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歪曲が軽信され続ける地球温暖化人為説
２０１９年１１月１５日
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宇

人類が排出した２酸化炭素など温室効果ガスによって地球が温
暖化しているという「地球温暖化人為説」は、地球温暖化問題
の大黒柱だ。人為説に基づき「温室効果ガスの排出を規制しな
いと、地球温暖化によって旱魃や山火事、洪水、海面上昇によ
る埋没、巨大台風など大惨事が急増して間もなく人類が滅亡す
る。温室効果ガスの排出を厳しく規制すべきだ」と騒がれてい
るのが「地球温暖化問題」だ。 （11,000 Experts Propose Final
Solution To Global Warming: Just Kill Billions Of People） （まだ
続く地球温暖化の歪曲）
この「問題」の最大の難点は、本当に人類の温室効果ガスの排
出によって地球が危機的に温暖化しているのかどうか確認でき
ないことだ。地球が温暖化しているとしても、その原因が人類
排出の２酸化炭素でないなら、巨額の費用をかけて石炭石油な
どの利用を規制して２酸化炭素の排出を減らしても温暖化は止
まらず、無意味な政策になる。人為と無関係に地球が温暖化し
ている場合、温暖化の原因は、太陽活動の変化など地球と太陽
にまつわる周期的な変動である可能性が高く、それだと地球の
気候は一定周期で温暖化と寒冷化を繰り返してきたわけで、今
から何十年か先に温暖化で人類が滅亡する可能性はほぼゼロ
だ。 （Have we reached solar minimum? ） （Global Warming A
"Hoax And Scam" Pushed By Greedy Government Scientists:
Greenpeace Co-Founder）
この４半世紀に世界的な大騒動となっている地球温暖化問題は
「人為が原因で急速な温暖化が起きているのかどうか」が問題
だ。単に「温暖化しているかどうか」が問題ではない。太陽か
ら地球に向けて放出されてくる宇宙線（微粒子）の量の変化な
ど、人為以外の温暖化（寒冷化）の要素の中には重要そうなも
のがいくつかある。それらでなく、人類が排出した２酸化炭素
などが原因で急速な地球温暖化が起きているという「人為説」
を確定的に立証するのが先決だ。「石炭石油を使い続けると温

暖化で人類が滅亡する。石炭石油の利用を禁止せよ」と軽信的
な大馬鹿者みたいに騒ぐのはその後にやるべきことだ。
（Time to put an end to the climate cult） （地球温暖化のエセ科
学）
温暖化人為説の根拠となってきたのは、国連の専門家パネル
（ＩＰＣＣ）の学者たちが気候変動をシミュレーションするプ
ログラム（気候変動モデル）を作って動かしたところ、人為が
原因でこれから温暖化が進んで大惨事が増えるという結論が出
たことだ。このモデルを作る際のデータの使い方が、温暖化を
誇張する方向に偏向しているのでないかという議論が４半世紀
にわたって続いてきた。ＩＰＣＣの内外では、モデルが正しい
と主張する勢力が、モデルに大きな偏向や誇張があると主張す
る勢力を政治力で無力化・排除する傾向が続き、このモデルが
正しいと客観的に言える状態からどんどん遠ざかっている。
（Survey underscores high levels of US scepticism on climate
change） （地球温暖化問題の歪曲） （地球温暖化問題の裏
側）
このモデルを作った米国のマイケル・マンらＩＰＣＣの学者た
ちは、以前は安定していた地球の気温が、温室効果ガスの人為
排出が急増した産業革命以来、急速に温暖化しているという
「ホッケーの棒理論」を９０年代から提唱していた。だがその
後、ホッケーの棒理論は地球の過去の気温変化について間違っ
ており正しくないという議論が続き「この理論によって人為説
が確定した」といえる状況ではなくなった。 （Hockey stick
controversy - Wikipedia） （Armstrong: Climate Change Has Been
A Routine Scare Tactic Since The 1930s）
２００９年には、ＩＰＣＣを主導してきた英米などの専門家た
ち（マイケル・マンの仲間）が、人為説を確定的なものに見せ
かける目的で、データ分析の際の歪曲のやり方を議論した電子
メールの束が漏洩・暴露されてスキャンダルになる「クライメ
ート・ゲート」が起きた。人為説を声高に主張してきたＩＰＣ
Ｃを主導する学者たちが、健全な科学的な議論に基づいて人為
説を強化するのでなく、科学者としての倫理に反する歪曲行為
を謀議しながら集団的に進め、人為説を捏造していたことが明
らかになった。だが、クライメート・ゲートはあまり問題にな
らず忘れられていき、その後もＩＰＣＣが発する人為説と「温
暖化で大惨事が起きる」という誇張が「確定的に正しい事実」

としてマスコミで喧伝され、人類の多くがそれを鵜呑みにする
事態が続いている。（何となくおかしいと思っている人は多い
かもしれないが） （地球温暖化めぐる歪曲と暗闘（1）） （地
球温暖化めぐる歪曲と暗闘（2））
ＩＰＣＣなど人為説を喧伝する勢力は、人為説を補強するため
のグラフをいくつも用意して「根拠」として主張している。だ
が、これらのグラフの中にインチキが多いことを、リバタリア
ン系の経済分析者であるマイク・シェドロック（Mike
Shedlock）が最近指摘している。彼は、米国の人為説の主張者
たちが近年の地球温暖化の根拠として挙げている５つのグラフ
について、いずれもグラフの始まりの年次を恣意的に選ぶこと
で、それ以前の反対の傾向を隠し、もっと長期的なグラフだと
温暖化の傾向にならないものを、短い期間のグラフにすること
で温暖化しているかのように歪曲していると指摘している。以
下、彼が書いた「Global Warming Fraud Exposed In Pictures」の
ページの内容に沿って説明する。 （Global Warming Fraud
Exposed In Pictures）
１つ目（U.S. Heat Waves）は、米国での年間の熱波の発生回数
が１９６０年代から増え続けているグラフだが、１９６０年か
らでなく１９００年からのグラフを見ると増減しつつの横ばい
状態味で、１９３０年ごろにかけていったん増えた後に大きく
減り、１９７０年ごろから再び増えている。１９００年からの
グラフだと温暖化していないことになってしまう。温暖化して
いると歪曲するためにグラフの起点を１９６０年にした観があ
る。
２つ目（U.S. WildFires）は、米国での年間の山火事の発生回数
が１９８５年ごろから増える傾向であること。これも、もっと
長く１９１６年からのグラフを見ると、１９２２年から１９３
０年ごろにかけて急増し、その後１９６８年にかけて減り続
け、その後は１９８５年ごろまで横ばいで、その後少しずつ増
えている。この最後の少しずつ増えている部分だけを取り出し
「山火事が増えている」と誇張している。
３つ目（Arctic Sea Ice Extent）は、北極海での氷域が１９７９
年から縮小傾向にあること。これも１９７０年からのグラフを
見ると、１９７０−７９年に氷域が急拡大しており、それを見
せると「温暖化によって氷域が縮小している」と言えなくなる

ので７８年以前を隠している。
４つ目（U.S. Sea Level）は、米国ＮＹの海面が１９２０年代か
ら上昇傾向であること、これは、２万年前からのグラフを見る
と、人類が温室効果ガスをほとんど排出していなかった産業革
命前の方が急速に海面が上昇し、最近の千年ぐらいはむしろ以
前に比べて少しずつしか海面が上昇していない。２万年間のグ
ラフを見せると海面上昇が人為排出と関係ないことがバレるの
で、産業革命後だけの状況を見せている。
５つ目（WaVerly Ohio）は、オハイオ州の町で最高気温が華氏
９０度（摂氏３２度）以上になる年間の日数が１９５５年から
増加傾向であること。これも、１８９０年からのグラフを見る
と、むしろ日数は減る傾向にある。これらの例ではいずれも、
本当は人為説が正しくないことを示しているグラフが、開始年
次の恣意的な選択により、人為説が正しいかのように思わせる
グラフとして使われている。非常に悪質な、現実と異なる結論
への誘導である。これを見ても人為を喧伝するマスコミやＩＰ
ＣＣの詐欺的な専門家たちに対する怒りを感じない人、この件
で私を攻撃してくる読者は、ひどく洗脳されてしまっている。
マスコミや専門家（詐欺師）に騙されて温暖化対策が急務だと
叫ぶ運動家たちは哀れだ。自分が間抜けなことをやっていると
気づかず、そのように指摘する人を逆切れ的に間抜け扱いする
ので、さらに哀れだ。 （Climate Change Enthusiasts Will Create
an Energy Crisis）
フィンランドと米国で今年６月に発表された「No Experimental
Evidence for the Significant Anthropogenic Climate Change.（人為
が大きな気候変動を引き起こすと考えられる証拠がない）」と
題する論文によると、ＩＰＣＣは低層の雲が気候に与える影響
を無視し、それによって気候変動に対する人為の影響を実際の
１０倍に見積もっていた。人為が地球を温暖化した度合いは歴
史の全体で摂氏0.01度以下であり、気候変動の原因の大半は人
為でなく、磁場の変化で地球に降り注ぐ微粒子（銀河宇宙線）
の量が変わり、微粒子を核として発生する雲の量が変わること
による地表の温度変化であると論文は結論づけている。 （No
Experimental Evidence for the Significant Anthropogenic Climate
Change） （Study confirms that man-made climate change is
completely fake (so much for consensus…)） （Climate change
hoax COLLAPSES as new science finds human activity has virtually

zero impact on global temperatures）
今年６月に発表された神戸大学の論文「地磁気逆転途中に冬の
季節風が強化していた」も、同様の結論を出している。 （ 地
磁気逆転途中に冬の季節風が強化していた ―銀河宇宙線によ
る地球の気候への影響を証明） （Winter monsoons became
stronger during geomagnetic reversal）
フィンランドや神戸大学での研究結果は、人為説を覆しうるも
のとして重視されるべきだったが、政治的に人為説を誇張する
動きの中でほとんど無視されている。人為説を否定する方向の
学説は、政治的に無視ないし揶揄されてきた。無視や揶揄を批
判する学者も攻撃され、研究費が回ってこなくなるなど学術界
でほされてしまう。出世したい小役人な学者ほど「ご無理ごも
っとも」的に人為説を受け入れ、人為説を批判する者を率先し
て攻撃することで出世していく。専門家の９７％が人為説を
「正しいと考えている」と報じられている。９７％の大半は
「小役人」であり、人為説を「正しい」と考えているのでなく
「ご無理ごもっとも」と考えている。 （Exposing The Bogus
"97% Consensus" Claim Over Climate Change 'Science'） （地球温
暖化の終わり）
権威筋とその（うっかり）傀儡勢力は、新たな科学的な論証が
出てきても無視し、人為説の再検証を阻止し、人為説が正しく
ない可能性が高まっていることを隠して「人為説はすでに確定
しており絶対的に正しい」というプロパガンダを人々に信じ込
ませている。このひどい状況は２０年ほど続いており、人為説
をめぐる状況は全く科学的でなくなり、全体主義もしくは悪質
な新興宗教になっている。全体主義や新興宗教を敵視し、科学
的な態度を自称する左翼やリベラル、共産党の人々が、人為説
を確定した無誤謬なものと頑固に考えていることは、彼らの思
考停止した教条主義的な浅薄さを示している。 （World
Meteorological Organization Chief Castigates Climate Alarmists: "It's
Not The End Of The World"）
専門家の中には、このひどい状況を変えるべきだと思っている
人々もいる。今年９月の国連総会に合わせて、世界の気候学や
関連の学者たち５００人が連名で「There is no climate
emergency（気候変動で危機が起きることはない）」と題する
書簡を国連事務総長あてに出した。書簡の概要は以下のとおり

だ。ＩＰＣＣの気候変動のモデルは欠陥の多い不適切なもの
だ。実際の温暖化の傾向はモデルの予測の半分以下であり、こ
んな未熟なモデルを使って政策を立てるべきでない。このモデ
ルに基づいて何兆ドルもの費用をかける温暖化対策をやるのは
浪費であるだけでなく、世界経済を破壊する危険な行為だ。気
候変動が人類の危機につながるという人為説の主張は間違って
おり、科学でなく政治に基づいた動きだ。もっと科学的にやる
べきだ。人為説が毒物として扱う２酸化炭素は、実のところ植
物の繁茂など人類に有益な存在だ。莫大な金をかけて２酸化炭
素を減らすのはやめるべきだ。温暖化がハリケーンや洪水や干
魃を増やしていると考えられる統計的な根拠もない。 （ There
is no climate emergency.） （500 Scientists Write U.N.: ‘There Is No
Climate Emergency’）
私から見ると、この書簡の主張は全く正しい。温暖化人為説
と、それを（軽信して）推進する人々は、人類にとって害悪で
ある。２酸化炭素でなく、人為説こそが毒物だ。しかし、世の
中の「常識」や、「事実」として報じられていることは、これ
らと正反対の方向だ。人為説は、歪曲的なプロパガンダの典型
だ。ものごとの事情を詳しく調べる人々は歪曲に気づきうる
が、そのような人は少数派だ。 （ポスト真実の覇権暗闘）
（‘There Is No Climate Emergency’: Scientists Call for Reasoned
Debate）
ここまで、地球温暖化問題の根幹にある人為説が歪曲であるこ
とを書いた。なぜ、この歪曲が根強く行われているのか。歪曲
を主導するのは科学者でなく政治勢力だろう。科学者は下っ端
だ。マスコミや学術界を動員して何十年も歪曲を維持するのは
軍産複合体の特有のやり方だ。歪曲の手口から見て、人為説や
温暖化問題の黒幕は軍産である。軍産は、何のために温暖化問
題をやっているのか。長くなったので、そのあたりの考察は次
回に書く。
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