太陽黒点の数は減少している(次ページのグラフより)。特に

2018 年は昨年に比べて黒点が 6 割ほど少なく、通常以上のスピードで減っていると言われ

ている。そのためこれから太陽の周期は変化していくと考えられている。 

次に気温と黒点の相関関係を分析する。ここでは decompose()関数を使用し、気温と黒

点の残差を出して分析を行った(図 4)。decompose()関数により季節性を除外したデータを

得ることができる。ここで observed は元のデータ、trend は長期変動、seasonal は季節変

動、random は不規則変動を表している。random は元データから trend と seasonal の成分

を取り除いたものである。つまり random は残差であり、元データより正確にそのデータ

の性質を表している。この random を使って、気温と黒点の相関関係を調べる。 
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図 3 黒点の周波数 

 

近年の太陽黒点の数(http://sidc.oma.be/silso/dayssnplot) 
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図 4 黒点の decompose()関数 

 

図５ 気温の decompose()関数 
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図６ 気温と黒点の相互相関 

(R コード：ccf(kiontokyo.ran.ts, sunspot.ran.ts,main="気温・黒点（random）")) 

 図６は気温と黒点の相互相関をグラフにしたものである。相互相関とは 2 つのデータが

どれだけ似通っているかを調べたものである。グラフの横軸が 0 のところで係数の値が正

となっていれば、誤差が０で 2 つのデータが正の相関であることがわかる。反対にグラフ

の横軸が 0 のところで係数の値が負となっていれば、誤差が０で 2 つのデータが負の相関

であることがわかる。また、横軸が 1 や-1 で係数が出ている場合、一方のデータが先行し

て変化し、もう一方がそれと 1 年違いで同じように変化していることがわかる。図 6 を見

ると、係数が一番大きい値でも 0.06 となっており、気温と黒点に関係性があるとはいえな

い。 

 今回気温と黒点のデータを比較しただけでは関係性を見つけることができなかった。そ

のため、次にまた違った視点で気温と黒点の関係性を見ていこうと思う。 
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＊分析のＲコード 

・気温 

kiontokyo <- read.table("東京気温.txt", header = F)  #気温のデータ 

kiontokyoM <- kiontokyo$V2 

kiontokyo.ts <- ts(kiontokyoM , start=c(1915,1), freq = 12) 

ts.plot(kiontokyo.ts, main="tokyo") 

plot.spectrum(kiontokyo.ts) #気温の周期 

plot(decompose(kiontokyo.ts)) 

kiontokyo.ran <- decompose(kiontokyo.ts)$random  #気温の残差の成分を取り出す 

・黒点 

sunspotM01 <- read.table("sunspotM201612.dat", header = F) #黒点のデータ 

sunspotM0 <- sunspotM01$V1 

sunspot.ts <- ts(sunspotM0 , start=c(1760,1), freq = 12) 

sunspot1.ts <- ts(sunspot.ts , start=c(1915,1),end=c(2017,12), freq = 12) #気温と黒点の

期間をそろえる 

ts.plot(sunspot.ts, main="sunspot") 

plot.spectrum(sunspot.ts) #黒点の周期 

plot(decompose(sunspot.ts)) 

sunspot.ran <- decompose(sunspot.ts)$random #黒点の残差の成分を取り出す 

 

・気温と黒点の相互相関 

plot(cbind(kiontokyo.ts,sunspot1.ts),main="気温・黒点") 

ccf(kiontokyo.ts, sunspot1.ts,main="気温・黒点") 

 

 

5-3,気温・雲量・降水量の相関関係 

 

ここまでの分析で気温と CO2、気温と黒点を直接比較を行ったが温暖化の要因として扱
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うには不十分なものであると私たちは考えた。そこで、気温と同じように、身近にある要

素を考え、その要素から分析を行う方針へと切り替えることにした。 

今回分析の対象として雲量と降水量を加え、それぞれの要素との相関を調べた。前期同

様複数の観測地点を設けようと考え、今回は福島、長野、東京、大阪、広島、沖縄の６か

所を対象に分析を行い、表の様な結果を得ることができた。 

観測地点 東京 長野 福島 大阪 広島 沖縄 

気温・降水量 負 負 負 負 ― 負 

気温・雲量 負 正 正 負 ― 負 

降水量・雲量 正 ― ― 正 正 正 

・大阪の気温・降水量・雲量の相互相関のグラフ(1900-2017) 

（※元データの random 成分を比較） 

 

 

図 7 気温と降水量の相互相関 
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図 8 気温と雲量の相互相関 

 

 

 

 

図 9 降水量と雲量の相互相関 

 

 

 

表の通り、全 6 か所中 3 か所の地域で各要素の相関を求めることができた。実例として載



 21 

せているグラフは大阪のものだが、３つの相関を求めることのできた東京、沖縄でも同様

の形のグラフとなった。この結果から各要素は次の図のような相関関係にあることが分か

る。 

 

 

図 10 気温・降水量・雲量の相関関係図 

 

また、今回分析の対象としたのは不規則変動だが、長期変動のデータを元にそこからさに

不規則変動のデータを取り出したらどうなるかということも試したいと思い、実験を行っ

た。不規則変動に残るデータよりも、長期変動に残るデータの方が多く、そこを元にデー

タを取り出すことで、違った結果が得られる可能性があるのではないかということがこの

実験の動機である。 

・大阪の気温降水量・雲量の相互相関のグラフ(1900-2017) 

（※trend 成分のデータに含まれる random 成分を比較） 
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図 11 気温と降水量の相互相関 

図 12 気温と雲量の相互相関 
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図 13 降水量と雲量の相互相関 

 

実験の結果は図 11⊸13 の様になり、図 8⊸10 よりも強い相関関係を見ることができた。

これは長期変動のデータに残った偏りが原因であると考えられる。 

 

 

5-4,宇宙線の影響 

 

少し話が飛躍するが、太陽活動に影響されるもの一つとして宇宙線というものがある。

「宇宙線」とはどのようなものか、検索を行うと次のような説明を確認することができ

る。 

 

「宇宙線というのは、宇宙から地球に絶えず高速で降り注いでいる原子核や素粒子です。

私たちの体も、いつも膨大な数の宇宙線が突き抜けています。宇宙線は地球に到達して大

気中に飛び込み、空気中の酸素や窒素の原子核と核反応を起こします。」 

（http://www.icrr.u-tokyo.ac.jp/uchusen/uchu.html） 

 

この宇宙線に関して、宇宙線は太陽活動が盛んになり太陽磁場が強まるほど宇宙線の量が

減り、太陽活動が縮小傾向にあるほど宇宙線の量が増えるということが分かっている。 

そして宇宙線が増えるほど雲量が増える、つまり「宇宙線が雲を形成している」という考

えのもとデンマークのスベンスマルクという学者が研究しており、実際にスベンスマルク

効果として１つの学説を唱えている。これは温暖化の要因として間接的にではあるものの

http://www.icrr.u-tokyo.ac.jp/uchusen/uchu.html
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雲量、太陽活動が影響していることの証明となりえるだろうと考察する。 

 

図 14 各分析要素の相関図 

 

 

5-5,まとめ 

前期では日本を対象に温暖化の有無を調べるという目的のもと、日本各地（143 か所）

の気温の上昇を調べた。その要因については前期では詳しく調べることができなかった。

後期ではその要因の分析を行ったが、良い結果を得ることができなかった。それは使うこ

とのできるデータ数が少なかったことや、雲量の測定方法が曖昧であることが原因と考え

られる。また分析の技術にも限界があり、1 年弱という期間で要因を分析することは困難

であった。 

直接的に気温が上昇している原因を知ることは難しかったが、雲量や宇宙線という要素

など様々な可能性が考えられることを学んだ。また一部良い結果が得られたものもあった

が、これは疑似相関である可能性も十分に考えられるため、機会があればこの分析を踏ま

えて再度調査したいと思う。気温の上昇に関しては専門家の間でも様々な説があり、問題

解決にはまだ時間がかかるだろう。 

 

5-6,参考文献 

(1)柴田一成,『太陽の科学』,NHK ブックス,2010. 

(2)SILSO,http://sidc.oma.be/silso/dayssnplot. 

(3)H.スベンスマルク/N.コールダー,『”不機嫌な”太陽』,恒星社,2018. 

(4)広瀬隆,『二酸化炭素温暖化説の崩壊』,集英社新書,2011. 
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5-7,データ元 

(1)CO2 

気象庁−二酸化炭素濃度の観測結果(綾里), 

http://ds.data.jma.go.jp/ghg/kanshi/obs/co2_monthave_ryo.html. 

(2)黒点 

SILSO, http://sidc.oma.be/silso/home. 

(3)気温・降水量・雲量 

気象庁−過去の気象データ検索, 

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php?prec_no=&block_no=&year=&month

=&day=&view=. 

 

・雲量の定義 

「雲量は、全天空に占める雲に覆われた部分の割合をいい、０から 10 までの整数で表

す。ただし、雲が全天空をほぼ覆っていてもすき間がある場合は、完全に 10 でないとい

う意味で 10− と表し、また，雲はあるがその量が１とするに足らない場合は、０より少

しあるという意味で 0＋と表す。0, 0＋,1・・・9,10−,10 の 13 段階で観測する。濃霧のた

め空が全く見えない場合は，これを雲と同様にみなして雲量 10 とする。もし、霧を通

し、あるいは霧のない部分から天空あるいは雲が見える場合は、その程度に応じて雲量を

決める。 煙霧、黄砂、降灰、煙などが天空の全体又は一部をおおい雲を判別できない場

合は、濃霧の場合と同様そこに雲があるものとみなして雲量を決める。こうして得られた

雲量は天気を決める要素にもなる。」 

気象観測の手引きー気象庁, 

www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kansoku_guide/tebiki.pdf,1998.  
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以下、相互相関について(別紙) 

・相関 

 ここでは今回の分析から少し離れ、相関について説明をする。一方のデータの数値が変

化すると、もう一方のデータもそれに影響を受けて変化する時、2 つのデータには相関が

あるという。相関には正の相関と負の相関がある。一方の変数の値が大きくなると他方の

変数の値も大きくなるとき、正の相関があるという。反対に一方の変数の値が大きくなる

と他方の変数の値が小さくなるとき、負の相関があるという。例えば、身長と体重は一般

的に身長が高いと体重も重いため正の相関となる。また、遊び時間が増えると学力が低下

するというのは負の相関となる。正の相関のグラフは右上がり、負の相関のグラフは右下

がりになる。 

 

例 1 正の相関のグラフ (横軸が身長、縦軸が体重) 

  

・自己相関 

 次に自己相関について説明をする。自己相関とは一つのデータとそのデータから時間を

ずらしたデータとの関係を示したものである。 

 

例 2 気温の自己相関のグラフ 
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自己相関を調べることでそのデータに周期性があるかどうかを知ることができる。例 2 の

気温の自己相関のグラフを見ると、Lag が 0 や１のところで縦軸が 1.0 となっていること

がわかる。このグラフの縦軸は相関係数である。相関係数とは 2 つのデータの関係を示す

指標である。相関係数が 1 に近いとき 2 つのデータは正の相関、-1 に近いとき負の相関で

ある。例 2 の気温の自己相関では Lagが 1、つまり元のデータと元のデータから 1 年ずら

したデータが正の相関であることがわかる。グラフから、1 年ごとに正の相関があらわれ

周期が 1 年であることがわかる。 

 

・相互相関 

 2 つのデータの時間をずらした時にどれだけ似通っているのか、関係しているのかを示

したものが相互相関である。身長と体重のグラフでは時間の流れは示されていなかった。

しかし気温と降水量との関係など、時間の経過と共に変化するデータを分析するときに用

いられる。2 つのデータのどちらかが先行して変化している、または遅れて変化してい

る、ということを知ることができる。 

 

例 3 気温と降水量の相互相関のグラフ 

例 3 の気温と降水量の相互相関のグラフでは Lagが 0 や 1 のところで相関係数が約 0.4 と

なり正の相関が示されている。気温の元データと降水量の 1 年後のデータを比較したもの

が、Lag が 1 のときの結果をしめしている。例 3 のグラフでは Lagが 0、つまり遅れが０

のところで正の相関があるため、気温と降水量は遅れ０で変化をしていることがわかる。 

 今回地球温暖化グループの分析では、それぞれのデータの「残差」を利用して分析を行

った。気温や降水量のデータには周期性がある。気温であれば日本の場合、夏は高く冬は

低い。それを 1 年ごとに繰り返している。そういった周期性を取り除いた残差を分析に利

用した。 
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例 4 気温の残差データ 

例 4 のグラフで observed は元のデータ、trend は長期変動、seasonal は季節変動、random

は不規則変動を表している。random は元データから trend と seasonal の成分を取り除い

たものであり、残差を示している。周期性を取り除いたことで、データが本来持っている

要素を分析することができる。 

 実際の分析では残差で相関が見つけられなかったため、trend のデータも使い 2 つのデ

ータの関係を調べた。 

 

参考文献 

(1)篠崎信雄・竹内秀一,『統計解析入門[第 2 版]』,サイエンス社,2017. 

(2)32-4.自己相関｜統計学の時間｜,https://bellcurve.jp/statistics/course/12935.html. 

(3)相関係数の意味と求め方,https://sci-pursuit.com/math/statistics/correlation-coefficient. 

html. 
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6,Earthquake(地震) 

6-1,目的  

私たちは地震をテーマに分析を行っていきました。しかし、分析する量と集計できる量に

限界があったため、当初予定していた、地震を予測するという目標から大きく変更を行っ

た。そこで次に取り組んだのが神奈川県のハザードマップの作成である。 

 ただしハザードマップの作成においていくつかの断りがある 

  １、 神奈川県内に限定したもので、震度４以上７以下での集計 

  ２、 集計する年の幅は２００７年から２０１７年に限定する 

そこで集計を行い地震の発生回数が多い地域そうでない地域で危険度を分けることにし

た。 

 

6-2,具体的活動（ハザードマップの作成） 

下に表示する表は QGIS で神奈川県の地震分布を行うために２０１８年から 

過去１０年遡って集計した神奈川県の地震分布である。 

 

 

手順 

気象庁から神奈川県内のデータを収集→EXCEL で表作成→地図にマッピング 

QGIS（シェイプファイルの作成）→ R で KML 変換 → Google earth での表示 
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結果としては上のように失敗してしまった。 

原因はおそらく QGIS で作成したシェープファイルによるものだと思う。 

神奈川県の区切りができていなかったため、座標がずれて、全体が黒く塗りつぶされたと

みなされたためであると思う。 

 

6-3,結果 

神奈川県の部分が四角真っ白になってしまった。原因はシェイプファイルの作成にあると

いうことがわかった。これからまだ改善していきたい。 

１年間を通して地震について学んできたが、地震について分析するにはまだまだ時間や実

力不足だと感じた。しかし、学んできて、自分が知らなかったようなこともわかり、日本

で生きている以上、地震ということからは目が背けられないものだということもわかっ

た。 

 


