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§１　「議論１」及び「議論２」

米国では 、 the National Academy of Sciences （全 米科 学アカ デミ ー） の他 に、 the American 
Meteorological Society、 the  American  Geophysical  Union、 the  American Association for 
the Advancement of the Science のような学会も、人為的要因による二酸化炭素の排出が温暖化をも

たらすという説を支持する公式文書を発表している。

すなわち、少なくとも世界および米国内のアカデミアにおいては「合意はある」とする方が状況認識として

は正確である。一方、いわゆる懐疑論者は少数派であり、かつ全く分野が異なる専門外の研究者あるい

は非研究者である場合が少なくない。もちろん、そのような方々が議論をしてはいけない、という意味では

ない。私たちが言いたいのは、議論をするのなら、世界中の様々な分野の学界において多くの研究者が

行ってきた議論の帰結や最新の知見などを十分に踏まえた上で議論をしてほしいということであって、こ

のように要望するのは温暖化に関わる研究に従事するものとして横暴な態度ではないと思う。

第一に、嘆願書と一緒に “Research Review of the Global Warming Evidence” として配布されたレ

ビュー論文もどきは

２００７年１０月に、OISM は嘆願書を再発送して署名を集めた（嘆願書の文面は前の版と同じ）。それに

は、やはり Seitz の手紙と、前と同じ題名のレビュー論文もどき（Robinson et al. 2007）が添えられてい

た。

新版の論文もどきの著者は Arthur B. Robinson、Noah E. Robinson、Willie Soon の３人である。

しかし、メディア関係の人々に対して、懐疑論者の議論を新聞などで紹介する前に、１）懐疑論の中身や

懐疑論者の背景に関してもう少し勉強して欲しい、２）必ずしも現在の科学知識をよく代表するものではな

いので個々の論文（最新であっても）の結論を重視しすぎないでほしい、などをお願いするのは決して過

大な要求ではないと思う。

懐疑論者の中には、学術誌における査読制度を批判し、懐疑的な内容の論文が掲載されない理由を学

会ファシズムのせいにする人たちがいる。・・・学会ファシズムといったような批判は被害妄想と自信過剰の

賜物以外の何物でもない。

しかし、American Geophysical Union の会誌に次のような報告が掲載されている。

An invitation to participate in the survey was sent to 10,257 Earth scientists. ・ ・ ・ 1. When 
compared with pre-1800s levels, do you think that mean global temperatures have generally 
risen, fallen, or remained relatively constant? 2. Do you think human activity is a significant 
contributing factor in changing mean global temperatures?・・・Of these specialists, 96.2% (76 
of 79) answered “risen” to question 1 and 97.4% (75 of 77) answered yes to question 2.

（「EOS 90(2009)22」より）

９７.４％の「合意はある」かのごとくに見えるけれど、実のところ、American Geophysical Union 会員１０２
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５７人中、ＩＰＣＣの人為的温暖化説を認めているのはたった７５人しかいない。従って、実のところ「１％未満

の合意はある」にすぎず、ＩＰＣＣは「必ずしも現在の科学知識をよく代表するものではない」ことは明らかだ

が、むしろ、此処で問題なのは、会員に「合意はない」にもかかわらず、 American Geophysical Union
がＩＰＣＣを「支持する公式文書を発表している」ということであり、にもかかわらず、会員がそれに対して何ら

疑問・批判の声を上げない、と言うよりも、上げることが出来ないということである。この異常な状態は「学会

ファシズムと表現する方が状況認識としては正確である」。だからこそ、一見したところ「懐疑論者は少数派

であり、かつ全く分野が異なる専門外の研究者」という状況になっているということであり、それこそが「懐疑

論者の背景」なのである。

Geophysics の分野でさえ「１％未満の合意はある」にすぎないわけだから、全米の科学者に拡大すれば

「０.１％未満の合意」さえないのは明らかである。にもかかわらず、 全米科学アカデミーがＩＰＣＣを「支持す

る公式文書を発表している」ということ、にもかかわらず、全米の科学者の殆どが疑問・批判の声を上げない、

だからこそ「非研究者である場合が少なくない」という状況になっている。それこそが「懐疑論者の背景」な

のである。

そもそも「最新の知見などを十分に踏まえた上で議論」できるのは「専門家」に他ならないわけだから、「この

ように要望するのは温暖化に関わる研究に従事するものとして横暴な態度ではないと思う」ということは、

「そのような方々が議論をしてはいけない、という意味以外の何物でもない」ことは誰の目にも明らかである 。

「議論」を嘯きつつ、その実は「議論」を拒絶する「横暴な態度」は反吐が出るほどに醜悪だが、それは「議

論」を恐れているということであり、「被害妄想と自信喪失の賜物以外の何物でもない」。「必ずしも現在の科

学知識をよく代表するものではないので個々の論文（最新であっても）の結論を重視しすぎないでほしい、

などをお願いする」のはその証左であり、上で紹介した EOS の報告等を報道されては困るということに他な

らない。執拗に「論文もどき」と罵っているのも「被害妄想と自信喪失」の裏返しにすぎないが、張壽川らの

「被害妄想と自信喪失」は第４節において余すところ無く示されることになるであろう。
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§２　「議論３」

したがって、全球平均地上気温を計算している各研究グループでは、ローカルな影響を受けた観測値を

除外あるいは補正する努力をそれぞれ行なっている。また、Parker（2004）は、ヒートアイランド効果は風

の強い夜には弱いにもかかわらず、温度上昇量は風の強い夜と風の弱い夜との間に大きな違いがないこ

とから、温度上昇へのヒートアイランドの影響は小さいと評価した。なお、仮に、ローカルな影響が完全に

除去しきれなかったとしても、全球平均気温にあたえる影響は小さい（ Hansen et al. 2001；Peterson 
and Owen 2005）。また、大都市にあるからと言って、必ずしもその地点のデータが都市化の影響を受け

ているというわけではない（Peterson 2003）。

図１-２は夜間の衛星画像の合成図（都市化の度合いを視覚的に伝える図）である。まず、図１-１の２７年

間の温度変化傾向と図１-２の比較によって、ユーラシア大陸上などの大きな上昇トレンドが都市化とは無

相関であることがわかる。また、全体的にも、これらの年だけではなく他の年でも相関性は見いだせないこ

となどから、温度上昇と都市化は無相関であると言える。温暖化が激しいのはむしろ都市化が進んでいな

い場所であり、このことは「都市化による全球気温のバイアス」が幻想であることを示している。

武田（2008c）では、都市と田舎各１点のデータのみをもって、都市部の気温上昇が見られる一方で田舎

では気温上昇が見られないと断言し、「あまり精度が高くないのに、細かい数値を提示するのは誠意がな

いので、ここでは「半分」」と、何ら根拠なく、気温上昇量の半分を都市化の影響としているからである。実

際には、（都市化の影響がほとんど含まれていない）IPCC で取り上げられている全球海水温の上昇量は

0.67℃／１００年（１９０１～２００５年）であり、「半分」と断言できる根拠はない。・・・いずれにしろ、IPCC の

全球の０.７℃上昇との値から、都市化の影響として半減させ、さらに太陽活動の影響として 0.3℃を差し

引き、「０.１～０.３℃ほど」の上昇量としているのは、武田が根拠なく勝手に行った計算に過ぎない。・・・２０

０８年４月の段階で、武田(2008b)が引用する近藤純正氏のホームページ上では、日本における平均気

温の上昇率に関して０.２℃／１００年としていた計算値を、再度検討し直した結果として０.６７℃／１００年

に修正している。しかし、２００８年１０月に出版された武田(2008b)では、恣意的に修正前の古い値を用

い続けているようである。

観測環境の劣化が世界平均気温変化の推定に与える影響は限定的と考えられる。・・・いずれにしろ、一

部の地域の現象（例：気温低下や降雪量の増大）をとりあげて地球全体で起きている傾向を否定する論

法は、非常にミスリーディングなものである。

しかし、「近藤純正氏のホームページ上では」次のように記されている。(図は省略）

これまでの解析によって、気象庁が地球温暖化の実態把握を行う目的で「都市化の影響が少ないとして

選んでいる１７の気象官署」のすべてにおいて、都市化の影響が見られる。この１７気象官署とこれまで解

析した１６の田舎観測所における平均気温の経年変化を下に掲げる図１１.１７に比較した。

１７気象官署は、網走、根室、寿都、山形、石巻、伏木、長野、水戸、飯田、銚子、境、浜田、彦根、宮崎、

多度津、名瀬、石垣島である。

１６田舎観測所は次の１６地点である。

沿岸田舎観測所（８地点）：えりも岬、金華山、弾崎、石廊崎、下市、室戸岬、三角、伊原間*
内陸田舎観測所（８地点）：江丹別、小国、飯山、福野、木之本、智頭、滝宮－財田、小林
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図１１.１７によれば、（１）３０～５０年程度の短周期については気象官署と田舎観測所における変動はよく

似ている。（２）１９６０～１９８０年は寒冷化の時代であったが、 １９８０年代以後に急激な温暖化が見える。

都市の気象官署では都市温暖化の影響によって寒冷化時代は顕著でないが、 １９８０年代以後の温暖化

は都市の効果も重なって一層顕著に現れている。（３）この１００年間当たりの気温上昇率は田舎観測所で

概略０.２℃であるのに対し、気象官署では０.９℃である。（４）気象官署の気温上昇率は、特に戦後の

1950 年以後に大きくなった。

(「温暖化は進んでいるか  (  ２  )  」より)

日本の３４ヵ所の基準観測所のデータを用いて、都市化や日だまり効果を含まない気温の長期的な変化

量(バックグラウンド温暖化量)を求めた。これを基準として、大・中都市の都市昇温量の経年変化を知るこ

とができる。気象観測値には、観測所のごく近傍の環境変化が敏感に反映され、周辺に建物ができたり

樹木が生長すると観測露場の風速が弱まり、平均気温が上昇する(日だまり効果)。ここで用いるデータは、

日だまり効果のほか、時代による観測法の変更(測器、観測時間・１日の観測回数の変更)による気温の

ずれも補正してある。解析の結果、次のことが明らかになった。（１）長期的な気温変動は１００年間当たり

０.６７℃/１００ｙ(１８８１－２００７年の１２７年間)である。

(「基準３４地点による日本の温暖化量」より)

気象観測所の周辺環境が悪化しており、このままだと地球温暖化など気候変動の監視ができなくなり、将

来にわたって大きな社会的損失となる。このことに気象庁と財務局の多くの職員は気づいていないのでは

ないか。この危機的状態は、全測候所が廃止・無人化されるまでのこの１～２年間の対応によって免れる

ことが可能である。

（「気候変動観測の危機」より）

地球温暖化などの気候変動は長期的な観測によって明らかにされるものである。それにもかかわらず、数

年の期間に生じたローカルな異常気象や諸現象を直ちに地球温暖化のせいにしてしまい、真の因果関

係を見逃したり簡単に片付けてしまう風潮がみられる。

二酸化炭素の排出量の削減行動と同様に、気候変動の正しい監視が重要である。

二酸化炭素の排出量の削減によって地球温暖化速度が緩和されるかどうか、現状の気候変動はどうなっ

ているかを知らねばならない。世間では、気候変動の監視は気象庁によってちゃんと行われていると思わ

れているかもしれないが、実態は危うくなっている。

近年の温暖化は二酸化炭素の増加が原因ではないと、いう説もある。こうした考えが出てきた理由の一つ

は、観測データの不確かさによるところがある。一方、過大な温暖化説もある。こうした混乱をなくするため

にも、正しい気候変動を監視することが重要である。

バックグラウンド温暖化量を知ろうとして気象データを解析しても、観測所周辺が都市化されており、明ら

かな都市化の影響がデータの中にみられる。世界的にみても、観測データには「都市化の影響がほとん

ど含まれていない」という前提のもとに解析され、気候の将来予測が行われている。

（「気候変動観測の危機」より）

直線近似したときの、１００年間当たりの気温上昇率は次の通りである。

　平均の気温上昇率＝0.67 /100y℃ ・・・・・・・1881～2007 年（１２７年間、日本の平均）

これは気象庁の公表値の６０％の上昇率である。気象庁の公表値は諸々の誤差を補正しておらず、過大

評価となっている。現在、世界平均の気温上昇率も公表されているが、今回のような補正は施されていな

いので、今後見直す必要がある。

（「気温観測の補正と正しい地球温暖化量」より）
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地球温暖化が一般社会の大きな問題になってきた。地球規模の気温上昇量、いわゆる地球温暖化量は

１００年につき０.７℃程度のわずかな上昇量であるために、データの処理によっては過大に評価された"温

暖化過剰論"があり、他方では過小に評価された"温暖化否定論、懐疑論"の２つが世間を賑わせている。

０.７℃は野外における気温観測の誤差の桁であり、これら両論があるのは当然のことだろう。筆者は、５０

年以上にわたり大気境界層の気象学を研究してきた立場から、気温や熱輸送量の観測の難しさがわかる。

（「日本における温暖化と気温の正確な観測」より）

「０.２℃／１００年」はデータの補正を必要としない「１６の田舎観測所における平均気温の経年変化」であり、

一方の「０.６７℃／１００年」は、１６の田舎観測所の一部、１７気象官署の中の１３地点、及び、近藤純正が

独自に選んだ地点から成る、計３４地点のデータに都市化や日だまり効果の補正を施した結果である。「０.
２℃／１００年」と「０.６７℃／１００年」は独立した２つの温暖化量なのであって、「日本における平均気温の

上昇率に関して０.２℃／１００年としていた計算値を、再度検討し直した結果として０ .６７℃／１００年に修正

している」との主張は「非常にミスリーディングなものである」。

また、「５０年以上にわたり大気境界層の気象学を研究してきた」近藤純正が、「これは気象庁の公表値の６

０％の上昇率である・・・現在、世界平均の気温上昇率も公表されているが、今回のような補正は施されて

いないので、今後見直す必要がある」と明言しているにもかかわらず、まるで彼の導き出した「０ .６７℃／１０

０年」と「IPCC の全球の０.７℃上昇との値」が一致しているかのごとくの言い方も、これまた「非常にミスリー

ディングなものである」。

「０.２℃／１００年」とその三倍以上の「０.６７℃／１００年」という２つの温暖化量は一見矛盾しているが、「０.
７℃は野外における気温観測の誤差の桁であり」という事実を鑑みれば、何の不思議も無い。「０ .６７℃／１

００年」がもっと低い可能性は十分あるし、「０ .２℃／１００年」がもっと高い可能性もあるし、その両方の可能

性もある。従って、「０.６７℃／１００年」が「気象庁の公表値の６０％の上昇率である」ならば、武田邦彦が

「気温上昇量の半分を都市化の影響としている」のは何ら不合理ではないにもかかわらず、逆に、それを

「何ら根拠なく」と決めつけることこそ「非常にミスリーディングなものである」。

「０.２℃／１００年」、「０.６７℃／１００年」の２つ値とその違いが何を意味しているのか、すなわち、近藤純正

の研究の内容さえ理解できないような愚か者達が、「田舎観測所で概略０.２℃であるのに対し、気象官署

では０.９℃である」、「観測所周辺が都市化されており、明らかな都市化の影響がデータの中にみられる」、

「危機的状態」等の指摘をも顧みず、「温暖化が激しいのはむしろ都市化が進んでいない場所であり」だの、

「都市化による全球気温のバイアスが幻想であることを示している」だの、「観測環境の劣化が世界平均気

温変化の推定に与える影響は限定的と考えられる」だのと言い張ろうとも、それこそ愚か者の「幻想」にすぎ

ないことは明らかであろう。

実際、次頁の図２－１を見れば判るとおり、ＧＩＳＳ（Goddard Institute for Space Studies）、ＮＣＤＣ

（National Climatic Data Center）、ＣＲＵ（Climatic Research Unit）、ＵＡＨ（University of Alabama 
in Huntsville）が発表している温度上昇量の大元である GHCN の半数近くは都市部にあるから、そして、

CRU や NCDC はその中から取捨選択しているものの比率はＧＨＣＮとほぼ同じだから、「（都市化という）

ローカルな影響が完全に除去しきれなかったとしても、全球平均気温にあたえる影響は小さい」などというこ

とは絶対にあり得ないし、「温暖化が激しいのはむしろ都市化が進んでいない場所」であっても、都市化が

「全球平均気温にあたえる影響は小さい」こともあり得ない。しかも、”Rural”と分類された気温観測網でも

その４分の１は空港に設置されており、其処でも観測機器の周辺は舗装されているはずだから「観測環境

の劣化」は避けられない。これらのことは「都市化による全球気温のバイアスが幻想であることを示している」

との主張が正に「幻想であることを示している」。
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図２－１　「How representive of a global surface temperature average is the Global Historical 
Climatology Network (GHCN)?」より

図２－２　「How representive of a global surface temperature average is the Global Historical 
Climatology Network (GHCN)?」より

さらに、図２－２を見れば判るとおり、例えば CRU の解析では”Unlit”が全体の４分の１しかない。逆に言

えば、大なり小なり都市化の影響を免れ得ない”Bright”や”Dim”が４分の３近くを占めているのだから、夜

間の衛星画像上の暗い地域でも温暖化傾向があるという理由で「温度上昇と都市化は無相関である」と言
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い立てるのは「非常にミスリーディングなものである」。しかも、それだけではない。”Rural”が”Unlit”と一致

しない、と言うよりも、遥かに多いという事実は、”Rural”のかなりの部分においても大なり小なり「観測環境

の劣化」が避けられないということであり、「観測環境の劣化が世界平均気温変化の推定に与える影響は限

定的と考えられる」が正に「幻想であることを示している」。

「温暖化が激しいのはむしろ都市化が進んでいない場所であり」と言うのであれば、少なくとも”Rural”だけ

の気温変化、及び、”Unlit”だけの気温変化を示すべきであろう。そういう基本的なことさえしないで、「温

度上昇量は風の強い夜と風の弱い夜との間に大きな違いがないことから、温度上昇へのヒートアイランドの

影響は小さいと評価した」だの、「大都市にあるからと言って、必ずしもその地点のデータが都市化の影響

を受けているというわけではない」だのと言い立てることこそ「非常にミスリーディングなものである」。

そもそも、近藤純正が「０.２℃／１００年」を導き出した１６の田舎観測所は単に”Rural”や”Unlit”なのでは

なく、フィールドワークで周りの環境を綿密にチェックした後で選択されているのであって、”Unlit”だから

「観測環境の劣化」はないなどと言い張ることこそ「根拠なく勝手に行った計算」にすぎない。それどころか、

図２－２から判るとおり、Hansen らの論文では”Unlit”が CRU や NCDC よりもさらに少なく、２０％にも満

たないわけだから、それが「非常にミスリーディングなものである」ことは誰の目にも明らかである。前節で見

たとおり、張壽川らは「必ずしも現在の科学知識をよく代表するものではないので個々の論文（最新であっ

ても）の結論を重視しすぎないでほしい」と言い放ったが、それは Parker や Hansen や Peterson らの論

文にこそ相応しい台詞なのである。しかも、既に Kalnay と Cai（Nature 423(2003)528）が、都市化を含

む土地利用形態の人為的変更に因る影響は０.２７℃、と評価していたのだから、張壽川らこそ「必ずしも現

在の科学知識をよく代表するものではない個々の論文の結論を重視しすぎ」ていることは明らかである。

近藤純正が「この危機的状態は、全測候所が廃止・無人化されるまでのこの１～２年間の対応によって免

れることが可能である」との懸念を表明したのは２００８年だから、気象学は既に科学であるための基盤が崩

壊している。（第１５節において明らかとなるが、これは日本のみならず世界中に当て嵌まる事なのである。）

既に述べたとおり、近藤純正の研究は誠実で綿密なフィールドワークに基いており、それ故に、その対象

はもちろん日本のみ、そして、一部の気象観測所に限られるけれど、自らの足元が崩れていることをも省み

ずに、「一部の地域の現象をとりあげて地球全体で起きている傾向を否定する論法は、非常にミスリーディ

ングなものである」との主張は、全くの本末転倒であり、張壽川らの愚劣さを示して余りあると言えよう。

しかも、それだけではない。既に説明したとおり、「０.２℃／１００年」と「０.６７℃／１００年」は独立した結果で

あるにもかかわらず、「０.２℃／１００年としていた計算値を、再度検討し直した結果として０ .６７℃／１００年

に修正している」と言い立てて、すなわち、自分達こそ近藤純正の研究結果を「恣意的に」引用しながら、あ

べこべに、「２００８年１０月に出版された武田(2008b)では、恣意的に修正前の古い値を用い続けているよ

うである」と言い放ち、武田邦彦を貶めようと謀ったのであり、張壽川らの人間性を疑わしめるに十二分であ

る。
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§３　「議論５」

図２は、１９７７年から２００７年までの観測された世界平均気温の変化を示す。火山噴火やエルニーニョ

（東太平洋の赤道付近で海水の温度が上昇する自然現象）、ラニーニャ（エルニーニョとは反対で、同じ

海域の海水の温度が下降する自然現象）などの自然変動に対応した気温変化率の変動があるものの、１

５年の変化率で見ると、近年に至るまでほとんど同じ率で気温上昇が続いている。

此処で引用している「１９７７年から２００７年までの観測された世界平均気温の変化」はＧＩＳＳのデータであ

るが、次頁の図３－１を見れば判るとおり、ＧＩＳＳのデータは全般的にＣＲＵやＮＣＤＣよりも高めになってい

る。さらに重要なのは、ＣＲＵやＮＣＤＣのデータでは１９９８年が過去最高であり、それ以降は温暖化が進

行していないのに対し、ＧＩＳＳのデータでは１９９８年よりも２０００年以降が高温であり、２０００年以降も、そ

れ以前に比べれば緩やかではあるものの温暖化が進行しているという点である。

ＧＩＳＳのデータだけを持ち出して、「近年に至るまでほとんど同じ率で気温上昇が続いている」などと言い

張ろうとも、科学的な客観性を欠くことは明らかであろう。実際、次頁の図３－２に見えるとおり、気温上昇が

停滞しているという事実を海外の研究者は既に認めている。しかも、図３－２の元論文は、ＩＰＣＣの人為的

温暖化論が正しければ気温上昇が１５年間停滞する可能性は殆ど無い、逆に言えば、気温上昇が１５年間

停滞すればＩＰＣＣの人為的温暖化論が正しい可能性は殆ど無いとまで認めている。ところが、既に１９９８

年以降２０１１年まで１４年間も気温上昇が停滞しているのだから、ＩＰＣＣの人為的温暖化論はもはや後が

無い状況に追いやられてしまったのである。この絶体絶命の状況から抜け出すため、気温上昇停滞は中

国の大気汚染が原因などという論文(Scientific American      の記事  を参照)まで現れるような始末だが、裏

を返せば、１９９８年以降の気温上昇停滞が如何に衝撃的な事実であるかを物語っている。

いずれにせよ、気温上昇の停滞は明らかであるにもかかわらず、張壽川らが「近年に至るまでほとんど同じ

率で気温上昇が続いている」と言い張ったのは、嘘を吐いてでも人為的温暖化論を正当化せざるを得な

かったということに他ならない。しかし、嘘を吐くのは科学とは相容れないのであり、彼らの見苦しい言い逃

れは、人為的温暖化論が科学とは相容れない虚構にすぎないことを露呈してしまったと言えよう。
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図３－１　Met Office  より

図３－２　「Science 326(2009)28」より

10

http://unidades.climantica.org/resources/1538/gambwhathappened.pdf
http://www.metoffice.gov.uk/climate-change/guide/science/monitoring/global


§４　「議論６」

ホッケー・スティック論争とは、過去１０００年の範囲で２０世紀に急激な温暖化が起きているか否かについ

ての論争であり、Mann et al. （1998, 1999）により推定された北半球平均気温の復元曲線の形がホッ

ケー・スティックのように見えることからこの名前がついた。

IPCC 第三次報告書以降、過去１０００～２０００年間の気温の復元推定は他の研究グループによっても数

多く行なわれてきており、Mann らも２００８年に新しい論文を出している。

また、懐疑論では無視されているが、第三次報告書に掲載された Mann ら（１９９９）の最良推定値には、

±０.５℃ほどの大きな誤差範囲がつけられている。第４次報告書に掲載された復元結果には、中世から産

業革命以前の気温変動が大きいものも多いが、それらも Mann ら（１９９９）の復元結果の誤差範囲に含ま

れている。つまり、Mann ら（１９９９）の結果は誤差範囲を考慮すればそれ以後の研究に照らして外れて

はいない。

新しい論文が直接的に古い論文を根拠としていない限り、科学論争は新しい論文を材料としてすればよ

いので、古い論文に関する論争の「清算」を求める必要はない。

懐疑論の中には、IPCC で行われてきた論議の過程を踏まえていないか、あるいは、無視しているものが

見受けられる。赤祖父（2008）では、IPCC はホッケー・スティック曲線を重視したいがために、古気候の

変動を軽視したかのように述べられている。

IPCC 第３次評価報告書（WG1,Chapter2., p.135-136）においても、これら２つの研究を引用して論議

しており、その上で、地域的な気温変化推定の一例である Keigwin（１９９６）や Keigwin and 
Pickart（1999）ではなく、北半球の平均気温を誤差幅付きで推定した Mann et al.（１９９９）を代表的な

図として扱っている。

次頁の図４－１を見れば判るとおり、確かに「Mann ら（１９９９）の最良推定値（赤色の線）には、±０.５℃ほど

の大きな誤差範囲がつけられている」けれど、１９００年以前はほぼ平坦であり、ホッケー・スティック状であ

ることに何の変わりもなく、「誤差範囲を考慮してもそれ以後の研究 (青色の線）に照らして外れている」。一

方、青色の線で特徴的なことは、西暦１０００年頃の気温が２０世紀前半と同じほど高かったこと、そして、

「誤差範囲を考慮」するならば今日と同じほど高かった可能性があるということだが、それは、次頁の図４－

２に見えるとおり、「それ以後の研究に照らして外れてはいない」。

確かに、ホッケー・スティック曲線を支持する論文（例えば、Tellus 59A(2007)591）も出ているけれど、最

新の研究に拠って、グリーンランドでは西暦１１００年頃からの８０年間で約４℃も気温が低下していたことが

判明した。グリーンランドの気温変化は世界平均よりもかなり大きいとは言え、これは、西暦１１００年前後に

おいて図４－２以上に急激な気候変動が起きていた可能性を、従って、「２０世紀に急激な温暖化が起きて

いる」とは言え、それは決して２０世紀特有の現象ではないことを示唆している。「懐疑論の中には、IPCC
で行われてきた論議の過程を踏まえていないか、あるいは、無視しているものが見受けられる」と言い立て

ているが、「科学論争は新しい論文を材料としてすればよい」のならば、懐疑論が正しかったことは明らかで

ある。
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もちろん、上記の研究は「地球温暖化懐疑論批判」出版以降に発表されたけれど、実のところ、「過去１００

０年の範囲で２０世紀に急激な温暖化が起きているか否かについての論争」が起こったのは、Mann らの論

文（Geophys.Res.Lett.26(1999)759）のずっと以前から、西暦１０００年頃が温暖であったことが地球科学

者の間で広く認識されていたからであり、また、それを示唆する歴史的な証拠も残っているからである。「科

学論争は新しい論文を材料としてすればよい」という主張は言い逃れにすぎない。

図４－１　「Science 295(2002)2250」より

図４－２　「Geografiska Annaler 92(2010)339」より

第１節において見たとおり、張壽川らは「必ずしも現在の科学知識をよく代表するものではないので個々の

論文（最新であっても）の結論を重視しすぎないでほしい」と言い放ったけれど、 ＩＰＣＣが殊更に「 Mann et 
al.（１９９９）を代表的な図として扱っている」ことこそ当にそれであり、「ホッケー・スティック曲線を重視したい
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がため」と見なされても仕方あるまい。にもかかわらず、「古い論文に関する論争の清算を求める必要はな

い」と言い張ったが、それは何故か。その真相はクラメートゲートによって白日の下に曝されるところとなった。

■短いメールが波紋呼ぶ

　ことの発端は１１月中旬、英イーストアングリア大学で起きたデータ盗難だった。同大の気候研究ユニット

（ＣＲＵ）は世界の気候研究の中心の一つで、そのコンピューターから、同ユニットの研究者たちが送受信

したメール約１０００通とデータやプログラムの含まれたファイルが、ネットワーク経由でごっそり盗まれたの

だ。

　犯人は確信犯だった。彼（彼らかも）は、そのメールやデータの束を世界の複数のネットワークに送信。

そのデータは、なんと検索機能付きのデータベースにおさまり、誰でも見られる WEB に公開されていた。

　問題はメールの中身だった。中でも、１９９９年１１月１６日付の CRU所長フィリップ・ジョーンズが、レイ

モンド・ブラッドレー（マサチューセッツ大アムハースト校教授、同気候システム研究センター長）、マイケ

ル・マン（ペンシルベニア州立大教授）、マルコム・ヒューズ（アリゾナ大教授）の３人の気候学者に宛てた１

通の短いメールが波紋を呼んだ。

　その３人は前年、英科学誌「ネイチャー」に画期的な論文を発表していた。「過去６世紀にわたる地球規

模の気温傾向と気候強制」という題名で、世界のあちこちに埋もれた古い樹木の年輪を調べて、時代ごと

の気温を推定。今に至る６００年間の変化をグラフに表したのだ。

　データは数十年間ではアップダウンの凸凹があるが、均してみれば、１５世紀から１９世紀まではほぼ横

ばい、２０世紀に入ってからは急な上昇を示しているように見える。さらに３人は、 ９９年にも４００年分の

データを加え１０００年間の気温傾向を発表している。

　このデータは、産業革命以後の温暖化を主張する IPCC の目にとまった。IPCC 第２次報告書（９５年）

の時点では、２０世紀に入って気温が上昇傾向にあるかどうかについて、論議は尽くされていなかった。き

ちんとした気温測定のデータがあるのはせいぜい最近の２００年ほどで、それ以前と比較できなかったから

だ。それゆえ、マンたちのデータは画期的で、IPCC の主張の正当性を裏付けることになった。

・・・

■米国議会で追及の動き 

　ところが、問題はこれだけではなかった。ジョーンズらが、IPCC の見解に反対する学者に対し、論文の

専門誌掲載を拒否するなどの圧力をかけていたと推察されるメールも流出データに含まれているという。

　例えば、０４年７月８日付のジョーンズからマンに宛てたメールだ。

「ＭＭのその他の論文はまったくクズだ……こういう論文は IPCC の次の報告書ではあるわけない、査読

付き論文の定義を変えなければならなくても、ああいうのは追い出してやる」

　MM の論文とは、その前年マンたちの主張に対し「データ処理が間違っている」と反論したカナダの社

会科学系の研究者マッキンタイアとマキトリックの論文だ。必ずしも気候研究の専門家ではないが、方法

論の違いなどで論争になっていた。それを意図的に「無視」するのはフェアでない、というわけだ。

　その後、二人の論文は地球科学専門誌に掲載され、マンらと同じ土俵で議論されるようになったため、

問題はとりあえず解決はしている。

（ＡＥＲＡ２００９年１２月１４日号より）

第１節において見たとおり、張壽川らは「学会ファシズムといったような批判は被害妄想と自信過剰の賜物

以外の何物でもない」と罵ったけれど、「ああいうのは追い出してやる」は当に「学会ファシズム以外の何物

でもない」。張壽川らは「懐疑論者の背景に関してもう少し勉強して欲しい」と言い張ったけれど、学会ファ

シズムこそが「懐疑論者の背景」である。実際、本当に「IPCC で行われてきた論議」が妥当ならば、マッキ

ンタイアとマキトリック（Geophys.Res.Lett.32(2005)L03710）にも科学的に反論できるはず、と言うよりも、

反論するという選択肢以外はあり得ないにもかかわらず、ＩＰＣＣの中心メンバーであり、且つ、マンと共著で

ホッケー・スティック曲線を正当化するレビュー論文（Rev.Geophys.42(2004)RG2002）まで執筆している
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ジョーンズが、マッキンタイアとマキトリックを排除しようと謀ったのは反論できないからに他ならず、第１節の

最後で指摘したとおり、「被害妄想と自信喪失の賜物以外の何物でもない」。そして、そのことは「 IPCC は

ホッケー・スティック曲線を重視したいがために、古気候の変動を軽視した」が「 IPCC で行われてきた論

議」の実態であったことを露呈したと言えよう。

上で述べたとおり、「過去１０００年の範囲で２０世紀に急激な温暖化が起きている」のではないことは「ホッ

ケー・スティック曲線」以前に広く認識されていたことだから、ジョーンズらが反論に窮した挙句にマッキンタ

イアとマキトリックを排除しようと謀ったという事実は、むしろ、ＩＰＣＣの人為的温暖化論をサポートするため

に、マンらが「ホッケー・スティック曲線」を捏造したのではないか、その「ホッケー・スティック曲線」を拠りどこ

ろとする人為的温暖化論も虚構ではないか、という強い疑念を引き起こすのは理の当然であり、それこそが

「ホッケー・スティック論争」の本質である。にもかかわらず、「古い論文に関する論争の清算を求める必要は

ない」という捨て台詞は、問題の本質から逃避しているのであり、逃避せざるを得ないということを露呈して

いるのであり、従って、 ホッケー・スティック曲線も人為的温暖化論も虚構にすぎないことを自白してしまっ

たに等しい。

そもそも、古気候学者であるマンは、人為的温暖化論とも懐疑論とも一定の距離をおいて、自らの専門分

野に専心すべきである。人為的温暖化論にも懐疑論にも惑わされず、自らの専門分野で客観的な研究を

行い、その成果を人為的温暖化論と懐疑論の双方に提供する。それこそが真の科学者が採るべき態度で

あり、第２節で紹介した近藤純正氏は、当にそのような客観的立場を貫いていたからこそ、氏の研究には強

い説得力があったのである。ところが、マンはコンピュータシミュレーション屋と結託して RealClimate  を立
ち上げ、自ら進んで人為的温暖化論を吹聴しているのであり、それはやはり人為的温暖化論を正当化する

ために「ホッケー・スティック曲線」を捏造したことを露呈したと言えよう。実際、「Mann らも２００８年に新しい

論文（PNAS105(2008)13252)を出している」ものの、それさえも捏造だったことが発覚している。（詳しく

は「現代化学２０１０年１月号５８ページ」を参照。）

図４－３　フィル・ジョーンズ（「Nature 468(2010)362」より）とマイケル・マン（「マンのホームページ」より）
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実のところ、「科学論争は新しい論文を材料としてすればよいので」という台詞は、マン自身が吐いた「 a 
resource where the public can go to see what actual scientists working in the field have to say 
about the latest issues（Scientific American 292(2005)34  を参照）」という捨て台詞の猿真似にすぎな

い。一端の研究者でありながら他人の台詞を真似たという事実は、張壽川らの知性の低さを示して余りある

が、それは、ホッケー・スティック曲線をでっち上げて人為的温暖化論を正当化してくれたマンを守らねば

ならないという意識の現われであり、それこそが「ああいうのは追い出してやる」という台詞の源泉なのだ。

「古い論文に関する論争の清算を求める必要はない」という捨て台詞は、ジョーンズやマンや張壽川らの

「被害妄想と自信喪失」を示して余りあるけれど、哀れな彼らを守ってくれる砦が「学会ファシズム」に他なら

ない。第１節において解説したとおり、張壽川らは「全く分野が異なる専門外の研究者あるいは非研究者で

ある場合が少なくない」と言い立てて議論を拒絶したけれど、それは「ああいうのは追い出してやる」と全く

同じである。
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§５　「議論４」及び「議論７」

しかし、最近の研究（Mears 2005；Sherwood et al. 2005）で、衛星観測、気球観測それぞれの観測機

器の誤差およびその補正手順を吟味して計算しなおした結果によれば、対流圏下層気温にも上昇傾向

が見られる。これでモデルによる予測との矛盾はなくなった（ Santer 2005；Hogan 2005；Karl et al., 
2006）。すなわち、モデルによる予測が観測データ処理を訂正するきっかけをもたらしたわけである。しば

しば批判されるように、気候モデル開発の過程では、観測データを参照してチューニング（調整）を行なわ

ざるをえない。しかし、もしそれが無分別に結果の数値を観測値に合わせるようなものであったら、上記の

ような検証は起こりえなかっただろうし、気候モデルがこのような説得力を持つこともなかっただろう。

このような過去の事象は、気候モデルによる２０世紀の再現実験によってある程度示すことができる。例え

ば、仮に二酸化炭素やエーロゾルなどの人為起源物質の増加が無いという条件でシミュレーションを行う

と、（自然の変動要因と気候の内部変動だけでは）２０世紀後半の気温上昇の大きさは再現できない（図

３）。これらは、２０世紀後半においては、二酸化炭素が「原因」で温度が「結果」であることを強く示唆して

いる。

実は、前述のように、長い間、モデルが予想する地球上空の温度上昇と気象衛星および気球によるデー

タによる温度観測のずれが問題となっていた。しかし、最新の知見では、衛星データなどの方に（補正の）

誤りがあったことが明らかになっている（本稿の議論４を参照）。すなわち、前にも述べたように、結果的に

モデルの予測が現実の観測の誤りを指摘したことになり、この事はモデルの結果を現実の数字に近づけ

るようなチューニング（調整）が無分別にはなされてはいないということの間接的証明にもなっている。

今後もモデルと観測データの不一致に対して、モデルを改良するか、観測データの解釈を再検討するか

という営みが不断に続くのであるが、それは真っ当な「科学」の営みに他ならない。重要な点は、世界中で

独立に開発された多くのモデルがこのような不断の検証を受け続けており、現時点でその全てが将来の

温暖化傾向を予測していることである。

ぬけぬけと「気候モデルがこのような説得力を持つこともなかっただろう」と言い放っているけれど、日本気

象学会の第３５期第１回評議員会において、日本気象学会名誉会員である田中正之氏は次のように発言

していた。

ところで，我々はモデラーが言っていることに対しては明らかにおかしい場合は別だが、ほとんど口がきけ

ない。要するにモデラーが何やっているかわからない。こういうふうにやったらこうなった、というような計算

事実があるから彼らは強い。我々はおかしいと思っても、何もやっていないわけだから、論理的回路に照

らしてどうも納得できないというだけである。

（「日本気象学会機関誌「天気」５６巻（２００９年）５３３ページ」より）

第１節において見たとおり、張壽川らは「全く分野が異なる専門外の研究者あるいは非研究者である場合

が少なくない」と言い立てたけれど、日本気象学会名誉会員でさえ「納得できない」のに、一体全体、何処

の誰に対して「説得力」を持つと言うのか。それとも、日本気象学会名誉会員は「全く分野が異なる専門外

の研究者あるいは非研究者」であるとでも言うつもりであろうか。「このような説得力を持つこともなかった」が

唯我独尊にすぎないことは「全く分野が異なる専門外の研究者あるいは非研究者」の目にも明らかである。
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一方、前節でも指摘したとおり、第２節において紹介した近藤純正氏の研究は本当の「説得力」を持ってお

り、「都市化による全球気温のバイアス」を「強く示唆している」。もちろん、都市化の影響も広義の人為的温

暖化ではあるものの、それは「二酸化炭素が原因」ではない。（排熱と二酸化炭素排出は表裏一体だから

全く無関係ではないけれど。）従って、気候モデルがＩＰＣＣの言い立てる「２０世紀後半の気温上昇の大き

さ」を再現するということは、実のところ、気候モデルが「都市化による全球気温のバイアス」を除いた「現実

の数字」を再現できないということに他ならず、「二酸化炭素が原因」は疑わしい、少なくとも、それが過大評

価であることを「強く示唆している」。このことを逆から見るならば、「気候モデルによる２０世紀の再現実験に

よってある程度示すことができる」ように、「都市化による全球気温のバイアス」を意図的に無視しているとい

うことを「強く示唆している」。現に図２－２で見たとおり、Hansen が”Unlit”のデータを著しく少なめに設定

していたわけで、「この事は現実の数字をモデルの結果に近づけるようなチューニング（調整）が無分別に

なされているということの間接的証明にもなっている」。従って、「モデルによる予測が観測データ処理を訂

正するきっかけをもたらしたわけである」だの、「モデルの予測が現実の観測の誤りを指摘したことになり」だ

のということは、実のところ、モデルに合うように「計算しなおした結果」であり、モデルに合うように「観測

データ処理を訂正」したということに他ならず、「それは真っ当な科学を踏み外した外道の営みに他ならな

い」。

「世界中で独立に開発された多くのモデル」と言い立てているけれど、それらの基本的部分は全て同じであ

り、「観測データを参照してチューニング（調整）を行なわざるをえない」部分が違うだけだから、「その全て

が将来の温暖化傾向を予測している」のは理の当然であり、気候モデルを正当化する理由にはなり得ない。

以上から明らかなとおり、また、前節で採り上げた「ホッケー・スティック曲線」もその証であるが、人為的温

暖化論を正当化するために、「今後もモデルと観測データの不一致に対して、観測データの歪曲・改竄・捏

造という営みが不断に続くのであるが」、それは次節で明らかにされるであろう。
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§６　「議論１０」

ＩＰＣＣが２０世紀後半以降の温暖化の大部分が人為起源である可能性が非常に高いと結論した主な根

拠は、自然起源強制力のみを与えた気候モデル計算では観測された気温上昇が再現できず、人為起源

強制力も与えると再現できるということである。この際、内部変動の不確実性、強制力（特にエアロゾルの

効果）の不確実性、気候モデル（気候感度）の不確実性が当然ありうるものの、人為起源強制力を与えた

場合は不確実性の範囲内で観測と整合的であり、自然起源のみの場合は不確実性を考慮しても観測と

整合的でない、という点が重要である。現時点においては、他の仮説にこのような定量的な整合性を客観

的に議論できるものは存在しない。

また、１９４０年代の海上のピークについては、海面水温の観測方法の変化による人為的なものであること

が最近指摘されている（Thompson et al. 2008）。したがって、この問題が補正されると、１９４０年代の

ピークは今まで考えられていたより小さくなり、気候モデルの結果に近づくことになる。

前節で解説したとおり、「人為起源強制力も与えた気候モデル計算では本当の気温上昇は再現できず、

都市化による全球気温のバイアスも与えると再現できるということである」。従って、「現時点においては、気

候モデルに都市化による全球気温のバイアスを除いた真の気温上昇との定量的な整合性を客観的に議

論できるものは存在しない」。

図６－１　ＩＰＣＣ第４次報告書の図９－５より

さらに、上図の赤色の線を見れば判るとおり、「現時点においては、気候モデルに１９４０年代のピークとの

定量的な整合性を客観的に議論できるものは存在しない」。そこで、「海面水温の観測方法の変化による

人為的なものである」から、「１９４０年代のピークは今まで考えられていたより小さくなり、気候モデルの結果
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に近づくことになる」と言い立てているわけだが、１９４０年代は陸地の気温が非常に高かったのであり、そ

れは観測の不備でも何でもなく紛れの無い事実である。このことは人為的温暖化の影響を最も受け易いは

ずの北半球高緯度においてハッキリと見てとれる。

図６－２　「GISS Surface Temperature Analysis」より

図６－３　「GISS Surface Temperature Analysis」より
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図６－４　「GISS Surface Temperature Analysis」より

図６－５　「GISS Surface Temperature Analysis」より
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図６－６　「GISS Surface Temperature Analysis」より

図６－７　「GISS Surface Temperature Analysis」より

21

http://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/gistemp_station.py?id=634011520003&data_set=1&num_neighbors=1
http://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/gistemp_station.py?id=620040630003&data_set=1&num_neighbors=1


図６－８　「GISS Surface Temperature Analysis」より

図６－９　「GISS Surface Temperature Analysis」より
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例えば、グリーンランド西海岸に位置する Godthab Nuuk の気温推移を見ると、２０１０年が突出して高温

だったけれど、それを別にすれば、１９４０年前後の気温は２０００年以降よりも高い。一方、グリーンランド東

海岸に位置する Angmagssalik では２００２年が突出して高温だったことを別にすれば、１９４０年前後は２

０００年以降に勝るとも劣らないほどに高温だったことが判る。これは Godthab Nuuk と Angmagssalik に

限ったことではない。図６－１０は過去１７０年間のグリーンランド雪原における気温推移を再現したグラフだ

が、やはり、１９４０年前後の気温は２０００年以降の気温と同じほど高い。

次に、ロシア最北端の漁村Ostrov Dikson の気温推移を見ると、１９４０年前後は２０００年以降よりも高温

である。一方、米国（アラスカ）最北端の町Barrow では、確かに２０００年以降が最も高温だが、１９４０年が

高温だったことも確かである。

さらに、アイスランドの Akureyri でも１９３０年から４０年が突出して高温であり、ノルウェーの Bodo Vi も同

様。また、スウェーデンの Haparanda では１９３０年から４０年が２０００年以降に勝るとも劣らないほどに高

温であり、もう少し緯度の低いスコットランドの Aberdeen でも２０００年以降が最も高温（但し、これには都市

化の影響が大きいと思われる）だが、１９４０年前後もかなり高温である。

図６－１０　「Geophys.Res.Lett. 38(2011)L21501」より　

以上から明らかなとおり、「１９４０年代のピークは今まで考えられていたより小さくなり」などということは決し

てあり得ない。「現時点においては、気候モデルに２０世紀の気候変動との定量的な整合性を客観的に議

論できるものは存在しない」ため、「気候モデルの結果に近づくことになる」ように、１９８０年以降の気温に

対しては「都市化による全球気温のバイアス」を付加して引き上げる一方、１９４０年代のピークに対しては

「海面水温の観測方法の変化による人為的なものである」などと難癖をつけて引き下げようと図ったのであ

る。

第１節で見たとおり、張壽川らは「必ずしも現在の科学知識をよく代表するものではないので個々の論文

（最新であっても）の結論を重視しすぎないでほしい」と言い放ったが、 「必ずしも現在の科学知識をよく代

表するものではない」Thompson らの論文たった一つを盾に、「１９４０年代のピークは今まで考えられてい

たより小さくなり、気候モデルの結果に近づくことになる」と言い張ることこそ「個々の論文（最新であっても）

の結論を重視しすぎ」であることは明らかであり、従って、彼らが「科学知識」を騙っていることをも露呈して

いる。「科学知識」を騙る輩が観測値の改竄を図るのは理の当然である。
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§７　「議論７」、「議論８」、「議論１０」、「議論１１」及び「議論１２」

二酸化炭素だけが原因とは、人為的排出二酸化炭素温暖化説をとる研究者の誰も言っていない。

第二次世界大戦前後の大気中の二酸化炭素濃度の上昇率が大きくなった時期は、火山噴火などの自然

要因（Wigley et al. 1997）と人為起源エーロゾルの冷却効果（Tett et al. 2002；Nagashima et al. 
2006）が温暖化を打ち消していたという説が有力であり、同時に気候の内部変動という説もある

（Andronova and Schlesinger 2000；Knight et al. 2005)。

例えば、仮に二酸化炭素やエーロゾルなどの人為起源物質の増加が無いという条件でシミュレーションを

行うと、（自然の変動要因と気候の内部変動だけでは）２０世紀後半の気温上昇の大きさは再現できない

（図３）。
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これらは、２０世紀後半においては、二酸化炭素が「原因」で温度が「結果」であることを強く示唆している。

さらに、気候学者は、気候モデルを用いて１９９１年に起きたフィリピンのピナツボ火山噴火後の気温低下

を噴火直後に予測することにも成功した。

重要なポイントは、２０世紀後半においては太陽活動が活発化する傾向は見られず、２０世紀後半の急激

な温暖化は太陽活動では説明できないことである（Solanki and Krivova 2003；Foukal et al. 2006）。

このことは気候モデルを用いたシミュレーションでも示唆されている（前出の図３）。なお、最近では衛星観

測以前の太陽放射量経年変化の推定に関して、１１年周期よりも長期の変化は過大評価であるという考

えが強まっており（Lean et al. 2002；Wang et al. 2005）、実際には太陽活動が気候に及ぼす影響はさ

らに小さい可能性がある。

もし小氷期からの回復の原因がわからないとするならば、その要因が２０世紀後半も続いていると考える根

拠は薄弱である。またその原因を太陽あるいは火山と推測するとすれば、２０世紀後半にはその変化傾向

は観測されていない（太陽については議論８の反論参照）。

日射の観測値は１９８５年頃を境に減少傾向から増加傾向に転じており、先進国で大気汚染物質の排出

規制が始まった時期と合致する（Wild et al. 2005）、などの研究結果が出ている。

しかし、地上気温を高めるこれらの効果は、硫酸液滴などのエーロゾルによる冷却効果と比べて数分の一

程度であると考えられている。

「図３」の一番下のグラフ（赤線が「気候モデルを用いたシミュレーション」）を見ると、太陽活動は気候に殆

ど影響していない。ところが、「図３」の真ん中のグラフを見ると、火山噴火を考慮すれば、前節で論じた１９

４０年前後の気温を除いて、２０世紀前半の気候変動をほぼ再現できる。ということは、火山噴火で温暖化

したということになるが、一方で「火山噴火などの自然要因と人為起源エーロゾルの冷却効果が温暖化を

打ち消していた」だの、「硫酸液滴などのエーロゾルによる冷却効果と比べて数分の一程度である」だのと

いうことは、火山噴火は気温を低下させるということに他ならないわけだから、明らかに矛盾している。また、

「気候モデルを用いたシミュレーション」では、自然要因のみならば２０世紀後半は気温が下がり続けている。

始めに述べたとおり、太陽活動は殆ど影響していないのだから、その原因は、前節の図６－１にも印されて

いたとおり、アグン、エルチチョン、ピナツボの噴火が続いたから、ということになるであろう。ところが、１９世

紀末から２０世紀始めにかけても、１８８３年のクラカトウ、１９０２年のサンタマリア（これも図６－１に印されて

いる）、１９１２年のノヴァラプタと大噴火が続いた（ウィキペディア参照）にもかかわらず、「気候モデルを用

いたシミュレーション」では２０世紀前半の気温は上がり続けている。これは明らかな矛盾である。しかも、ク

ラカトウやサンタマリアやノヴァラプタよりも火山爆発指数の低いアグン噴火の影響がやたらと大きい。これ

また不可解と言わざるを得ない。であるから、「気候学者は、気候モデルを用いて１９９１年に起きたフィリピ

ンのピナツボ火山噴火後の気温低下を噴火直後に予測することにも成功した」と言い立てているけれど、

「気候モデルを用いたシミュレーション」に依るエーロゾルの評価が信頼するに値しないことは明らかであろ

うし、「実際には太陽活動が気候に及ぼす影響はさらに小さい可能性がある」が信用するに値しないことも

明らかである。第５節で見たとおり、張壽川らは「気候モデルがこのような説得力を持つこともなかっただろ

う」と言い放ったけれど、気候モデルが何の説得力も持ち得ないことを露呈したと言えよう。

では、「実際には太陽活動が気候に及ぼす影響」はどうか？次頁の図７－１がそれを示している。確かに「２

０世紀後半においては太陽活動が活発化する傾向は見られ」ないが、２０世紀前半には日射量の増加が
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認められる。それに伴う気温上昇はいかほどか？日射量と温度の関係は (1−A)S=4σT 4
で与えられ

る（「第７回　大気化学勉強会ノート」の（１０）式参照）から、日射量が１平方メートル当たり 1363Ｗから

1366Ｗに増加したことに伴う気温の変化は、アルベド（Ａ）を０.３とすると、

                                           
4√ 0.7×1366

4σ
−

4√ 0.7×1363
4σ

= 0.14                                   (7-1)

但し、これにフィードバックを考慮しなければならない。気温上昇の第一因子がＣＯ２の増加であろうが日射

量の増加であろうがフィードバックのメカニズムは同じはずだから、ＩＰＣＣの主張する気候感度を採用すれ

ば、すなわち、フィードバックで３倍になるとすれば、日射量の増加に伴なう気温上昇は０.４℃、ということに

なる。「図３」から判るとおり、１９４０年前後を除けば、この値は２０世紀前半の気温上昇と概ね一致している 。

「二酸化炭素だけが原因とは、人為的排出二酸化炭素温暖化説をとる研究者の誰も言っていない」と認め

ざるを得なかったのはこれ故である。

図７－１　「Astronomy&Geophysics 43(2002)5.09」より

もちろん、張壽川らは別の論文を持ち出して「１１年周期よりも長期の変化は過大評価である」と言い立てて

いるわけだが、またぞろホッケー・スティック曲線を持ち出してきたにすぎない。実際、「太陽活動が気候に

及ぼす影響はさらに小さい」のならば、人為的ＣＯ２排出の影響がない１９世紀以前は、気温は比較的安定

していたことになり、であるから、２０世紀以前の気候変動はホッケー・スティック曲線になる。しかし、図４－

１の青線と図４－２で見たとおり、少なくとも１９４０年前後と同程度に温暖な時期が過去にもあり、それは人

為的な温暖化であろうはずが無く、また、火山噴火で温暖化するはずも無いから、太陽活動以外の原因は

考えられないわけで、「太陽活動が気候に及ぼす影響はさらに小さい」が妄想にすぎないことは明らかであ

る。
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その一方、「２０世紀後半にはその変化傾向（日射量の増加）は観測されていない」のは確かであり、従って、

「２０世紀後半の急激な温暖化は太陽活動では説明できない」から、「２０世紀後半においては、二酸化炭

素が原因で温度が結果である」可能性は否定できないけれど、「２０世紀後半」と言っても、２０世紀第３四

半期は気温が低下している。この原因について、張壽川らは「火山噴火などの自然要因と人為起源エーロ

ゾルの冷却効果が温暖化を打ち消していたという説が有力」と言い張ったけれど、それが全く信用できない

ことは既に説明したとおりであり、従って、図７－２に見えるとおり、６０年周期の「気候の内部変動」に注目

すべきことは明らかである。実際に観測された１９４０年前後の気温上昇（０ .５℃以上）が日射量の増加に因

る気温上昇（０.４℃）に勝るという事実は、１９４０年ごろに「気候の内部変動」がピークに達したということで

あり、従って、その後は「気候の内部変動」がマイナスに転じ、それが２０世紀第３四半期の気温低下を招い

たこと、そして、２０世紀第４四半期には再びプラスに転じ、それが２０世紀第４四半期における気温上昇の

一因であることを「強く示唆している」。図３－２に見えるとおり、２０００年以降は気温上昇が停滞していると

いう事実もこの考察を支持するし、前節で論じたとおり、人為的温暖化の影響を受け易いはずの北半球高

緯度において、１９４０年ごろと２０００年の気温がほぼ同じであるという事実もこの考察を支持する。

図７－２　「Journal of Atmospheric Solar-Terrestrial Physics 72(2010)951」より

従って、２０世紀前半における日射量の増加と６０年周期の「気候の内部変動」を考慮するならば、１９４０年

前後と２０００年の気温差を人為的要因と見なすのが妥当である。その値は高々０ .４℃。前節で見たとおり、

張壽川らは「１９４０年代のピークは今まで考えられていたより小さくなり、気候モデルの結果に近づくことに

なる」と言い張り、データを改竄して１９４０年前後の気温を引き下げようと図ったけれど、こちらのブログで紹

介されているとおり、ドイツの代表的な人為的温暖化論者も、２０世紀における０ .８℃の気温上昇のうち０.
４℃は自然要因、つまり、人為的要因の気温上昇は０ .４℃にすぎないと、認めざるを得なくなったのである。

しかも、その全てがＣＯ２に帰すわけではない。第２節で解説したとおり、１９８０年以降の気温上昇には「都

市化による全球気温のバイアス」が寄与しており、近藤純正氏の「これは気象庁の公表値の６０％の上昇率
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である」との指摘を考慮すれば、ＣＯ２に因る温暖化は高々０.２４℃。この値は近藤純正氏が解析した「１６

の田舎観測所における平均気温の経年変化」とほぼ一致する。しかも、この値はフィードバックで増幅され

た値だから、ＩＰＣＣの主張する気候感度を受け容れて、すなわち、フィードバックで３倍になるとすると、ＣＯ

２単独の効果はたったの０.０８℃。確かに「（自然の変動要因と気候の内部変動だけでは）２０世紀後半の

気温上昇の大きさは再現できない」けれど、ＣＯ２が気候変動に影響しているとしても、その効果はＩＰＣＣが

主張するよりもずっと弱いことは明白である。それは、第１０節以降で解説するけれど、ＣＯ２に因る温室効

果が産業革命時にほぼ飽和しているからである。

28



§８　「議論１４」

複数の気候モデルで軌道要素と温室効果ガス濃度、氷床の分布を変化させた古気候シミュレーションに

おいても、氷期の気温が３～５℃低下したと推定されたが（IPCC 第４次報告書）、温室効果ガス濃度の減

少がなければ、その半分程度にしかならない。

これらのことは、大気中二酸化炭素が気候変動への正のフィードバックとして働き、気温上昇をさらに強め

たことを示しているとともに、気候モデルによる見積もりと古気候データとの間には、定量的にも矛盾がな

いことを示している。

まさにこのような批判こそが、地球温暖化の理論と古気候復元結果との整合性を「懐疑論者」が十分に理

解あるいは研究していないことの証左と言える。

前節で見たとおり、張壽川らが「太陽活動が気候に及ぼす影響はさらに小さい」と言い立てたことは、人為

的温暖化論がホッケー・スティック曲線に依拠していることを露呈した。従って、第４節で指摘したとおり、

「IPCC はホッケー・スティック曲線を重視したいがために、古気候の変動を軽視した」ことは明らかである。

にもかかわらず、張壽川らは「懐疑論の中には、IPCC で行われてきた論議の過程を踏まえていないか、あ

るいは、無視しているものが見受けられる」と言い放っていたが、「まさにそのような反論こそが、地球温暖化

の理論と古気候復元結果との不整合性を温暖化論者が十分に理解あるいは研究していないことの証左と

言える」。

図８－１　 「Nature 484(2012)49」より
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前頁の図８－１は最終氷期からの全球平均気温（青線）と大気中ＣＯ２濃度の推移(黄色の点）を示している。

それが正しいと仮定すると、最終氷期と間氷期の気温差は約３.５℃であり、従って、気候モデルが「氷期の

気温が３～５℃低下したと推定」したことは「気候モデルによる見積もりと古気候データとの間には、定量的

にも矛盾がないことを示している」ように見えるけれど、実は、そうではない。前節で指摘したとおり、２０世紀

前半の気温上昇は日射量の増加が原因であるにもかかわらず、「実際には太陽活動が気候に及ぼす影響

はさらに小さい」と決めつけていたわけで、太陽活動が気候に及ぼす影響を過小評価していること、従って、

「温室効果ガス濃度の減少がなければ、その半分程度にしかならない」が過大評価にすぎないことは明ら

かである。第１１節で解説するけれど、氷期と間氷期の気温差に占めるＣＯ２の寄与は０.５℃にすぎない。

第６節で解説したとおり、図６－１は「気候モデルによる見積もりと１９４０年前後のデータとの間には、定量

的に矛盾があることを示している」。言うまでもなく、実際に観測された２０世紀の気温データと古気候デー

タとでは、その信頼性は比べ物にならない。ところが、張壽川らは「１９４０年代のピークは今まで考えられて

いたより小さくなり、気候モデルの結果に近づくことになる」と言い立てて観測データの改竄を図ったのであ

り、「まさにそのような反論こそが、地球温暖化の理論と観測事実との不整合性を温暖化論者が十分に理

解あるいは研究していないことの証左と言える」。
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§９　「議論１４」及び「議論３１」

また、近年のＣＯ２増加が人為起源排出によるものであることをより端的に示すデータとして図９を掲げる。

これは氷床コアからとられた過去４０万年のＣＯ２濃度の変化と、マウナロアなどで測定された２０世紀後半

以降のＣＯ２濃度の変化とをつなげて示したものである。この図９から、近年は過去４０万年にない勢いで

ＣＯ２濃度が上昇していることが分かる。

つまり、懐疑論では無視されているが、二酸化炭素濃度と気温は何千年間も同時に上昇していた。

（公転軌道と自転軸の変化の可能性に関する最新の推定によると）約２万年後に起こるとされている氷期

の到来と、１００年以内の温暖化とどちらを想定して将来に備えるべきかは明らかである。

自分達こそＣＯ２のグラフしか示さずにおきながら、破廉恥にも「懐疑論では無視されているが」などと言い

放っているけれど、次頁の図９－１が「二酸化炭素濃度と気温は何千年間も同時に上昇していた」ことを示

している。この図から、次のことが推察されるだろう。

(１)　約１０万年周期の長期的な気候変動があること。

(２)　この長期的な気候変動においては、始めの１万５千年～２万年を経た辺りで気温がピークに達するこ

と。

(３)　ピークの直前直後では気温は急激に増減すること。

(４)　現在は最終氷期が終わって約２万年経っていること。

であるから、温暖化どころか、全く逆に、大寒冷化へのターニングポイントが迫っている、しかも、その後は

急激に寒冷化すると考えても何ら不思議ではない。
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図９－１　「国連環境計画ウェブページ」より

にもかかわらず、「２万年後に起こる」などと言い立てているけれど、その拠りどころは次頁の図９－２のシ

ミュレーションである。横軸の目盛０は現在。マイナスは過去、プラスは未来で、千年単位で目盛っている。

縦軸は北半球に存在し得る氷の体積。要するに、グラフが上がるほど温暖で、下がるほど寒冷ということで

ある。

前節で見たとおり、張壽川らは「まさにこのような批判こそが、地球温暖化の理論と古気候復元結果との整

合性を懐疑論者が十分に理解あるいは研究していないことの証左と言える」と言い張ったけれど、図９－１

と図９－２の何処に「整合性」があると言うのか。南極と北極の違いがあるとは言え、気温上昇は北半球の方

が大きいはずだから、図９－２が図９－１と「整合性」を有しないことは明らかである。

第１節において見たとおり、張壽川らは「必ずしも現在の科学知識をよく代表するものではないので個々の

論文（最新であっても）の結論を重視しすぎないでほしい」と言い立てたけれど、その台詞は「最新の推定

による」と称する図９－２にこそ相応しい。人為的温暖化論に都合の好い論文でありさえすれば、何の「整

合性」がなくとも「現在の科学知識をよく代表するもの」であり、逆であれば、「現在の科学知識をよく代表す

るものではない」と決めつけているにすぎないことは明らかであろう。

第２節において見たとおり、張壽川らは「このことは都市化による全球気温のバイアスが幻想であることを示

している」と言い放ったけれど、図９－２を盾にして「約２万年後に起こるとされている氷期の到来」との主張

こそ「幻想」にすぎないことは明らかである。

32

http://www.grida.no/publications/vg/climate/page/3057.aspx


図９－２　「The Start and End of Our Interglacial」より

これまた、第１節において見たとおり、張壽川らは「少なくとも世界および米国内のアカデミアにおいては合

意はあるとする方が状況認識としては正確である」と言い立てたけれど、図９－２に納得する地球科学者な

ど殆どいないだろう。にもかかわらず、そのような研究を「現在の科学知識をよく代表するもの」として採り上

げたという事実は、やはり、Geophysics の分野では人為的温暖化論に「１％未満の合意」しかないことを

裏づけたと言えよう。
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§１０　「議論１４」及び「議論２７」

実際の大気では、地表面から射出された赤外線は大気中の温室効果ガスによる吸収・射出を繰り返して

大気上端に到達する。大気中の二酸化炭素濃度が増加すると、この吸収・射出の平均回数が増加するこ

とにより、温室効果は増加する。したがって、大気全層による一回の吸収が飽和しているからといって、二

酸化炭素がこれ以上増加しても温室効果は増加しないと考えるのは誤りである。

また、図１７で波数 570 から 620/cm付近と 710 から 760/cm付近の黒く見えるところは、透過率が大き

い値と小さい値の間を行ったり来たりしており、吸収線の存在を示している。

気体分子の吸収線は、圧力効果とドップラー効果と呼ばれる２つの効果によって波数方向に幅を持って

おり、特に、吸収線の中心で吸収が飽和しても、さらに気体濃度が増えると、吸収線の幅が広がることによ

り吸収量が増加することが分かっている（柴田 1999；会田 1982；Petty 2004）。従って、これらの波長帯

では大気全層の１回の吸収さえも未飽和であり、二酸化炭素の増加によって吸収量が増加することはさら

に自明である。

世界の人為的排出二酸化炭素温暖化説否定論者のうちでも、このグラフを使って温度が原因で濃度が

結果という論を立てるのは、私たちの知る限り、日本の論者のみである
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まず、３つ目の反論に関して解説すると。ドップラー効果とは、「二酸化炭素の増加によって吸収量が増加」

し、その結果、温度が上がるから「吸収線の幅が広がる」ということである。（例えば、久保亮五編「大学演習  

熱学・統計力学」の第５章の演習問題[４]参照。）しかし、温室効果飽和論は「二酸化炭素がこれ以上増加

しても温室効果は増加しない」、すなわち、温度はもはや上がらないと主張しているのであるから、ドップ

ラー効果を持ち出して「温室効果は増加しないと考えるのは誤りである」と言い張るのは、温度が上がるか

ら温度が上がるのだと言う以外の何物でも無く、何の反論にもなっていないことは「さらに自明である」。因

みに、「世界の人為的排出二酸化炭素温暖化論者のうちでも、ドップラー効果があるから温室効果は飽和

しないという論を立てるのは、筆者の知る限り、日本の論者のみである」。また、二酸化炭素は地球大気の

０.０４％にすぎないから、人為的排出で「気体濃度が増えると、（圧力効果で）吸収線の幅が広がることによ

り吸収量が増加する」ことはあり得ない。（但し、大気の希薄な成層圏においては圧力効果が効くけれど、

次節で解説するとおり、対流圏において「吸収・射出の平均回数」が十分に多ければ、「成層圏中の二酸

化炭素濃度が増加すると、この吸収・射出の平均回数が増加することにより、温室効果は増加する」ことも

あり得ない。）

さて、「大気中の二酸化炭素濃度が増加すると、この吸収・射出の平均回数が増加することにより、温室効

果は増加する」という主張であるが、これは下図の「多層大気模型」に基いている。

図１０－１　「第７回　大気化学勉強会ノート」より

件の講義録を読めば判ると思うけれど、後で利用するから一応説明しておこう。まず、気層①の上端におけ

る、上向きと下向き放射の平衡条件は、

                                                               I = σ T 1
4

                                                     (10-1)

気層①と気層②の境界における、上向きと下向き放射の平衡条件は、

                                                          I+σ T 1
4
= σ T 2

4
                                                (10-2)

気層②と気層③の境界における、上向きと下向き放射の平衡条件は、
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                                                          I+σ T 2
4
= σ T 3

4
                                                (10-3)

気層③と地面の境界における、上向きと下向き放射の平衡条件は、

                                                          I+σ T 3
4
= σ T g

4
                                                (10-4)

(10-2)－(10-1)より

                                                            σ T 2
4
= 2σ T 1

4
                                                (10-5)

(10-3)－(10-2)より

                                               σ T 3
4
= 2σ T 2

4
−σ T 1

4
= 3σ T 1

4
                                      (10-6)

(10-4)－(10-3)より

                                               σ T g
4
= 2σ T 3

4
−σ T 2

4
= 4σ T 1

4
                                      (10-7)

以上の結果を一般化すれば、大気がｎ層から成る時、地表面上の気温は、

                                                   T n =
4√n T e (T e=255K)                                          (10-8)

ここで、

                                                               I = σ T e
4

                                                     (10-9)

を用いた。従って、人為的な排出に因って「大気中の二酸化炭素濃度が増加すると、この吸収・射出の平

均回数（ｎ）が増加することにより、温室効果（Ｔｎ－Ｔｅ）は際限なく増加する」ことになる。

しかし、図１０－１の多層大気模型には重大な見落としがある。それは「大気の窓（ Atmospheric 
window）」である。次頁の図１０－２を見れば判るとおり、オゾンを無視するならば、地表面（約２９０Ｋ）から

の赤外放射のうち８ μｍから１３ μｍの部分は大気に吸収されること無く宇宙に放出される。この部分を「大

気の窓」と呼ぶ。図１０－１の多層大気模型では、８ μｍから１３ μｍの部分も大気に吸収されているから、

「大気の窓」が考慮されていない。

今、大気を単独の層と見なして「大気の窓」を考慮すると、放射の収支は次頁の図１０－３のようになる。ここ

で、（１－ｆ）は「大気の窓」が地表面からの全赤外放射に占める割合。大気からの放射にｆが掛かるのはキ

ルヒホッフの法則に拠る。これを図１０－１と同様に大気が３層から成る場合に拡張しよう。以下ではｆの代わ

りに δ を用いる。そうすると、(10-1)から(10-4)式は次のように修正される。

図１０－１における気層①の上端での上向きと下向き放射の平衡条件は、

                                                   I = δ σ T 1
4
+ (1−δ)σ T g

4
                                         (10-10)

気層①と気層②の境界における、上向きと下向き放射の平衡条件は、
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                                             I+δ σ T 1
4
=δ σ T 2

4
+ (1−δ )σ T g

4
                                  (10-11)

図１０－２　「British Journal of Anaesthesia 105(2010)760」 より

図１０－３　「Introduction to Atmospheric Chemistry」より
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気層②と気層③の境界における、上向きと下向き放射の平衡条件は、

                                             I+ δ σ T 2
4
= δ σ T 3

4
+ (1−δ)σ T g

4
                                  (10-12)

気層③と地面の境界における、上向きと下向き放射の平衡条件は、

                                                         I+ δ σ T 3
4
= σ T g

4
                                            (10-13)

(10-5)、(10-6)、(10-7)式はそのまま成り立つが、(10-7)と(10-10)より

                                                 4 I = δ σ T g
4
+ 4(1−δ )σ T g

4
                                      (10-14)

ゆえに

                                                        σ T g
4
=

4 I
1+ 3(1−δ)                                           (10-15)

従って、(10-5)、(10-6)、(10-7)より

                                               σ T i
4
=

i I
1+ 3(1−δ)

(i=1,2,3)                                     (10-18)

これを一般化すると、大気がｎ層から成る場合、地表面上の気温は

                                                        σ T n
4
=

n I
1+ n(1−δ )                                           (10-17)

(10-8)式と異なり、ｎが無限大の場合でも発散しない。

                                                      σ T n
4
=

I
1−δ

(n→∞)                                          (10-18)

さて、張壽川らは Petty の教科書を引用しているけれど、その「演習問題９.６」を見ると。

Problem 9.6: The effect of the CO2 15 μm band on atmospheric transmission to space of 
surface emission can be crudely approximated by assuming total opacity between 13.5 and 17 
μm, and total transparency outside these limits. Use Fig. 6.4 to estimate the fraction of surface 
longwave  emission  that  is  reabsorbed  by  the  CO2  in  the  atmosphere  (ignoring  other 
absorbers). Assume a surface temperature of 288 K. 

（「  A First Course in Atmospheric Radiation  」の２６９ページ  より）

すなわち、δ を１３.５ μｍ～１７ μｍの帯域が地表面からの全赤外放射に占める割合と見なせば、上記の理

論をＣＯ２に因る温室効果の評価に利用できるということである。従って、１３ .５ μｍ～１７ μｍの帯域が２８８

Ｋの赤外放射に占める割合は１６％だから、(10-18)に δ＝０.１６を代入して得られる温度は、その帯域から

の温室効果への寄与の上限を与えると期待できる。
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ところが、そのままでは正しい値を与えない。(10-18)式を書き換えると次式を得るが、

                                                          (1−δ)σ T n
4
= I                                               (10-19)

これは、ＣＯ２の吸収帯域から宇宙への放射はゼロ、それ以外の波長は大気に吸収されること無く宇宙に

放射され、その総量は入射量 Iに等しい、ということを意味している。ところが、現実には図１０－２に見える

とおり、１３.５ μｍ～１７ μｍの帯域に２１５Ｋの放射が残っている。そして、下図に見えるとおり、それはＣＯ

２濃度が増えても変わらない。これは「band saturation」と呼ばれる。（より詳しくは、David Archer      著  
「  Global Warming: Understanding the Forecast  」の第４章  を参照のこと。）

図１０－４　「ウィキペディア」より

「band saturation」を考慮するには、２１５Ｋの放射を(10-19)式の左辺に付け加えればよい。(10-9)式を

考慮すると、結局、(10-18)は次のように修正される。

                                                 T n
4
=
T e

4
−δ T f

4

1−δ
(T f=215K )                                     (10-20)

従って、δ＝０.１６を用いれば、１３.５ μｍ～１７ μｍの帯域からの温室効果への寄与の上限は次式で与え

られる。

                                             
4√ 2554−0.16×2154

0.84
− 255 = 5.8C                                 (10-21)

１３.５ μｍ～１７ μｍの帯域に限れば、「二酸化炭素がこれ以上増加しても、その温室効果は５ .８℃以上に

は増加しない」。
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しかし、図１０－２を見ても判るとおり、ＣＯ２の吸収帯域は１３.５ μｍ～１７ μｍの両翼にも広がっており、そ

れらの吸収は未だ飽和していないようにも見える。これに関して、 RealClimate への投稿において

Raymond Pierrehumbert は下図を示し、「band saturation」のために１３.５ μｍ～１７ μｍの帯域は産業

革命時（ＣＯ２濃度２８０ｐｐｍ）に飽和しているけれど、大気中のＣＯ２濃度が産業革命時の４倍になれば、

吸収帯域は両翼に０.５ μｍずつ広がり、其処では未だ２１５Ｋに達していないから、「二酸化炭素がこれ以

上増加しても温室効果は増加しないと考えるのは誤りである」と主張している。張壽川らが「図１７で波数

570 から 620/cm付近と 710 から 760/cm付近の黒く見えるところは、透過率が大きい値と小さい値の間

を行ったり来たりしており、吸収線の存在を示している」と言い立てていたのは当にこの事である。

図１０－５　「What   Å  ngstr  ö  m didn’t know  」より

しかし、１３.５ μｍ～１７ μｍが１３ μｍ～１７.５ μｍに広がったとしても、ＣＯ２に因る温室効果の上限が存

在することに変わりは無い。実際、１３ μｍ～１７.５ μｍの帯域が２８８Ｋの赤外放射に占める割合は２１％だ

から、(10-21)が次式に変わるだけである。

                                              
4√ 2554

−0.21×2154

0.79
− 255 = 8C                                   (10-22)

ここで重要なことは、１３ μｍ～１７.５ μｍの帯域は既に大気の窓の境界に達しているから、「二酸化炭素が

これ以上増加しても温室効果は８℃以上には増加しない」ということである。これは「地球温暖化懐疑論批

判」の「図１７」からも明らかである。実際には、大気の窓の中にもＣＯ２の吸収帯域が存在するけれど、次頁

の図１０－６と図１０－７を見比べれば判るとおり、それらは大気中のＣＯ２濃度が１００００ｐｐｍもの高濃度に

なった時にようやく見え始めるほどに弱いものであり、人為的温暖化を論ずる場合には問題とならない。ま

た、４.３ μｍを中心とする吸収帯域があり、それは１５ μｍを中心とする吸収帯域よりも強いけれど、図１０－
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２に現れないほどにプランク関数の裾野にあるから、その温室効果への寄与は小さく、しかも、産業革命時

に飽和している。

図１０－６　ＣＯ２濃度が３７５ｐｐｍの場合（「The fallacy of the greenhouse effect」より）

図１０－７　ＣＯ２濃度が１００００ｐｐｍの場合（「The fallacy of the greenhouse effect」より）

さらに、「地球温暖化懐疑論批判」の「図１７」から判るとおり、５５０ｃｍ－１と８００ｃｍ－１の直ぐ外側にも吸収線

があり、図１０－５から判るとおり、大気中のＣＯ２濃度が産業革命時の４倍になれば、それらも少しは効いて
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くるけれど、ＣＯ２濃度が４倍になっても１３ μｍ～１７.５ μｍの全帯域が２１５Ｋにまで落ち込んでしまうこと

はないから、（図１０－７を見れば判るとおり、ＣＯ２濃度が１００００ｐｐｍにでもならない限り、そんなことは起

こり得ない）、(10-23)式は１３ μｍ～１７.５ μｍの帯域の寄与を過大評価していることになる。従って、結果

として、(10-23)式は１３ μｍ～１７.５ μｍの帯域以外の寄与をも含んでいると考えてよいから、やはり「二酸

化炭素がこれ以上増加しても、その温室効果は８℃以上には増加しない」と結論づけることができる。

(10-22)式はＣＯ２に因る温室効果の上限を与える式、すなわち、大気が無限の層から成る極限の場合で

あったが、大気が有限の層（ｎ）から成る場合にＣＯ２の温室効果を与える式は、 (10-17)式に(10-20)式で

用いた処方を施せば、すなわち、 I=σT e
4

を σT e
4
−δσT f

4
で置き換えれば得られる。

                                                  
4√ n (2554

−δ×2154)
1+n (1−δ )

− 255                                       (10-23)

計算結果が下の表である。確かに「大気中の二酸化炭素濃度が増加すると、この吸収・射出の平均回数

（ｎ）が増加することにより、温室効果は増加する」けれど、 吸収・射出の平均回数が１００を超えると温室効

果の増加は鈍り、５００を超えると、大気中の二酸化炭素濃度が増加しても、もう温室効果は殆ど増加しな

い。つまり、ＣＯ２の温室効果が飽和するというのは、吸収・射出の平均回数がある程度以上に増加すれば

温室効果は殆ど増加しなくなる、ということであって、ＣＯ２の温室効果が飽和することと「吸収・射出の平均

回数が増加すること」は決して矛盾しない。「大気中の二酸化炭素濃度が増加すると、この吸収・射出の平

均回数が増加することにより、温室効果は増加する」は、温室効果が飽和から遠い場合の説明にすぎない

のであって、温室効果が飽和しないという説明になっていないことは「さらに自明である」。

大気層数（ｎ） ＣＯ２に因る温室効果（℃）

１０ ０.２８

２０ ３.９９

５０ ６.３６

１００ ７.１７

２００ ７.５８

５００ ７.８３

１０００ ７.９２

２０００ ７.９６

５０００ ７.９８

１００００ ７.９９

表１０－１

もちろん、「二酸化炭素がこれ以上増加しても温室効果は増加しない」か否かは「この吸収・射出の平均回

数」の如何に依るが、次節で解説するとおり、それは既に３００を超えており、従って、二酸化炭素の人為的

排出に因る温暖化は重大な問題とはなり得ない。
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§１１　「議論２６」

さらに、成層圏においては、水蒸気量が非常に小さいため、赤外線の放射において、水蒸気よりも二酸化

炭素の方が重要な役割を果たしている。本稿の「はじめに」で紹介したブログ“Real Climate”での議論

（Schmidt 2005）によれば、大気の温室効果全体に占める水蒸気の寄与は、雲による吸収の効果も含め

80～90%程度で、二酸化炭素の寄与は２０～３０%である（吸収帯の重なりの問題があるので各種温室効

果気体の寄与度の和は１００%にならない）。これは、GISS GCM の中の放射プログラムによって得られ

た数値である。Schmidt（２００５）はこの数値は Ramanathan and Coakley（１９７８）の鉛直１次元モデル

の計算結果ともよく対応すると述べている。ここで、地球大気全体の温室効果が地表気温で３３℃の上昇

に相当することから、比例計算すれば二酸化炭素の寄与は温度に直して７～１０℃と評価できる。こうした

見積りから、たとえ水蒸気が最も重要な温室効果ガスであっても、二酸化炭素濃度が産業革命以前と比

べ２倍、３倍となれば気候に影響を与えうることは十分に納得できるであろう。

さて、前節の考察からＣＯ２に因る温室効果の上限は８℃であることが判った。にもかかわらず、コンピュー

タシミュレーション（ＧＣＭ）は「二酸化炭素の寄与は温度に直して７～１０℃と評価」した、つまり、物理的上

限を超える値をはじき出したわけで、第７節でも指摘したけれど、コンピュータシミュレーションが信頼するに

値しないことは「十分に納得できるであろう」。

「地球温暖化懐疑論批判」の出版後、Schmidt ら（J.Geophys.Res.115(2010)D20106）は、１９８０年時

におけるＣＯ２の寄与は２４.６％、すなわち、８.１℃という結果を出した。この値は上限値８℃を僅かに超え

ているけれど、前節において説明したとおり、１３ μｍ～１７.５ μｍ以外にも、弱いながらもＣＯ２の吸収線が

存在し、それらをも完全に評価すれば８℃よりも少し大きな値になり得るから、(10-22)式とほぼ一致してい

ると見なしてよい。ということは、ＣＯ２の温室効果は１９８０年時に消費し尽くされている、ということになる。

（Schmidt らは、水蒸気との「吸収帯の重なりの問題があるので」、それを差し引けばＣＯ２の寄与は１９％、

すなわち、６.３℃にまで下がるとしているけれど、実のところ(10-22)式の値にも水蒸気の寄与が含まれて

いるから、同じ分量だけ差し引けば、結果は同じ。）ところが、第８節で見たとおり、人為的温暖化論者は「２

０世紀後半の温度上昇に関しては人為起源の温室効果気体が主な原因である」と言い立てていたわけだ

から、Schmidt らの結果は自己矛盾としか言いようが無い。また、前節の表１０－１を見れば判るとおり、Ｃ

Ｏ２の寄与が８℃であれば大気は１万層から成っているが、対流圏で考えれば一つの層の厚さは１ｍ程。し

かし、前節で見たとおり、人為的温暖化論者は「これらの波長帯では大気全層の１回の吸収さえも未飽和」

と言い立てていたわけだから、１ｍの層で吸収が飽和しているはずがない。この点からしても、 Schmidt ら

の結果は自己矛盾としか言いようが無く、やはり、コンピュータシミュレーションが信頼するに値しないことは

「十分に納得できるであろう」。

その一方、面白いことに、温暖化懐疑論者も次のように主張している。

A detailed estimate of the effects of the GHGs from the analysis of spectra such as those  
shown in Figure 9 indicates that carbon dioxide provides about 7-8C of global warming, much 
the same conclusion that comes from a study of its absorption characteristics.

（「Energy&Environment 16(2005)1037」より）

第１節で見たとおり、張壽川らは「少なくとも世界および米国内のアカデミアにおいては『合意はある』とする

方が状況認識としては正確である」と言い放ったけれど、そして、それは真っ赤な嘘だったけれど、産業革

命時においてＣＯ２の温室効果が少なくとも７℃あったという点に関しては、人為的温暖化論者と懐疑論者

の双方に「合意はある」。それは何故であろうか？
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前節の(10-23)式を使って評価すると、

                                       
4√ 80× (2554

−0.21×2154)
1+0.79×80

− 255 = 6.97                              (11-1)

だから、ＣＯ２の温室効果が７℃ならば大気は８０層から成っている。そこで、産業革命時に大気が８０層か

ら成っていたと仮定し、(10-23)式を使ってＣＯ２の増加に因る気温上昇を評価してみよう。大気層数は大

気中ＣＯ２濃度に比例すると仮定し、ＣＯ２濃度が産業革命時の d0=280ppm から d に増加すれば、大気

層数は n0=80 から n=(d/d0)n0 に増加するから、ＣＯ２の温室効果の増加は次式で与えられる。

                              
4√ n0(d /d 0) (2554

−δ×2154)
1+n0(d /d 0)(1−δ )

−
4√ n0 (2554

−δ×2154 )
1+n0 (1−δ)

                      (11-2)

もちろん、フィードバックを考慮しなければならないが、多層大気理論はＣＯ２の温室効果を評価しているだ

けでフィードバックは判らないから、それは係数 a として与え、パラメターとして扱う。さらに、実際に観測さ

れた気温は気候の内部変動を反映しているから、それを現象論的に考慮する。第７節では６０年周期の変

動を採り上げたが、ここでは最新の論文（Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics）に依っ

て、２０年周期と６０年周期の内部変動を付け加える。また、気温偏差の定義に合わせるにはグラフ全体を

上下させる必要があるから定数 c も加える。結局、気温偏差は次式で与えられる。

                  

ΔT = a [ 4√ n0 (d /d 0) (2554
−δ×2154)

1+n0 (d /d 0) (1−δ )
−

4√ n0 (255
4
−δ×215

4)
1+n0 (1−δ ) ] + c

+ 0.1×cos[ 2 π( year−2000.8)

60 ] + 0.04×cos[ 2π( year−2000.8)
20 ]

        (11-3)

計算結果を次頁の図１１－１に示す。フィードバック因子を３に選ぶと２０世紀の気温上昇を概ね再現できる。

再現性はコンピュータシミュレーション（図６－１の赤線）と同レベルであり、しかも、ＣＯ２の温室効果の増分

がフィードバックで３倍に増幅されるという結果もＩＰＣＣの主張と一致しているから、一応は妥当な結果であ

ると言えるだろう。もちろん、この場合、２０世紀の気温上昇は専らＣＯ２の増加が原因ということになる。一

方、前節の表１０－１から分かるとおり、産業革命時における大気層が多いほど、すなわち、産業革命時に

おけるＣＯ２の温室効果が高いほど、ＣＯ２が増えても気温は上がりにくい。逆に、２０世紀の気温上昇が専

らＣＯ２の増加に因るというのは、ＣＯ２が増えたときに気温が最も上がり安い場合、つまり、産業革命時に

おけるＣＯ２の温室効果が最も低い場合だから、産業革命時におけるＣＯ２の温室効果は少なくとも７℃、と

いうことになるわけである。

大気が８０層から成っているということは、対流圏で考えると、一つの層の厚さは１００ｍ強になる。しかし、前

節で見たとおり、張壽川らは「これらの波長帯では大気全層の１回の吸収さえも未飽和」と言い立てていた

わけで、従って、１００ｍの層では「１回の吸収さえも未飽和」のはずだから上記の議論は間違い、と思う人も

いるだろう。しかし、ＣＯ２の寄与が７℃というのは、正しくは、１３ μｍから１７.５ μｍ帯域からの寄与のことで

あり、実際には、水蒸気の寄与も含まれるから、そして、「成層圏においては、水蒸気量が非常に小さいた

め、赤外線の放射において、水蒸気よりも二酸化炭素の方が重要な役割を果たしている」けれど、対流圏、

特にその下部では水蒸気の寄与は大きいから、 ＣＯ２の吸収のみを問題としている「（地球温暖化懐疑論

批判の）図１７」は上記の考察には適用できない。しかも、（ＣＯ２と水蒸気に因る）吸収が強い波長領域で

は１０ｍでも飽和する。１０ｍで飽和するなら大気全層による一回の吸収が飽和しているのは当たり前であり、

逆に言えば、大気全層による一回の吸収のみを示した「図１７」では本当の吸収の強弱は判らない。１００ｍ
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というのは、１３ μｍから１７.５ μｍの全領域に亘って吸収の強い領域の寄与と弱い領域の寄与を平均した

値なのである。

図１１－１　１８８０年以降の気温推移（データは HadCRUT3。赤線は(11-1)式に拠る計算値で、

大気中ＣＯ２濃度 d は Law Dome  と Mauna Loa  のデータを用いた。）

さて、ＣＯ２の温室効果が少なくとも７℃あることは確かだが、図６－１のコンピュータシミュレーションと同様 、

図１１－１は１９４０年前後の気温を再現できない。図７－１で見たとおり、２０世紀前半までの気温上昇は主

に日射量の増加が原因であり、２０世紀の気温上昇は専らＣＯ２が原因という仮定に基いた図１１－１はそ

れを考慮していないからである。第７節で指摘したとおり、人為的な要因に帰すことが出来る気温上昇は、

２０世紀の気温上昇０.８℃のうち１９４０年前後と２０００年の気温差０.４℃にすぎない。しかも、「都市化によ

る全球気温のバイアス」を除けば、ＣＯ２の増加に因る温暖化は０.２４℃。さらに、この値はフィードバックで

増幅された値だから、フィードバックで３倍になるとする（それは図１１－１の結果が支持している）と、ＣＯ２

単独の効果はたったの０.０８℃。大気中のＣＯ２濃度が２８０ｐｐｍから３９０ｐｐｍへと大幅に増加したにもか

かわらず、ＣＯ２に因る温室効果の増加が０.１℃未満という事実は、温室効果が飽和（８℃）に近いことを意

味している。実際、(10-23)式に基いて考察すると、産業革命時に大気が３００層から成っていれば、ＣＯ２

の温室効果は

                                     
4√ 300× (2554

−0.21×2154)
1+0.79×300

− 255 = 7.72                              (11-4)
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今現在、大気層が(390/280)×300=418 に増したとすると、ＣＯ２の温室効果は

                                       
4√ 418× (2554

−0.21×2154)
1+ 0.79×418

− 255 = 7.8                              (11-5)

その差はちょうど０.０８℃。であるから、ＣＯ２の温室効果が上がる余地は０ .２℃しか残っておらず、前節の

表１０－１を見れば判るとおり、この先ＣＯ２が増加しても気温の上昇は僅かにとどまる。実際、ＣＯ２濃度が

産業革命時の倍になれば、すなわち、大気が６００層から成れば、ＣＯ２の温室効果は

                                     
4√ 600× (2554

−0.21×2154)
1+0.79×600

− 255 = 7.86                              (11-6)

従って、ＣＯ２濃度が産業革命時の倍になれば ＣＯ２の温室効果は０ .１４℃増す。フィードバックを考慮す

れば、気温は０.４２℃上がることになるが、そのうちの０.２４℃は既に消費されているから、この先の気温上

昇は高々０.２℃どまり。これはＩＰＣＣの主張する値の１０分の１にすぎない。

先に、対流圏が８０層から成っていれば各層において吸収は飽和しているから、多層大気理論が適用可能

と言ったけれど、３００層ならば一つの層の厚さは３分の１以下になるから吸収は飽和していない、従って、

(10-23)式は使えないはずという反論があるだろうが、そうではない。１００ｍの層で吸収が飽和している、す

なわち、吸収率が９９％以上であれば、(0.95)100=0.006 だから、１ｍの層での吸収率は５％。しかし、たっ

た５％の吸収であっても、その１ｍの層からも放射があるはずで、であるから、前節において張壽川らが強

調していた「吸収・射出の平均回数」は８０よりも多いはずである。つまり、「吸収・射出の平均回数」は多層

大気理論における大気層数よりも多い。(11-4)式や(11-5)式や(11-6)式における３００や４１８や６００は大

気層数と言うよりも「吸収・射出の平均回数」と考えるべきであろう。

張壽川らは「成層圏においては、水蒸気量が非常に小さいため、赤外線の放射において、水蒸気よりも二

酸化炭素の方が重要な役割を果たしている」と言い立てているけれど、既に「吸収・射出の平均回数」は十

分に多いのだから、ＣＯ２が増加した結果、成層圏において「吸収・射出の平均回数」が増えたとしても、上

記の結論が覆ることはない。

以上の考察から、「二酸化炭素濃度が産業革命以前と比べ２倍、３倍となっても気候に大きな影響を与え

得ないことは十分に納得できるであろう」。

ついでに、氷期から間氷期への移行過程におけるＣＯ２の寄与を調べておこう。第８節で紹介したとおり、

コンピュータシミュレーションにおいては「氷期の気温が３～５℃低下したと推定されたが、温室効果ガス濃

度の減少がなければ、その半分程度にしかならない」。それは本当だろうか？産業革命時の大気中ＣＯ２

濃度は２８０ ppm で「吸収・射出の平均回数」は３００だから、大気中ＣＯ２濃度が１８０ ppm の氷期におけ

る「吸収・射出の平均回数」は（１８０/２８０）×３００＝１９０。この場合、ＣＯ２の温室効果は、

                                     
4√ 190× (2554

−0.21×2154)
1+0.79×190

− 255 = 7.56                              (11-7)

従って、氷期から間氷期におけるＣＯ２の温室効果の増分は０ .１６℃。フィードバックで３倍になるとしても、

氷期と間氷期の気温差に占めるＣＯ２の寄与は０.５℃にすぎない。であるから、「二酸化炭素濃度が産業

革命以前と比べ２倍、３倍となっても気候に大きな影響を与え得ないことは十分に納得できるであろう」。
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§１２　「議論１０」及び「議論２２」

IPCC WG1 AR4 では 3.4.2節で大気中水蒸気量の変化のレビューがされている。その後、１９８７年以

後の全球海上の水蒸気量の変化傾向が人為的な温暖化のモデル計算と整合的であることを示した研究

もある（Santer et al. 2007）。

いずれにしろ、どの推定も高い気候感度の方向に長い尾を引くことが共通の特徴である。このため、たと

えば伊藤（２００９）で引用している Forster/Gregory 06（灰色線）では、確かに最尤推定（分布のピーク）

は１.６℃であるものの、中央値（図の下のドット）は２.４℃と高くなることに注意してほしい。中央値を３℃前

後とする研究がもっとも多く、最尤推定で見ても２～３℃を超える研究が少なくない。

一般に、IPCC に対する反論の中には、IPCC の結論に反する研究を一つ二つ例示して詳しく解説する

という手法をとるものがある。しかし、例示された研究が、IPCC の結論を導いた多数の研究を凌駕する説

得力を持つかどうかを吟味しなければ科学的な議論とはいえない。なぜなら、 IPCC の結論は、相反する

ものも含めた多数の論文を総合的に評価することにより導かれているからである。伊藤（２００９）は、Illis 
（２００８）を例示して「観測から推定される気候感度は小さい」と結論している。しかし、IPCC が引用してい

る２℃以上の気候感度を観測から推定した多数の論文（図１５）のどれよりも、この一つの研究が信頼でき

るということを示さないかぎり、そんなことはいえない。

47



「気候感度」という概念は、大気中ＣＯ２濃度が倍になればＣＯ２の温室効果は１℃増す、という主張を前提

にしている。しかし、第１０節で解説したとおり、ＣＯ２の温室効果は最大８℃であり、前節で解説したとおり、

産業革命時においてＣＯ２の温室効果は７.７℃に達しているから、フィードバックで３倍に増幅されるとして

も、Forster/Gregory 06 の最尤推定である１.６℃どころか、気温が１℃上がることさえ無い。「どの推定も高

い気候感度の方向に長い尾を引くことが共通の特徴である」としても、つまり、フィードバックが３倍以上だと

しても１℃上がることは無い。例えば、ＣＯ２単独の効果がフィードバックで６倍に増幅されると仮定して、前

節の考察を繰り返してみると。ＣＯ２の増加に因る０.２４℃の温暖化は同じだから、フィードバックを考慮する

と、ＣＯ２単独の効果はたったの０.０４℃。再び(10-23)式に基いて考察すると。産業革命時における吸収・

射出の平均回数が６００ならば、既に(11-6)式で計算したとおり、温室効果へのＣＯ２の寄与は７.８６℃。今

現在、吸収・射出の平均回数が(390/280)×600=836 に増えていれば、温室効果へのＣＯ２の寄与は

                                        
4√ 836× (2554

−0.21×2154)
1+ 0.79×836

− 255 = 7.9                             (12-1)

その差はちょうど０.０４℃。従って、ＣＯ２濃度が産業革命時の倍になれば、吸収・射出の平均回数は１２００

になり、温室効果へのＣＯ２の寄与は

                                      
4√ 1200× (2554

−0.21×2154)
1+ 0.79×1200

− 255 = 7.93                            (12-2)

従って、ＣＯ２濃度が産業革命時の倍になれば、ＣＯ２の温室効果は０.０７℃増す。フィードバックを考慮す

れば、気温は０.４２℃上がることになる。結局、フィードバックで３倍に増幅される場合と全く同じ結果となっ

た。これはＣＯ２に因る温室効果がほぼ飽和しているからに他ならない。張壽川らは「どの推定も高い気候

感度の方向に長い尾を引くことが共通の特徴である」と言い立てて危機感を煽ろうと図ったけれど、その破

廉恥な目論見は見事に外れてしまったわけである。

図１２－１　「30 Years of Water Vapor Vertical Profiles Over Boulder」より

前節で採り上げた「議論２６」において、張壽川ら自身が「水蒸気が最も重要な温室効果ガスであっても」と

認めていたことからも判るとおり、３℃、もしくは、それ以上という高い気候感度の主たる要因は水蒸気の

フィードバックである。逆に言えば、大気中の水蒸気量は温暖化の目安となり得るということであり、だからこ

そ、「水蒸気量の変化傾向が人為的な温暖化のモデル計算と整合的である」と言い張っていたわけである。

そこで、成層圏における「水蒸気量の変化傾向」を上図に示した。確かに「成層圏においては、水蒸気量

が非常に小さいため、赤外線の放射において、水蒸気よりも二酸化炭素の方が重要な役割を果たしてい
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る」けれど、逆に「水蒸気量が非常に小さい」からこそ、温暖化の影響は成層圏の水蒸気量にハッキリと表

れる。実際、１９８０年以降、水蒸気量の増加が認められる。しかし、２０００年以降は増加傾向が認められな

い。図３－２で見たとおり、２０００年以降、気温の上昇は止まっているにもかかわらず、張壽川らはそれを認

めずに「近年に至るまでほとんど同じ率で気温上昇が続いている」と言い張っていたけれど、皮肉にも、そ

の主張は水蒸気フィードバックのために打ち砕かれてしまったのである。

ここで、気候感度は３℃よりもかなり低いという主張について解説しておこう。繰り返すけれど、「気候感度」

という概念は、大気中ＣＯ２濃度が倍になればＣＯ２の温室効果は１℃増す、という主張を前提にしているが、

たとえ、２０世紀の気温上昇が専らＣＯ２に因るとしても、すなわち、図１１－１の場合でもそんなことは起こり

得ない。実際、図１１－１の結果をＩＰＣＣの「気候感度」を用いて表すとどうなるかを考えてみると。大気中Ｃ

Ｏ２濃度が倍になればＣＯ２の温室効果が１℃増すという条件を数式で表せば、f(2x)=f(x)+1。この条件を

満たす関数 f は対数関数である。従って、気候感度がＡ℃ならば、大気中ＣＯ２濃度と気温偏差との関係

は次式で表される。（d と d0 の意味は(11-2)式と同じ。但し、この式は(11-2)式のように基本理論から導か

れた式ではなく、コンピュータシミュレーションの結果を再現するように選んだ式にすぎない。）

                                                  ΔT =
A

ln (2)
ln( dd 0)+ C                                         (12-3)

これに(11-3)式の第２行を付け加え、図１１－１の赤線を再現できるようにＡを選んだ結果が下図である。

図１２－２　１８８０年以降の気温推移（データは HadCRUT3。大気中ＣＯ２濃度 d は Law Dome  と
Mauna Loa  のデータを用いた。）
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図１１－１の結果をＩＰＣＣの「気候感度」を用いて表すと、気候感度は１.８℃になる。気候感度は３℃よりもか

なり低いという主張が出てくるのはこれ故である。

第１０節で論じたとおり、ＣＯ２の温室効果が飽和するという事実に対するＩＰＣＣの反論は「科学的な議論と

は言えない」。もちろん、「科学的な議論とは言えない」未飽和論に基いて「２℃以上の気候感度を観測から

推定した多数の論文」も「科学的な議論とは言えない」。すなわち、科学的な中身はゼロである。「 IPCC の

結論を導いた多数の研究」だの、「IPCC の結論は、相反するものも含めた多数の論文を総合的に評価す

ることにより導かれている」だのと言い張っているが、ゼロを１万回足してもゼロである。

そもそも、第９節において見たとおり、「この一つの研究が信頼できるということを示さないかぎり、そんなこと

はいえない」にもかかわらず、図９－１の研究たった一つを例示して、「約２万年後に起こるとされている氷

期の到来」と決めつけていたのは、他ならぬ張壽川ら自身である。人為的温暖化論に都合がよければ「こ

の一つの研究が信頼できる」と言い張っているにすぎないことは明らかであり、それこそ「科学的な議論とは

いえない」のみならず、張壽川らの下劣さをも露呈したと言えよう。
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§１３　「議論２３」及び「議論２５」

地球のエネルギー収支はつりあっていると近似できるので、地球が吸収する太陽エネルギー量が変わら

なければ、宇宙から見たときに地球が出す放射の代表温度(有効放射温度)は一定(マイナス１８℃)とみな

してもよい。また、対流圏の鉛直温度勾配は近似的には一定とみなしてもよい。しかし、槌田（2004）では、

放射の代表温度をもつ高さが変化することが見落とされている。温室効果物質が多いということは、赤外

線に対して大気がより不透明だということだから、赤外線で宇宙から見えるのはより外側、つまりより高いと

ころになる。つまり、放射の代表温度をもつ高さは温室効果物質が多いほど高くなる。したがって、温度勾

配が一定ならば、地面付近の気温は、より高くなる。これは真鍋による次の有名な温室効果の説明に他な

らない（例えば真鍋１９８５）。図１６において、地球の出す放射の代表温度が Te で、太陽から受け取る放

射とつりあっているとする。実線の温度分布ならば、図１６の A が放射を出す代表位置である。ここで大気

が赤外線に対してより不透明になったとすると、放射を出す代表位置が A'に変わる。ところがこれでは地

球が出すエネルギーが受け取る太陽エネルギーより少ないので、地球（大気・海洋）が暖まっていく。A'の
高さの温度が Te となる破線の温度分布まで大気全体が暖まって、地球のエネルギー収支がつりあうこと

になる。

しかし、放射にきく物質の量が変化すれば、代表温度を持つ高さは変化しうる。温度勾配が固定されてい

ても、地上気温が対流だけで決まるわけではない。
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いま議論しているのは大気中ＣＯ２濃度の増加に因る温暖化の当否だから、問題とすべきは「宇宙から見

たときに地球が出す全放射」ではなく、ＣＯ２の吸収帯域（１３ μｍ～１７.５ μｍ）から出る放射である。確か

に、「温室効果物質が多いということは、赤外線に対して大気がより不透明」だから、大気中のＣＯ２が増え

ると、ＣＯ２の吸収帯域から出る放射の代表温度は下がり、それに対応して「放射の代表温度をもつ高さは

温室効果物質が多いほど高くなる」が、「放射の代表温度をもつ高さ」が対流圏の上端に達してしまえば、

すなわち、「放射の代表温度」が２１５Ｋにまで下がってしまえば、もはや「放射の代表温度をもつ高さは温

室効果物質が多いほど高くなる」ことはなく、であるから、「地面付近の気温は、より高くなる」こともない。こ

れが第１０節で論じた「band saturation」である。

現実には、ＣＯ２の吸収帯域（１３ μｍ～１７.５ μｍ）からの「放射の代表温度をもつ高さ」は対流圏の上端

に達しておらず、「放射にきく物質の量が変化すれば、代表温度を持つ高さが変化しうる」余地は残ってい

るが、図１０－２から判るとおり、１３.５ μｍ～１７ μｍの帯域からの放射の代表温度は既に２１５Ｋに達してい

るから、「代表温度を持つ高さ」は対流圏の上端に近いと推察される。実際、ＣＯ２の温室効果と「放射の代

表温度 Te」は次式で関係づけられるが、

                                           
n (2554

−δ×2154)
1+n (1−δ)

=
2554

−δ×T e
4

1−δ
                                 (13-1)

第１１節で論じたとおり、産業革命時における吸収・射出の平均回数はｎ＝３００だから Te=２１７Ｋであり、

「代表温度を持つ高さ」は対流圏の上端に近いことが判る。であるから、「放射の代表温度をもつ高さは温

室効果物質が多いほど高くなる」けれど、もはやゆっくりと少しずつ高くなるだけであり、従って、「地面付近

の気温は、より高くなる」のも僅かにすぎない。
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§１４　「議論２８」及び「議論２９」

まず一般論として、海面水位は付近の海流の自然変動や地盤の変動によっても影響を受ける。したがっ

て、一部の地域で海面上昇が見られないことは特別におかしいことではなく、それが直ちに、実際に起き

ていることが明らかな全球的な海面上昇トレンドを否定する証拠にはならない。また、一部の地域の現象

をとりあげて全体の傾向を否定する論法は、非常にミスリーディングなものである。

遠藤ら（2006）では、一定期間の朝日新聞の記事を集計し、海面上昇の原因記述があった９６件のうち、

主要なもので、北極の海氷３４件、南極５５件、グリーンランド３４件、氷河３１件、熱膨張３４件と集計してい

る。つまり、集計結果は、原因記述は重複しながらも、むしろ海面上昇の原因に関する報道において、新

聞は非常にバランスがとれていることを示している。

第５節において日本気象学会名誉会員である田中正之氏の発言を紹介したが、氏は同じ場で次のように

も述べていた。

例えば、最近異常気象が起こると温暖化の影響であるように言われることが多い。そうであるかもしれない

が、断定できるほど簡単なものではない。異常気象の発生頻度・規模の統計が少し変わったといっても、

気候が内因的に大きく複雑に変動する性質をもっていて、そのメカニズムも不明であるから、温暖化との

関係云々には慎重を期すべきである。こうした問題に対しては、学会がその都度リーズナブルな共通見解

をもって、必要に応じて外部に発信する態勢をととのえることが望ましい。

（「日本気象学会機関誌「天気」５６巻（２００９年）５３３ページ」より）

要するに、メディアが「一部の地域の現象をとりあげて全体の傾向を強調する論法は、非常にミスリーディン

グなものである」から、専門化がそれを正すべきである、と主張しているのである。これは田中正之だけの懸

念ではなく、第２節において紹介したとおり、近藤純正も「地球温暖化などの気候変動は長期的な観測に

よって明らかにされるものである。それにもかかわらず、数年の期間に生じたローカルな異常気象や諸現象

を直ちに地球温暖化のせいにしてしまい、真の因果関係を見逃したり簡単に片付けてしまう風潮がみられ

る」と指摘していたのであり、おそらく、経験豊かな気候学者が共有する意識であろう。

ところが、第１節において見たとおり、張壽川らはあべこべに「メディア関係の人々に対して、懐疑論者の議

論を新聞などで紹介する前に、１）懐疑論の中身や懐疑論者の背景に関してもう少し勉強して欲しい、２）

必ずしも現在の科学知識をよく代表するものではないので個々の論文（最新であっても）の結論を重視しす

ぎないでほしい」と言い立てた一方で、それこそ「非常にミスリーディングな」温暖化報道を執拗に繰り返し

てきた朝日新聞を擁護しているのである。これは、メディアの報道が「非常にミスリーディングなもの」であっ

ても、人為的温暖化を煽り立てる限りは不問にふす、ということに他ならず、科学者としての客観性を自ら放

棄したも同然である。

科学は客観性の上にのみ成立し得るものであるにもかかわらず、人為的温暖化論を主張する学者達が客

観的であることを拒否したという事実は、人為的温暖化論が客観性の欠落した非科学であることを露呈して

いる。第１節において見たとおり、張壽川らは「いわゆる懐疑論者は少数派であり、かつ全く分野が異なる

専門外の研究者あるいは非研究者である場合が少なくない」と言い放ったけれど、本当の研究者の目には

客観性を放棄した張壽川らこそ「非研究者」と映るであろう。第２節において紹介したとおり、近藤純正氏の

誠実で綿密な研究によって「都市化による全球気温のバイアス」が立証されたにもかかわらず、張壽川らは

「幻想である」と決めつけていたけれど、それは「非研究者」に零落した張壽川らの醜態を写し出していたの

である。
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実のところ、上で紹介した日本気象学会機関紙の冒頭を見れば判るとおり、「非研究者」であるにもかかわ

らず、朝日新聞の論説委員が日本気象学会の評議員になっている。しかし、新聞社というものは如何なる

組織からも独立であらねばならない。そうでなければ、国民が知るべき事実を客観的に報道できないからで

ある。客観性ということに関しては、新聞社も科学者も変わりはない。その意味においても、これは「非常にミ

スリーディングな」人選と言わざるを得ないが、実際、議事録を見れば判るとおり、その論説委員は「非常に

ミスリーディングな」発言を繰り返しながら、自らに直接関係する田中正之の発言には黙りこくっているような

有様である。

以上のことを鑑みれば、そして、第１節において、人為的温暖化論に不利な論文は紹介するな、と言い立

てていたことを鑑みれば、国民を「ミスリーディング」するために気象学会とメディア（特に、朝日新聞）が共

謀していることは明らかである。
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§１５　「議論３５」

しばしば、イギリスは天然ガスへの転換、ドイツは東西統一のおかげで京都議定書の目標達成が容易だ

とも言われる。しかし、そのイギリスとドイツの京都議定書の数値目標に関して言えば、欧州連合（EU）全

体での削減数値目標はマイナス８%であるものの、欧州連合（EU）の国の中の分担ではさらに厳しい目

標を課せられていて、イギリスはマイナス１２.５%、ドイツはマイナス２１%とそれぞれなっている（ともに

1990 年を基準年）。一方、日本は、ほぼ日本だけのための特別権利のようなものとして森林吸収分として

マイナス３.８%を得たため、実質はマイナス２.２%（－３.８＋６）とも言える。だから、この数値だけから判断

すると、日本はかなり有利とも考えられる。 

此処に見えるとおり、そして、周知のとおり、京都議定書以降、人為的温暖化を煽り、温暖化対策とやらを

主導してきたのはＥＵであるが、そのＥＵの気候変動は如何ほどであろうか。ＩＰＣＣ第４次報告書には下図

が掲載されている。黒い線が観測データである。

図１５－１　ＩＰＣＣ第４次報告書のＦＡＱ９.２の図１より

このグラフが、Ｇ ＩＳＳ（ Goddard Institute for Space Studies ）、ＮＣＤＣ（National Climatic Data 
Center）、ＣＲＵ（Climatic Research Unit）、ＵＡＨ（University of Alabama in Huntsville）の４つの機

関が発表しているデータの内のどれなのか、それとも、それらを平均したものなのかは不明だが、第２節で

紹介したとおり、いずれにせよ、その大元はアメリカ海洋大気圏局 （ＮＯＡＡ）の GHCN である。
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しかし、少し考えればこれはおかしい。ＥＵ諸国は自国の気温測定を米国に委ねているのだろうか。あり得

ない事である。実は、ＥＵには European Climate Assesment というＧＨＣＮとは独立のデータが存在する。

それが図１５－２（青色の線）である。

図１５－２　「Clim. Past Discuss. 6(2010)461」より

「anomaly」と「mean」の違いは縦軸の０点を何処に採るかだけの違いだから、図１５－１とは似ても似つか

ないことは明らかである。図１５－２において２０世紀の気候変動を一本の直線で表わせばほぼ水平になっ

てしまう。京都議定書の段階でＥＵが温暖化対策を主張しなければならない理由は全く無かったということ

になる。２０世紀後半は徐々に気温が上がっているように見えるけれど、それは１９４０年頃が著しく低温

だったからであり、そこからの回復にすぎないし、パリのような大都会の気温まで含んでいるから、都市化の

影響も入っているはずである。

確かに２００４年以降の気温上昇はすさまじいけれど、それをも含めた１１０年間の気温変動とＣＯ２との間に

因果関係は全く認められない。「地球温暖化懐疑論批判」は「議論７」の冒頭で「地球の平均気温は二酸化

炭素濃度に見合った平衡状態に達しているわけではなく、気温変化には様々な因子がある」と言い張って

いるけれど、それは図１５－１に通用しても図１５－２には通用しない。また、前節で見たとおり、「一部の地
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域の現象をとりあげて全体の傾向を否定する論法は、非常にミスリーディングなものである」とも言い張って

いたけれど、それも通用しない。なぜならば、ＩＰＣＣ第４次報告書において西欧の気候変動は全世界の気

候変動と基本的に同じ傾向を示しているからであり、もし、図１５－２は西欧だけの現象と言い張るならば、

図１５－１はでっち上げと認めたことになり、ひいては、ＩＰＣＣ第４次報告書そのものの信頼性を否定するこ

とになるからである。

ここまでデータが食い違っていると、何が何やら訳が判らないけれど、唯一つ確かな事がある。ＥＵが自ら

のデータを顧みずに、ＣＯ２と温暖化の因果関係があるように見えるＮＯＡＡのデータに依拠して、（もちろ

ん、第１０節から第１３節において解説したとおり、ＣＯ２の人為的排出に因って温暖化は起こり得ないが）、

京都議定書を主導したという事である。それは、実のところ、ＣＯ２が原因であろうがなかろうが、そんな事は

どうでもよかった、ということに他ならず、排出量取引で我国から毟り盗ることが京都議定書の目的であった

ことをハッキリと示している。
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§１６　まとめ

最後に、「地球温暖化懐疑論批判」の「はじめに」を採り上げて、拙稿のまとめとする。

ところが、今なお人為的排出二酸化炭素温暖化説の信頼性や温暖化問題の重要性に対して懐疑的ある

いは否定的な議論には、次のような特徴をもつものが多い。

◎既存の知見や観測データを誤解あるいは曲解している

◎すでに十分に考慮されている事項を、考慮していないと批判する

◎多数の事例・根拠に基づいた議論に対して、少数の事例・根拠をもって否定する

◎定量的評価が進んできている事項に対して、定性的にとどまる言説を持ち出して否定する（定性的要

因の指摘自体はよいことではあるものの、その意義づけに無理がある）

◎不確かさを含めた科学的理解が進んでいるにも関わらず、不確かさを強調する

◎既存の知見を一方的に疑いながら、自分の立論の根拠に関しては同様な疑いを向けない 

◎問題となる現象の時間的および空間的なスケールを取り違えている

◎温暖化対策に関する取り決めの内容などを理解していない

◎三段論法の間違いなどロジックとして誤謬がある

 

このような議論の多くは、これまでの科学の蓄積を無視しており、しばしば独断的な結論に読者を導いて

いる。温暖化のリスクが増大している状況下で、このような議論が社会に広まることを科学者としては看過

できない。したがって、私たちは懐疑論に対する具体的な反論をとおして、最新の科学的知見に関する

情報発信を行うと同時に、地球温暖化問題の重要性に関する認識の喚起をうながしたいと考える。

しかしながら、第２節において解説したとおり、近藤純正氏の研究を「０.２℃／１００年としていた計算値を、

再度検討し直した結果として０.６７℃／１００年に修正している」と「誤解あるいは曲解している」のは他なら

ぬ「地球温暖化懐疑論批判」の著者達である。彼らにとっては大先達であるはずの近藤純正氏の研究を

「誤解あるいは曲解」するような輩に、他人を「これまでの科学の蓄積を無視しており」などと批判する資格

は欠片も無い。

これまた、第２節において解説したとおり、誠実で綿密なフィールドワークに基いて、近藤純正氏が「観測所

周辺が都市化されており、明らかな都市化の影響がデータの中にみられる」と指摘しているにもかかわらず、

「都市化による全球気温のバイアスは幻想」と決めつけ、「すでに十分に考慮されている事項を、考慮して

いないと批判する」のは他ならぬ「地球温暖化懐疑論批判」の著者達である。

第３節において見たとおり、１９９８年以降は気温上昇が止まっているにもかかわらず、ＧＩＳＳのデータのみ

を持ち出しきて「近年に至るまでほとんど同じ率で気温上昇が続いている」と言い張り、そして、第９節にお

いて解説したとおり、図９－２のシミュレーションたった一つを盾に「約２万年後に起こるとされている氷期の

到来」と決めつけるなど、正に「多数の事例・根拠に基づいた議論に対して、少数の事例・根拠をもって否

定」したのは他ならぬ「地球温暖化懐疑論批判」の著者達である。

第１０節において考察したとおり、ＣＯ２に因る温室効果の上限は８℃である。これは物理の基本法則だけ

から導かれた結果であり、その意味においては「定性的」であるが、それ故に普遍的である。ところが、第１

１節で見たとおり、コンピュータシミュレーションは「二酸化炭素の寄与は温度に直して７～１０℃と評価」し

た、つまり、物理の基本法則を破ってしまったのである。物理の基本法則さえ満たしていないのに、「定量

的評価が進んできている事項に対して、定性的にとどまる言説を持ち出して否定する」などと言い立てるの

は全く以って笑止千万である。
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第４節において見たとおり、「±０.５℃ほどの大きな誤差範囲がつけられている」と言い立てて、すなわち、

「不確かさを強調」してマイケル・マンを擁護したのは、そして、そのために「科学論争は新しい論文を材料

としてすればよい」と居直り、「科学の蓄積を無視」したのは他ならぬ「地球温暖化懐疑論批判」の著者達で

ある。第７節で指摘したとおり、未だにホッケー・スティック曲線に依りかかって、「太陽活動が気候に及ぼす

影響はさらに小さい」などと言い張るに及んでは、「自分の立論の根拠に関しては同様な疑いを向けない」

の極みと言えよう。

第５節において見たとおり、「モデルによる予測が観測データ処理を訂正するきっかけをもたらしたわけで

ある」だの、「モデルの予測が現実の観測の誤りを指摘したことになり」だのと言い放ってコンピュータシミュ

レーションを絶対化し、すなわち、「自分の立論の根拠に関しては同様な疑いを向けず」、その挙句に、第６

節において解説したとおり、「既存の知見を一方的に疑い」、観測の「不確かさを強調」し、しかも、「少数の

事例・根拠をもって否定」し、１９４０年代の気温をコンピュータシミュレーションの結果に合わせようと図った

のは他ならぬ「地球温暖化懐疑論批判」の著者達である。

第１１節において見たとおり、産業革命時の温室効果３３℃に占める「二酸化炭素の寄与は温度に直して７

～１０℃」だからということだけで、短絡的に「二酸化炭素濃度が産業革命以前と比べ２倍、３倍となれば気

候に影響を与えうることは十分に納得できるであろう」と決めつけることこそ「三段論法の間違いなどロジック

として誤謬がある」。

前節において見たとおり、ＥＵが温暖化対策を主張する科学的根拠は皆無であったにもかかわらず、尚も

「温暖化対策に関する取り決めの内容などを理解していない」と言い張ることは、「既存の知見や観測デー

タを誤解あるいは曲解している」証であり、「三段論法の間違いなどロジックとして誤謬がある」のみならず、

「自分の立論の根拠に関しては同様な疑いを向けない」ことを露呈している。

第１０節、第１１節、及び、第１２節では、ＩＰＣＣの理論の根幹部分（多層大気理論、気候感度）を全て受け

容れた上で、尚且つ、人為的な温暖化は決して脅威ではないことを立証した。にもかかわらず、尚も「温暖

化のリスクが増大している」と言い張るのは、それこそ「既存の知見や観測データを誤解あるいは曲解して

いる」、「すでに十分に考慮されている事項を、考慮していないと批判する」、「多数の事例・根拠に基づい

た議論に対して、少数の事例・根拠をもって否定する」、「定量的評価が進んできている事項に対して、定

性的にとどまる言説を持ち出して否定する」、「不確かさを含めた科学的理解が進んでいるにも関わらず、

不確かさを強調する」、「既存の知見を一方的に疑いながら、自分の立論の根拠に関しては同様な疑いを

向けない」、「問題となる現象の時間的および空間的なスケールを取り違えている」、「三段論法の間違いな

どロジックとして誤謬がある」に他ならない。

当節の冒頭で、近藤純正氏の研究を「誤解あるいは曲解している」のは他ならぬ「地球温暖化懐疑論批

判」の著者達である、と批判したけれど、実のところ、曲がりなりにも専門家である彼らが「誤解」するとは考

えられない。恣意的に「曲解」していることは明らかである。にもかかわらず、第２節において見たとおり、あ

べこべに「恣意的に修正前の古い値を用い続けているようである」と言い放って、武田邦彦を貶めようと図っ

たのである。気候学者であろうが無かろうが、これこそ「科学者としては看過できない」はずである。気候学

の世界が正常ならば、この一事だけで、「地球温暖化懐疑論批判」の著者達は研究者生命を断たれて然る

べきなのだ。

ところが、気候学の世界はこれを「看過」し、その結果、「地球温暖化懐疑論批判」の著者達は、未だに平

然と人前に現れて人為的温暖化論を吹聴し続けているのみならず、国民の血税でのうのうと暮らしている

が、第４節において指摘したとおり、それは彼らが「学会ファシズム」に守られているからに他ならない。それ

は、人為的温暖化論が「学会ファシズム」の下でのみ成立し得るものであり、真の科学とは相容れないこと

を示して余りある。
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しかし、如何に「学会ファシズム」が跳梁しようとも、社会の公器たるメディアが国民に真実を伝え、国民が指

弾するならば、「学会ファシズム」などはいとも簡単に粉砕されてしまうはずである。ところが、第１４節におい

て解説したとおり、国民に事実を伝えるべきメディアが「学会ファシズム」と一体化し、事実を隠しているので

ある。このことは、人為的温暖化論の背景がちっぽけな「学会ファシズム」ではなく、巨大なファシズムそのも

であることを示している。実際、気候学者自身がそれを認めていたのである。前東京大学総長の小宮山宏

は日経エコロミーにおいて「言おうと思えば何でも言えるんです。まるでゲリラ戦ですよ。でも、こういった議

論はもう打ち止めにしたい。私が代表を務めるＩＲ３Ｓという、大学研究機関をネットワークした組織で、懐疑

論に反論する本（地球温暖化懐疑論批判のこと）を５月（予定）に出版します。東北大の明日香壽川教授、

住明正教授が中心となって、きちんと反論しています」と豪語していた（全文はコチラを参照）が、その住明

正が次のように明言したのである。（但し、「地球温暖化懐疑論批判」の著者に住明正の名は見えない。陰

で参画していたのであろう。）

地球の温暖化問題が政治の表舞台に出てきた背景には、１９８８年の東西冷戦の終わりによって、世界が

新しい枠組みに入ったことが大きく影響していると思います。冷戦時代には東西対立という非常に大きな

外交的・政治的枠組みがあって、その中でみんな我慢をしていました。しかし、冷戦構造が終わると、その

枠組みの崩壊によって各国が勝手になりますから、それではいけないと考えたのではないでしょうか。何ら

かの意味でグローバルにいろいろな国を縛っていく新たな仕組みが必要になったのでは、と思います。そ

の点では、温暖化の問題はグローバルですし、しかもエネルギー問題にも強くリンクしていますので、各国

の行動に手を入れやすいのです。例えば、エネルギーの部分に少し規制を加えれば、経済も大きく変

わってきますから、全世界をコントロールしやすいと考えたのではないか、と推測しています。

（「異常気象と地球温暖化」より）

「グローバルにいろいろな国を縛っていく新たな仕組み」「全世界をコントロールしやすい」がファッショの論

理以外の何物でも無いことは説明するまでもあるまい。このことを理解すれば、小宮山宏が「まるでゲリラ戦

ですよ」と言い放った意味も自ずと明らかであろう。

このような人為的温暖化論が社会に広まることを、民主主義社会に生きる一市民として看過できない。した

がって、筆者は「地球温暖化懐疑論批判」に対する具体的な反論をとおして、人為的温暖化の虚構に関す

る情報発信を行うと同時に、地球温暖化問題の非科学性と反民主性に関する認識の喚起をうながしたいと

考えたものである。
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