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 ［スマホ向け 前半 1/2：解説部分］ 

 

 映画「地球温暖化詐欺」は、英テレビのチャンネル 4 で、2007

年 3 月に放映されたドキュメンタリー・フイルム（DVD international

版）を基に、Wag TV England の許可を得て本の形で再現したものです。 

この映画は、英国議会の上院に、人為的地球温暖化説の科学的根拠を

調べる調査委員会が 2005 年に設立されたことを報じるところから始ま

るもので、気候変動に対する通説（CO2 による人為説）に対し批判的な

立場が貫かれております。日本では公開されていないと思いますが、今

ではインターネット上で見ることができます。しかしながら、この内容

を正確に理解することは結構専門的用語がつかわれたりしており少し難

解な映画といえます。とりわけ、18 名もの多くの方が登場します。こ

のリストを見ていただければわかりますが、ほとんどが大学や研究機関

の物理、地球、気候、生物、宇宙、などの専門家で、さらに政治、経済、

環境活動家なども加わった多彩な顔ぶれです。この方たちの証言が、沢

山のシーンの中に断片的に表れてきます。次々と現れるまったく疎遠の

人の顔、特に西洋人の顔を的確に認識して筋を理解していくことが難し

いのです。そこで人物の画像（顔）とともにセリフや語りを集めて静止

画に変換をしてみたところ、驚くほどの効果が得られることが分かりま

した。 

この映画のロジック、盛り込まれた内容密度が濃いこと、また人為的

地球温暖化説の問題点を網羅していることが分かりました。即ち、地球

の気候が二酸化炭素により左右されているという科学的証拠が不在であ

る一方、黒点で知られる太陽磁場活動とは一致。また、地球温暖化問題

の政治化がサッチャー時代に始まったこと、これが国連の「気候変動に

関する政府間パネル（IPCC）」に発展したこと、環境運動家との合流と
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弊害、政府助成金の増大、コンピュータによる気象予測とヒステリック

報道、IPCC の報告書の信憑性、アフリカの発展の阻害となっているこ

となどに言及しています。 

この映画が、広く世界に波紋を投げかけたということもうなずけます。

いかに学問が進み、スーパーコンピューターの性能が上がろうが、気候

変動などという多面的な因子の関与した事象が簡単に解明できるとはと

ても信じられません。地道な知識と知見の積み重ねで進歩が続くものと

思います。だから、賛成反対の議論はあって当然で歓迎すべきと思いま

す。ただし、それには議論の対象が正確に理解されていることが大前提

です。動画というのは、音楽と同じで、一瞬現れては次の瞬間消えてし

まいます。この本がこの問題の議論の進展に役立つものと思っています。 

この映画の一番の主眼点は、気候変動の原因が CO2 の温室効果よりは

太陽活動（太陽風あるいは太陽磁気活動）にあるといっているところだ

と思います。 

 

宇宙線の雲形成促進説と太陽（磁場）活動という言葉

の中身は映画の中でも説明がないので、少し補足しておきます。宇宙空

間は星の一生の最後に起こる超新星爆発を起源とする高エネルギーの宇

宙線（非常に高速で動いている水素やその他元素の原子核）で満たされ、

地球を含む太陽圏はこの襲撃にさらされています。地球への宇宙線の侵

入は太陽の磁場（太陽風）により防がれていますが、太陽活動が低下す

ると（黒点が少なくなると）地表に到達する宇宙線の量は増加します。

この宇宙線は地球の大気と衝突し二次宇宙線を生成し、この中の高エネ

ルギーのものが大気中の分子などに衝突して大量のイオンを発生させま

す。これが核となって雲の水滴へと成長し、雲量を増大させ太陽光を反

射させます（アルベド効果）。気温に対する雲量の変動効果は太陽の光の



4 

 

強さ自身の変動よりずっと大きいので、寒冷化させます。スベンスマル

クは 1990 年代にこの宇宙線の量と雲量に密接な関係のあることを見出

し、太陽活動―宇宙線―雲―気候説の確立へとつながってきました。 

 

横浜シンポジウム「気候変動原因は何か」： 私は、2014

年 3 月 31 日に横浜市開港記念会館で開かれた、この太陽活動をも含め

た広い観点から「気候変動の原因は何か」を議論しようというシンポジ

ウムを聴講する機会に恵まれました。デンマーク国立宇宙センター太陽･

気候研究センター所長のスベンスマルク氏の基調講演に加えて、室田武

氏（京大理学部・大阪大学経済学部卒、同志社大学経済学部教授、総合

司会）、桜井邦朋氏（神奈川大学名誉教授、元 NASA 上級研究員）、丸山

茂徳氏（東京工業大学生命研究所教授）、宮原ひろ子氏（武蔵野美術大学、

元東大宇宙線研究所特任助教）、戎崎俊一氏（理化学研究所戎崎計算宇宙

物理研究室）という太陽、宇宙などの研究の第一人者による宇宙気候学

の最先端情報が披露されました。そして、太陽活動を巡る研究は、英映

画ができた 7 年前から飛躍的に進んでいることを知りました。この概要

を示すと以下のとおりです。 

 

室田氏は、「気候変動とその要因の議論と歴史と問題提起」と題し、

19 世紀から今日に至る気候変動とそれを引き起こす要因・議論に関する

歴史的なサーベイを、太陽活動研究の推移、二酸化炭素説の浮上経緯、

低炭素社会の名による原発推進政治などについて示されました。ここで

は太陽活動の話の要点のみ紹介しますが、太陽の黒点は 1600 年ごろに

発見され、それ以来黒点の観測は今日まで続き、黒点の数が 11 年周期で

変動することや天候との関連がありそうということなどが議論されてき

たが、19 世紀までは科学的に明らかになることはありませんでした。し
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かし、1976 年に、アメリカの天文学者エディが、16‐7 世紀の寒冷期（マ

ウンダー極小期）の宇宙線の強さと気温を（木の年輪により）分析して、

太陽活動（黒点数）―宇宙線―気温の関係を明らかにして大きな進展が

ありました。しかしながら、この時点では宇宙線あるいは太陽活動によ

り気候変動がなぜ起きるかの因果関係は分かっていませんでした。これ

が明らかになってきたのは 1990 年代に入ってからで、これに火をつけ

たのがスベンスマルクですと述べています。 

 

太陽研究の第一人者である桜井氏は、「太陽活動から見た地球温暖化」

の題の講演の中かで、「…、太陽活動は 1960 年ごろに極大に達して以後

は停滞しており、2010 年頃には〝無黒点の時代”とよんでよいような太

陽活動の極端な衰退期にはいってしまっている。…こうした状況が今後

20 年、30 年と長期にわたって続くような事態が生じたら、地球環境は

温暖化どころか、寒冷化へと突き進んでしまうかもしれないのである。

このことと因果的に関わりがあるのかどうか不明だが、地球温暖化の傾

向は 1999 年以後、止まってしまっている。この結果は、地球全体にわ

たる二酸化炭素（CO2）の単調な増加傾向とは相いれないことが明らか

である。」（パリティ、Vol.27 No.06, 2012-06）と明快にご自身の見解を

述べられています。 

 

スベンスマルク氏の特別基調講演「天の川銀河と地球気候」は通訳

付きで行われ、宇宙線―雲形成―気候変動という仮説の検証がいかに進

められてきたかを詳細に説明されました。少し詳しく内容を紹介します

と、講演は、6500‐9500 年前のオマーンの洞窟の鍾乳石の調査データ

で得られた太陽活動（C14）と水温（O18）の関係、また過去千年の気

温と太陽活動（C14） の変動が一致するなどの過去のデータの検証から

始まり、太陽圏、宇宙線シャワー、太陽の 11 年周期と宇宙線強度および
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低層雲の相関の説明が行われました。宇宙線―雲のメカニズムについて

は雲の核になるエアロゾルの発生は CERN（欧州原子核研究機構）での

実験でも確認でき、さらに実際の大気中でも雲の核まで成長することが

示されました。これは、太陽コロナの自然実験から調べたもので、太陽

表面に強い爆発が起きると、これにより生じたプラズマ放射が宇宙線を

遮蔽（防御）するため、宇宙線強度は急低下して、数日遅れて雲の液状

水分が急低下することが観測されます。このことから、このような雲へ

の成長の仕組が実際に働いていることが分かったと話されています。 

続いて地球と生命体への影響についての話では、まずこの宇宙線―雲

形成の仕組が 21 世紀の温暖化にどのような関わりを持つかを、このモ

デルによる 21 世紀の気温推定行った結果を示されました。結果は従来

より気温上昇が小さく太陽活動によってはほとんど上昇しないところも

あると図示されました。 

さらに過去 5 億年前にさかのぼっての星間プロセス（超新星爆発）の

地球の生命体への影響についての話では、宇宙線侵入に対して太陽活動

は 10％影響するにすぎないが、超新星爆発などの星の形成は 100％と大

きいことを説明してから、散開星団分布から 5 億年の宇宙線の変化を調

べた結果、5 億年間の超新星活動と氷河の推移はよく一致し、超新星の

活動の極大期は寒冷期と一致することが分かった。また、過去 2 億年の

貝の化石から得た海水温度の推移と超新星活動の推移も一致する。 

さらに、生命体にとってなぜ寒冷期が重要かの話では、まず寒冷気候

は、極地と赤道間の温度差を大きくし、強風をもたらして海を撹拌して

栄養分を富ませることで生命体の発生を促す。海中の生物生産性の指標

である C13 の推移と超新星の推移もよく一致し、超新星活動の大きい寒

冷期には C13 の値も高く、生物生産性が大きかったことが分かる。この

結果が 46 億年の地球全体について言えるかの検討も、太陽の進化から

再現してみた。その結果は、太陽活動は 20 億年前近くと 10 億年前近く
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で極大を示すが、これは銀河星団の形成過程（銀河同士の衝突が宇宙線

の発生を促す）から説明でき、この極大の時期は氷河の発達が顕著で、

また生命体の発生も盛んである。これから、地球の気候と宇宙線は密接

に結びついていることが分かったと話されています。 

結論はつぎようにまとめています。①宇宙線に変動が起こるたびに気

候も変動していたことが分かった。②雲がカギを握っているようである。

③宇宙線の仕組については、実験でも観測でも確かめられた。④それに

はイオンとエアロゾルの形成が関与していた。⑤宇宙線と気候の関連性

に理解が深まってくると、地球上の生命体の変化にも理解が深まること

が分かった。 

 

東工大地球生命研究所の丸山氏は、「21 世紀の気候変動予測と国際政

治」の題で話されました。過去 200－1000 年の気温変動あるいは 6 億年

前に起きた全球凍結（地球が赤道まですべて氷におおわれる）の現象は

CO2 温暖化主因説では説明できず、宇宙線―雲効果が主因と考えられる

とこの説の支持を表明しています。さらに、温暖期から寒冷期への移行

時期には気温の低下よりも海水温の低下が遅れるために降水量が増え、

偏西風の蛇行も大きくなり異常気象の多発を招くことが詳しく説明され

ました。また、世界の人口予測と食糧問題については、2050 年に人口増

加のピークを迎えるので、この 30 年間をどう乗り越えるかが一番の課

題であるといわれました。もし寒冷期に入るようなことになれば食糧自

給が最大のテーマになるのは明らかです。温暖化の対策だけでなく、太

陽からの警告を率直に受け止めて寒冷化への準備・対策も考えておかね

ばならないと思います。 

 

宮原氏は、「太陽環境と地球の気候」の題で話されました。最新の研

究では、太陽の磁場構造の解明が進み、地球を守る太陽圏のスパイラル
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状の磁場の帯は、太陽活動活発の時は立体的で宇宙線が侵入しにくいが、

不活発になると平面的になり侵入しやすい。また、太陽に 11 年周期の極

大の時に太陽の磁極の反転が起こることを考慮すると 22 年周期が重要

であり、実際にマウンダー極小期の気温は 26－28 年周期（この寒冷期

の周期は 13－14 年に延びていた）で大量の宇宙線がおしよせていたこ

とも分かったそうです。 

 

戎崎氏は、「宇宙線・雲関係と気候変動」の題で講演され、宇宙線が

大気に衝突してできた雲の核（エアロゾル）が雲にまで成長する過程に

ついての厳密な検証結果を示されました。海洋上の対流層についてのエ

アロゾル密度のローゼンフェルトらの研究、また大西洋を四つの領域（海

上清浄域、煙域、ダスト域、汚染域）に分けて海上の低層雲のエアロゾ

ルの解析を行ったカウフマンらの研究をもとに論議を進めるとともに、

小氷期の寒冷化や最近の温暖化の温度変化は、銀河宇宙線強度が太陽風

の強さの変動により数十パーセント変動し、海洋における硫酸エアロゾ

ルの数密度が 10％程度変動（スベンスマルク効果で期待される変動量）

したことで説明できることなどが報告されました。これらのことから、

スベンスマルク効果は現在の地球で気候変動の重要な要素として働いて

いると結論されています。 

 

結局、人類の歴史という時間スケールの中では、地球の気候変動の鍵

を握っているのが太陽磁場活動であることはますます確かさを増してき

ておりまぎれもない事実になりつつあると思います。そして、これは先

の英映画の主張とよく整合しています。 

 

直近の太陽活動の異変：ところで、今、専門家が注目する一
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番ホットな問題はこの太陽活動の指標となる黒点出現の周期が通常の

11 年から 12.7 年に延びたことです。2007 年中ごろに終わるはずのサイ

クル 23 が 2008 年 12 月までずれ込みました。専門家は、この周期のず

れ込みが 17 世紀に起きたマウンダー極小期の始まりと同じであること

から、寒冷化の可能性があり、この次のサイクルの動向が極めて重要で

あるとも言っています。この太陽活動周期の乱れは実に 200 年ぶりのこ

とだそうです。宮原ひろ子氏は一昨年出された本の中で「2007 年の春に

開催された学会で、ひょっとするとひょっとするかもしれないなどと笑

いながら話していたのが、2008 年の春の学会ではみんなの表情が一変し

ていた記憶があります。」（「地球の変動はどこまで宇宙で解明できるか」

化学同人、2014）と書かれていますが、これも直近の太陽活動の異変の

重大性をよく伝えていると思います。 

プラズマ・核融合学会誌の 2014 年 2 月号は「宇宙気候学小特集」を

掲載しています。「宇宙気候学」は、我々の生存環境が実際に宇宙から様々

な影響を受けていることを科学的に探る新しい学問領域であるとの記述

から始まり、現状と課題、太陽活動と地球環境変動、大気電気学、宇宙

線による微粒子形成に分けて 7 本の論文で構成されています。この終わ

りの将来展望の中で、「宇宙気候学が重要となるもう一つの理由は、現在

の太陽活動の特異性にある。現在の太陽活動周期（サイクル 24）の黒点

活動は過去数十年間で最低になる可能性が高い。それゆえ、太陽活動は

20 世紀後半の非常に活発なフェーズ（大極大期）から静穏なフェーズへ

移行しつつあるのではないかと多くの研究者が考えている。もしそうで

あるならば、我々は、これから太陽活動の長期的変化が地球環境にどの

ような影響を与えるかを精密に測定できる貴重な機会を得ることになる。

それ故、今後数十年に渡って太陽活動と地球気候の変動を注意深く観測

し続ける必要がある。」と学会としての見解が明瞭に述べられていること

は注目に値すると思います。 
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日米韓の学校理科教科書の比較：ところで、温暖化論争が

学校理科教育にどのような影響を与えているかについて、東京大学大学

院教育学研究科の鄭 允貞氏が日韓米の教科書の比較研究を行っていま

す（同紀要 第 50 巻、2010）。詳しく分析されているのですが、さわり

だけを紹介すると、韓国と日本の教科書は、温暖化の原因について人為

的な面を中心に説明しているが、両者とも自然的な現象であるという側

面には言及していない。韓国のみが、地球温暖化の結果、気象異変や海

水面の上昇、生態系変化の発生していることまで詳述している。米国は、

日本や韓国に比べて地球温暖化に関連した内容は極めて少なかった。理

由は、地球温暖化と関連した科学的事実はまだ議論の余地があり、その

影響と解決策などは科学教科書で扱うほどの性格でないという判断のた

めとみられると、三か国間の違いを述べられています。 

また、全体として見たとき、科学教科では温暖化の起きる原因とその

過程までだけを扱う場合が多いが、その理由は、「地球温暖化現象につい

て現在まで科学的に検証され、多くの専門家たちが合意した事実は、温

室効果気体による温室効果が発生するという事実だけであるためであ

る。」換言すれば、「地球温暖化が人間活動によって発生したかどうかや、

地球温暖化の結果、地球や人類にいかなる被害が発生するかなどについ

ては暫定的に予測した結果であって、科学的に検証されたということは

難しいということである。」と“科学的事実”と“予測結果”の違いを明

瞭に指摘しています 

昨今の報道は人為的地球温暖化説一色で、その内容も予測結果が圧倒

的に多いと思います。CO2 温暖化説を根拠とした机上の計算を 100 年先

まで外挿して得られた推論にすぎないものを、議論の余地のない科学的

事実とみなして、国を挙げて CO2 の削減の実行動をすすめている姿ばか
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りが報道されています。科学的事実の探求に没頭している研究者の中に

は人為的温暖化説に反対の方々も大勢おられるのでしょうが、その声は

ほとんど聞えてきません。本当に無視してよいのでしょうか。 

 

新聞の報道の切抜き：私がとっている日刊の全国紙（M 紙）

が地球温暖化問題をどのように報じているかを知りたくて関連のニュー

ス記事の切抜きを 2014 年 3 月ごろから始め、2016 年 8 月までの２年５

ヵ月間ほどの間で 61 枚の記事スクラップが集まりました。取りこぼし

もあったでしょうし全く厳密ではないのですが、傾向をつかむのは差支

えないと思います。 

大ざっぱに分類してみると、COP21（国連気候変動枠組条約第 21 回

締結国会議）などの世界の動きを報道するもの 28 件、日本政府の動き

が 13 件、CO2 排出量や気温、異常気象などの報道 19 件、石炭火力など

のエネルギー関連 8 件、社説や分析・解説記事 8 件、啓蒙記事その他 7

件でした。これらの記事内容は、一言でいえば、国連の COP を頂点と

する CO2 削減の枠組みへの対応を頂点とした図にきれいに収斂します。

そしてすべての記事が、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)が提唱す

る「このままいくと今世紀末には平均気温が 4℃も上昇し大変なことに

なる」との予測を前提にしています。社説でも、対策を早急に実行する

ことが“世界に貢献することであり”“G7 の責任である”ということば

かりに終始しています。念のいったことだと思いますが、くらしナビ・

科学欄には「温暖化予測日本人が貢献―IPCC ノーベル平和賞受賞後押

し」と 1960 年代からのコンピュータ・プログラム開発の系譜の紹介記

事も誇らしげに掲載しています。確かにこれは一つの業績であるのは間

違いないのですが、あくまでも一つの予測（手法）にすぎません。 

結局、これらの記事全部が、科学的事実の根拠の検証抜きにして IPCC
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の説をそのまま受け入れるところから始まっています。いわば IPCC の

広報室の発表記事と見間違うほどです。しかしながら、ここで紹介した

太陽－宇宙線－雲－気候説あるいは直近の太陽活動の異常など、近い将

来の地球の気候に重大な影響があるかもしれない事象などについては一

つも報道されていませんでした。国連の会議も大事でしょうが、実生活

に直結する可能性の強い観測事実などもこれに劣らず大切で広く知らさ

れるべきものではないでしょうか。 

 

異常気象の映像：テレビ報道をみても、一例をあげますと NHK

スペシャル（2016 年 9 月 4 日 BS 放送）の MEGA CRISIS 巨大危機 第

1 週「異常気象との闘い」では、最近の台風の大型化や発生数の増大、

局地的な豪雨などの異常気象の原因が温暖化による海水温度の上昇によ

るもので、このままいけば温暖化はさらに進行し、今世紀末には平均気

温が 4℃、都市では 40℃を超えて生活できなくなるなどとショッキング

な映像をバックに報じております。このような番組は過去にも再三見た

記憶があります。でもこれはホントでしょうか。信じてよいのでしょう

か。 

ここで紹介する英国の BBC で 2007 年に放送された映画では、ご覧の

とおりで、“嘘だ”という合唱で片づけられています。横浜シンポジュウ

ムでも、スベンスマルク氏は講演の中で「寒冷気候は、極地と赤道間の

温度差を大きくし、強風をもたらして海を撹拌して栄養分を富ませるこ

とで生命体の発生を促す」と異常気象は寒冷気候の現象だと話していま

す。 

続く講演での丸山氏は、講演要旨の中で次のように書いています。 

「過去 100 年間続いた温暖化のために海洋表層に蓄えられた潜熱層（高

温）が、最近の冷却（寒冷化）の開始によって冷えた海洋表層（数十メ
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ートル）と入れ替わり、一方では、寒冷化した大気との温度差が増大す

ることによって水蒸気量が増加し、故に雲量が増え、降水（雪）量が増

加すると予測される。一方で、気温のピーク（西暦 2000 年ごろ）が過

ぎ低温化し始めたが、湿度のピークはまだ到達せず、今後到来すること

になる。湿度のピークに達するまでは、太平洋の表層の高温海水は、一

方通行で北極海に流れ込み、北大西洋へ抜ける。その為に、北極海の氷

床は夏場（9 月）に薄くなる。一方、南極の氷床は拡大し、南極大陸の

周辺部で活発に海洋へ崩落するだろう。偏西風の蛇行は、固定された観

測点から見ると、夏はより暑く、冬はより寒くなる地域性を助長するこ

とになる。これは江戸時代後期のマウンダー小氷期の気候の記録にも顕

著に残されている。」 

 この最後の記述に挙げられたマウンダー小氷期の記録については、講

演スライドでは、ワイオミング州フレモント氷河高原での酸素同位体分

析による気温の変動幅の推移で説明されました。温暖期では気温の振れ

幅（酸素同位体比のぶれ）は小さいのですが、1600 年代の小氷河期にな

ると急激に振れ幅は数倍に大きくなり、1800 年代の温暖期まで続き、そ

の後はまた気温の振れはもとのように小さくなります。このことから小

氷河期の寒冷化時代は、異常気象（夏はより暑く、冬はより寒く、降雨・

降雪量の増大）が多発していたことが裏付けられていることが分かりま

した。 

 テレビ報道の異常気象が将来の温暖化の加速とどのような因果関係で

つながるのかの説明はなく、何とも言えないのですが、少なくとも異常

気象が温暖化の進行だけてなく、寒冷化への転向でも起きると予測され

ることが分かりました。映像での報道が大衆の感情に与える影響の大き

さを考えると、これまでのような一方的に CO2 温暖化説のみに基づく番

組制作でよいのか大変心配です。 
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 月刊総合雑誌：私は、数年前 IPCC 第 5 次報告書が出るころの岩

波書店の月刊誌「世界」に載った地球温暖化関連の掲載論文が IPCC擁護

べったりのもので、その気候変動原因が CO2 人為説に反対の立場の人を

懐疑論者として切り捨てるところから始まることに大変驚きました。こ

の月刊誌は権威を恐れず、優れた政治経済の論評が掲載されていると大

切に読んできたのですが、科学に関しては全く目が届いていないのでは

ないかとたいへん落胆しました。一時は購読をやめようかと思ったほど

です。編集長宛てに私の疑問を書いて、生まれて初めてでたった一度の

経験ですが、資料と一緒に送った記憶があります。当然返事はありませ

ん。そしてその後も同じ趣旨の論文、特集が続いています。 

 その後、私は、地球温暖化防止の推進に日本の経済学者の第一人者の

一人である宇沢弘文氏が大きな役割を果たしてきたことを知りました。

元岩波書店社長の大塚信一氏は、「宇沢弘文のメッセージ」（集英社新書、

2015年）の中で、アメリカのみならず、1991年以降はスウェーデンの研

究所で研究をつづけ、数々の国際会議の中で提言・活躍されてきた様子

を紹介されています。宇沢さんは、内橋克人氏との対談（「始まっている

未来－新しい経済学は可能か」岩波書店、2009年）で、炭素税導入の話

の中で「私の提案が、特にヨーロッパや発展途上国諸国の経済学者たち

の間で、圧倒的な支持を得て、それを基本に国際会議開催の機運が起こ

り、京都会議（1997年）につながっていくのです」とご自身の口から語

られています。日本のみならず世界のリーダーとして活躍されてきた姿

がうかがえます。 

しかし、宇沢氏の発言の中に引っ掛かるものがあります。それは、「地

球温暖化を考える」（岩波新書、1995 年）の中で、宇沢さんは「いま世

界で最先端に立って研究をされているのが真鍋淑郎博士です。…巨大コ

ンピュータを駆使して・・・大気温度の変化についてくわしく分析する
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ものです。」と紹介し、つづいて、「IPCCの報告もじつは、真鍋博士の研

究が最も重要な根拠のひとつとなっているのです。」と書かかれています。

この真鍋氏のコンピュータ解析に対しては大気の物理学の法則を無視し

ているなどの反論（槌田敦「CO2 温暖化説は間違っている」2006 年、ほ

たる出版）があること、さらに、前述のように、これはあくまでも予測

であることを考え合わせると、IPCCあるいは COP21などの国連の動きの

基盤そのものに対する疑問を感じざるをえません。 

室田武氏は、宇沢さんが亡くなった翌年に出た現代思想増刊号「総特

集宇沢弘文」（2015 年 3 月）の寄稿文の中で、次のように書かれていま

す。宇沢先生は 1980 年頃から地球温暖化を意識し始め、1992 年の国連

のリオ宣言に応えるべく二酸化炭素地球温暖化論を強調する著作を刊行

してきました。しかし、地球温暖化といった問題を正確にとらえるのは

容易ではなく、「リオ宣言（1992 年）以降の気候変動の議論が、科学的

根拠のあいまいな温暖化政治になってしまい、宇沢先生もこれに完全に

巻き込まれてしまった、というのが私の印象である。」と書かれています。

さらに、室田氏は、数理経済学の巨人で、正義感の強い宇沢先生が、数々

の業績のかたわらで、「社会的共通資本の一部と考えた大気について、二

酸化炭素による温暖化の脅威の到来という単純な思い込みに囚われてし

まった」ことが悔やまれると結んでおります。 

初めに述べた「世界」に掲載された温暖化の記事が IPCC 説に立脚し

たものである理由も、岩波書店と宇沢さんとの結びつきが強かったこと、

宇沢さんの二酸化炭素説に対する思い込みが強かったことを考え合わせ

ると、なぜこんなことになっているのか分かったように思います。 

 

新聞、テレビ、雑誌のどの分野を見ても IPCC の「今世紀末に 4℃ぐ

らい気温が高くなる」というご宣託をベースに展開されています。そし

て、この元は、もしかすると日本人研究者の関与が大きかったかもしれ
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ないことがうかがわれます。深井有氏は、気候変動を脅威と考えるある

いは人為的温暖化説を信じる人の割合は日本が飛びぬけて高いことを指

摘していますが（「地球はもう温暖化していない」平凡社 2015 年）、こ

の日本の世論の際立った動きも上述のような背景が影響しているのかも

しれません。IPCC 参加研究者数は第 4 次（2007 年）から第 5 次（2014

年）で半減していること、また人為説に反対の科学者も米国などには大

勢いることを横浜シンポジュウムで知りました。海外では IPCC への信

頼性が減って変化の兆しが見えるのに、日本での現状は、太陽活動―宇

宙線―雲―気候説はまさに＂四面楚歌“の状態に立たされたままである

ことです。科学は、政治経済により歪められていると云えるのではない

かと思います。 

 

寅彦・漱石の言葉そしてブリューゲルの絵：物理学者

の寺田寅彦が亡くなって 80 年の余がたちますが、昭和 10 年の随筆「自

由画稿」（中央公論）の中で“政治と経済”について次のように書いてい

ます。少し長いのですが温暖化論争を考えるうえでも参考になると思い

引用しておきます。 

「政治経済といったようなものがいつのまにか科学の応用としての工

業産業と離れて分化するような傾向を取ってきた。科学的な知識などは

一つも持ち合わせていなくても大政治家大法律家になれるし、大臣局長

にも代議士にもなりうるというような時代が到達した。科学的な仕事は

技師技手に任せておけばよいというようなことになったのである。そう

してそれらの技術官は一国の政治の本筋に対して主動的に参与すること

はほとんどなくて。多くの場合には技術にうとく理解のない政治家的な

いしは政治屋的為政者の命令のもとに単に受動的にはたらく『機関』と

しての存在を享受しているだけである、と言ってもあまりはなはだしい
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過言とは思われない状態である。」さらに、「科学に関する理解のはなは

だ薄い上長官からかなり無理な注文が出ても、技師技手は、それはでき

ないなどということはできない地位におかれている。それでできないも

のをでかそうとすれば何かしら無理をするとかごまかすとかするよりほ

かに道はない、・・」と続いています。日常の出来事を見聞していると、

この状況は現代でも全く変わっておらず、同じことが繰り返されている

ことが分かります。ここでは、寺田寅彦は“科学”が全く受動的に“非

科学”の奴僕（ぬぼく）になっていることに対して強い警句を残してい

ます。 

寺田寅彦は、熊本高等学校（明治 30 年頃）のときにここに赴任して

きていた夏目漱石先生に俳句の教えを乞い、以来師弟関係は一生つづく

こととなります（俳号：冬彦）。漱石は寅彦に俳句を教え、寅彦はまた漱

石を自分の研究室の地下実験室で「光圧の測定」を見せたりしたそうで

す。漱石は科学についても深い理解を示していたと書いています。昭和

7 年の随筆「夏目漱石先生の追憶」（俳句講座）の中で、寺田寅彦は「先

生からはいろいろのものを教えられた。俳句の技巧を教わったというだ

けではなくて、自然の美しさを自分自身の目で発見することを教わった。

同じようにまた、人間の心の中の真なるものと偽なるものを見分け、そ

して真なるものを愛し偽なるものを憎むべきことを教えられた。」とかい

ています。 

現代の利や名誉の追及に明け暮れる風潮の社会の中では、とりわけこ

の寺田寅彦の“非科学の奴僕になるな”という言葉と、夏目漱石の“真

なるものを愛し偽なるものを憎む”という二つの言葉は忘れてならない

珠玉の言葉として輝いているようにおもいます。 

ところで、16 世紀のフランドルの画家ピーター・ブリューゲルの絵に

「盲人の寓話」というのがあります。盲人の貧者の群れを盲人のガイド

が案内して崖を行くという恐ろしい絵です。今の世の中、いやいつの世
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でも変わらないのでしょうが、人類は真なるものを求めて集団で漂泊し

ているように思います。迷える大衆を導くのが政治・経済などの社会の

リーダーであり、報道機関の役割でもあると思います。真と偽のいりま

じる混沌とした今の世の中を的確に導くガイドの資質が問われて当然と

思います。温暖化論争にしても、ガイドとなるべき人がもし本当に科学

的知識が欠如し科学的判断ができないとすればそれはブリューゲルの世

界になりますし、もし知っていながら盲人のふりをしているのならそれ

はまさに英映画のタイトルにもある“詐欺”になります。いずれにして

も、マスコミも含めて社会のリーダーの果たす役割は極めて重いことが

分かります。 

人間は、人間である以上判断ミスを犯すことは免れないと思います。

しかしながらこれを恐れていては前へ進めません。間違いを間違いと認

めること、即ち反省のできる社会であることが求められるのではないで

しょうか。私は、理性に基づく反省の大切さを、「啓蒙の弁証法」（ホル

クハイマー、アドルノ著、岩波文庫）から学びました。第二次大戦のナ

チスの反ユダヤ主義の狂乱の反省から生まれたもので、理性の生命であ

る反省作用の大切さが語られています。私の考えでは、反省の欠落した

（出来なくなった）社会ではその文明は崩壊することを免れないと思い

ます。福島の原発事故以来、原子力の巨大エネルギーの魅力にとりつか

れた人類が、人間の手で作りだした物によって人間自身が支配されてき

ているさまが明らかになりつつあります。同様に、一介の計算機にすぎ

ないコンピュータが人間の心まで支配する世の中になってきているよう

に思います。科学に対する正しい理解と人間性をそなえた現代の寺田寅

彦の出現がのぞまれます。 

 

おわりに：スベンスマルクの理論を紹介した本（「不機嫌な太陽」



19 

 

恒星社厚生閣）が日本で出版されたのは 2010 年ですが、私もまた、新

聞の書評欄で知ってこれを読むまでは、CO2 地球温暖化説に全く疑問を

持っていませんでした。宇宙線のことはもちろん太陽活動、銀河系構造

もろくろく知らなかった者にとっては読みやすいものではなかったので

すが、再三読み返して得られたその内容はこれまでの考えを一転させる

素晴らしいものでした。「地球の表面近くまで侵入してきた宇宙線が大気

と衝突して雲の核を作り雲を形成し、雲が太陽光を遮ることで地球が冷

却する」という星から雲、雲から気候というメカニズムの斬新さに驚く

と同時に、この理論が地質学、海洋学、考古学等の広い範囲の研究の進

展と呼応・補完し合って数十億年前からの地球の歴史を、生命の誕生か

ら人類の発生まで含めて合理的に説明できることに驚嘆しました。地下

からボーリング採取された試料に刻まれた宇宙線の信号から、数十億年

の気候の変動・歴史が紐解かれていくさまはまさに夢のようです。 

まず、過去数千年の近過去では、宇宙空間から来る高エネルギー宇宙

線の量はほぼ一定とみなせるので太陽活動の変動のみに影響されると見

てよい。このため、太陽黒点のほぼ 11 年周期の変動や、1700 年ごろの

小氷河期のような長期間の不活発化といった太陽活動の不規則な変動に

より気候が左右されると考えられます。一方、宇宙的なスケールからは、

現在の太陽（地球）は渦巻き状の天の川銀河の周りの数本の明るく輝く

腕と腕の間の暗いところを通過していますが、約一億数千万年の周期で

それぞれの腕と交差すると考えられています。このため、明るく超新星

爆発などによるミューオン（高エネルギー宇宙線）の多い腕の中を通っ

ているときは地球に届く宇宙線が著しく増大し、寒冷化を招きます。地

質学者らは地球全体が氷で覆われる全球凍結が 7 億 5000 万年―5 億

8000 万年前の間に３回、24－22 億年前の間に２回生じていることを見

出していますが、これらは銀河同士の衝突などによるスターバーストが

あったためと考えられているそうです。自然のダイナミックな変動は想
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像を絶するものがあることを知りました。 

私は、これまで地球（あるいは太陽）が宇宙空間のどの場所を通過し

ているかなど知らなかったし、全く気にもかけていませんでした。しか

し、スベンスマルク説の発見のおかげで、現在の地球が、たまたま温暖

な気候をもたらすところにあることが幸いして、平穏に暮らすことが出

来ていることに気が付きました。同時に、地球の気候は宇宙から切り離

して考えることは出来ないし、横浜シンポジュウムの中でも語られてい

るように、これからは宇宙気候という一回りも二回りも大きな枠の中で

考えていかなければいけないことが分かりました。“権威を排し、事実に

照合しての考察”という科学の基本精神に常に立ち返ることが進歩につ

ながるのだと思います。 

英映画の中で、英国上院の人為的地球温暖化の科学的根拠の調査委員

会を主導したローソン卿は、「私が驚いたのは、科学がいかに弱く、不確

かなものであったかということでした」と語っています。非科学が科学

を奴僕にすることは許されないのは当然ですが、科学自身がもっと襟を

正して毅然とした態度を示せば、非科学、即ち政治経済などの社会のひ

ずみの是正にもつながると思います。ローソン卿の云うような“弱く”、

“不確か”な科学から、強く、確かなものと言われるようにしていかな

いといけないのではないでしょうか。 

（増尾誠） 

 


