
地球温暖化懐疑論批判:ガラスガラガラ: So-Letプログ

弊軸和ぎ　ブログをはじめる　E)ゲイン　弘一rlet検索ツールJt-をゲット!

ガラスガラガラ

PCはMac:カツは味噂カツ:猫はさばとら:そんなわたしの雑罷帳

ねこぽんもさん

カレンダー

<く三OiL:･きol.E! >>

8　月　火　水　本　金　土

1　2

3　　4　　5　　6　　7　　8　　9

10　11 12　13　14　15　16

17　18　19　20　21　22　23

24　25　26　27　28　29　30

31

☆

最薪監事一貫

･Irテ1.級

溶霧応接

密封と色彩

昏ヌキとキツネ

装う聾晋

カテゴリー

雑感(203)

鮫囲み憲しょ(26)

お書蒙なし凝善意rdtL(16)

MaC瀞及運鞄(12)

弼ttL Fa皆野圭も遼Thirt卵(14)

おみくじA GOG8(1)

小さいネ歩(28)

3代目の苛(20)

変われた土塊で一袋謎の記録(lS)

鰐市( 3)

歯列矯正(5)

率首マンション璃Å義(1)

甲tlこ亀手札1/3ペ~ジ

10声2%

何故言≠っない? ES350暴走とプリウス‥ l神童禁

漁埠温畷牝壌最爵故判£雑感3

プログトッナ

ちょっと前の記事ですが...

(h誌p.･/:'､.,,Jtp州.nikkei.⊂0.jp/'nel^JS/kaigai/20091023AT2M23OOX231.02009･htnlE)

肋働1凌掛るβ796働好
感触填皆でいる戯t勝lbSと象看る米断796 ｢巳14棚一右

1 4似るg下す蹴.穆或紺b軌肋でいること呑棚ピ
1-･ IJゲーテ･桝な2観た励鮭穿で如13た.

いやー▲もう､アメリカ人(の鈎半分43%) ､ほんまにアホですよね｡

さんざんCO2脚らしときながら､あまりの鈍岳さにあきれるやらなんやら｡

まあ､日本だとどれぐらいの訴査績黒になるか､気になりますが(アメリカよL)もましだとは患うけ

れど)｡

さて､この期に及んで日本でもC02による温硬化を否定する人間が何故かいますが､彼らは何の

ために否定してるんですかね｡

co2大排出国であるアメリカや中国から金もらって､というかそんなわけないだろうから､何のた

めにロビー活動してるのかが気になi)苦す｡

C02が赤外域の光を効率よく吸収する以上, C02が増えれば温暖化するのは当たり前｡

(水も赤外域の光を非常によ(吸収しますが､水の場合は､ C02とは状況が異なる｡評しくは
I

http ://wvnへr.OSakかkyoiku. ac.jp,,I-r⊂k/tohda. pdf馨席)

あまりにも単純過ぎる事実なのに,どういうメリットがあって菅定するんだろう○ 

自分がアホであることを周軍に触れ回っているだけなんだが. 

(しかも､その理屈ときたら漉茶苦茶で､これまで地球の気温はもつと変動してきた､とか.最大の 

同房は､急激な高温化によって今の人口と文明を維持できなくなるということなのに) 

で､ 

地球温噴他懐疑批判(I) 

hまpこ//WWH.阜r35.U-tokyo.a⊂.jp/scs-no 

全文読むことができます. 

ア木にあきれている人は是非お改みください^_^ 
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数年前から､

木星の環境コーナーには､

｢温境地はウソだ｣というような

本が並んでいます｡

人は他人から何かを

強制されるのはイヤなものです｡

また自分の生活を変えることにも

抵抗があります｡

世の中､エコエコやかましいなあと

患っている人は少なからずいるわけで､

そういう人たちにとってr棲草魚｣は

心地よく響くようです｡

とはいえ､

国襟的な枠組みのなかでは､

温唾牝による気候変動というのは

疑いのない事実として受け止められており､

新しい秩序づくりに向けて着々と

藩論が進みつつあります｡

棲疑論を訴える人はヒqAチリツタな印象で

インパクトがあり､為せ率がほしい

テレビなどは喜んで取LJ上げます｡

そうなると､

科学の世界では異靖である懐疑幹も､

多くの人の認知の上では定説となりかねません｡

もはやr変な人がなんか言ってるよ｣では

済まされないような状況｡

そんな状況に待ったをかけるべく､

科学者たちの反論が始まりました｡

これまでもポE]ポロとは出ていたのですが､

東京大学サステナビfJティ苧連携研究橡構OR8S)が､

代表的な懐疑論と､それに対する科学的な反論を

80ページにもわたるブックレットにまとめました｡

-:/∴∴∴/ .∴:_I:∴∴･~_'_I-A._ -　､
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分量は多いですが､

なかなか統みやすい本にまとまっています｡

pDFでもダウンロードできるので､

ぜひ読んでみてください｡

●IR3S/ⅥGS叢書No. 1 r地球温畷牝懐疑論批判J

(責京大学サステナビリティ学連携研究凄樺)
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婆この記執こ封するトラックバック一覧

【全体主義的音詩の時代一社会学的トリックスター分析- 】

8本の温壌牝利権の横国地球温暖化は､まさに地球規模の同意として､国際政治に

おいても､重要な月掛ナ引きの道具になっている｡そこで､日本の温唖化研究者や利権

関係者について､本音を探ってみようと患う｡中国の方からの大切なメッセージr地球

温壕他問題棲疑論へのコ

コメント

この記事に対するコメント一覧

Re.･無料D Lできる! T地球急啓牝億最批判,I

D Lさせていただいています｡

僕もなんとなく雰囲気で温硬化懐疑論を信じていくところでした(

科学者の反論をしっかりと学ばせていただきます｡

Re:無料DLTeきる汀地球温壕牝壌疑義批判J

おおさきさん､おはようございます｡

マスコミでは嶺韓い壌疑論も､

http: //www. econakoto. net/ecogroov/article/ 8 5 9
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正しい知抜を寄ることは必要なことです｡
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塵も積ればほこりと成る｢地球温暖化懐疑論批判｣を読んで喰る

塵も寄ればほこりと成る
他愛ない率に少し富んでいただけるなら幸いです｡
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:- r地球温暖化懐疑論批判｣を読んで鳴る
顔

2009-ll-28　　category :エコロジー

地球温曝牝開恩をrなんか胡散臭くね? jと批判する漁をr地球温壌化健疑漁Jと嘗うらしいが､

そんな噴泉静をさらに批判する本が,なんと無償公碗されている(リンク) ｡一通り読み終えたの

でその感想を｡すぼらしい内容でした｡

私自身の生活では､資源を無駄に偉いたくない単純な意図で､もったいない活動に頼り組んで

きたつもりB

その一方で､たとえば冷蔵庫のCMなんかでrもちろんエコ日とか言っているタレントと並ぶ冷

蔵庫がえらくでかいのを見ると､効率化とエネ)レギー鎗消費量の抑制とを愛国的にすり替えて

消費者をミスリードしている感じがあって､ CMだけじゃなく実はr地球豊壌化論j自体が胡散臭

いんじゃないの､と思うこともある｡

地球温覆比論に対し. rそんな大げさに考えなくても大丈夫だよJからrやばいやばいって青いな

がら一%iす考えてるんじゃないのあんた? jまで､温暖化はしない､あるいは心配しなくても良い

と主張する漁を地球温暖牝懐疑論と貰うらしいJ壊疑漁｣という音素は通常はr決めつけない

でなるJi(実証科学的に検討し善しょう｣という態度を示すのだけれど､この場合は簡単に言え

ばr温畷牝なんてウソだLjという意味で使われている｡

僕は基本的に世間がrooに間違いない日と言い出すとrそれ本当ですか? Jと疑うへそ曲がり

なので､地球温暖他論もちょっと疑っていた｡初心者向きの関連本を読んで(r環境滞層のウソj

池田清彦著リンク)､これはこれで胡散臭いもののーああやっぱ8)こういう主張もあるのだなと

患っていた.

で､ようやく今回紹介したかった本の誌になる｡幾つかの大学が共同で学際的研究を行なうサ

ステイナビリティ学連携研究を韓があって､そこからr地球温暖他懐疑批判｣という冊子が発

行された｡有り難いことにpdfとして無感公開されていて一社でも読める状態になっている｡

サステイナビリティ学遵港研究機構‡R3S/mGS轟審No.1地球温暖化懐疑論批判(リンク)

膨大な研究結果を使って.温壕叱濠草飴に対し丁寧に反証している,極めて学術色の尊い内

容で､むちゃくちゃに読みにくく.気象学門外漢の私には理解できない部分が多々あるのだけれ

ど､懐疑論に対しr何言ってもいいけど､わけわかんないこと言ってるときっちり反論するけん

ねjという気合いが溢れている.価値判断を極力押えてーあくまで科学的知見から論証しようと

する姿勢が私好みであって､魅了されてしまった｡

このpdfを読み終わった後にr環境問題のウソ｣の温壕牝の奉を読み直したら､とても薄っぺら

な論だったのだなと感じた｡著者の飽田清彦氏は読者をミスリードしようと愛国しているわけで

はないのだろうけれど､ rヒトは自分の信念を裏付ける証拠を見つけ出すJという心理学の本に

書いてあった文句を思い出してしまった｡

http: //ahnan. blog 1 9. fc2. comn)log-entryl 1 95.html 2010/Ol/I 1



r地球温暖化懐疑論批判jって言う冊子がでてます｡ -世話人日記

告=:己　挺賛

ようこそゲストさん

世話人日記

加_1 1.20

1/3ページ

甲は-り号砲

プログトップ　　記事一覧　　ログイン　　　無料ブログ開設

IlP2恥

[にょろにょろIr鴇棟孟鮭缶壌舞鶴桝jって言う優子がでてます｡きき

一義をお勧めします｡

いろいろと出されてるr温暖偲億最執ってのが,すJtてとは凱ヽませんがrDO陰募集Jとか

rフリー'エネルギーjとかと似たようなrニセ科学jに近いもん呑んだなってことがわか脚｡

私は研究者でもなんでもない無学なオヤジですから､学帝的な事はわからんのですが

ね･-｡

htb):IJvwj13S. LJ-tOkvo. ac. i軸o

この冊子について臓してもヽるこちらもお勧め｡

h他IJyw. yasuienv. netlCribcatSketk htm

ちょっと蕗がとびますけどr幸美仕分けjについての､こう育ったきちんとした解熟まないもん

でしょうかねえ｡　　　　　　　　　号

世を蚤がしているrス′ bン凍軌とかもr無駄で牲ないか? jって育ってる理由が身ヂあるん

ですよ●

拘われるのはマスコミの萎勢です｡

なぜ､草葉仕分けの盤上に上げられたかってことについては全納遭せずに

r二位じゃダメなんですか? Jなんて言う(そこだけ臥ヽたら) Jiカみたいなセリフぽっかり取り

上げてるんです｡

声ったもんですね｡

Perma伽k fコメント川ほラックバックtOH 09:40

コメントをさく

http://d. hatena. nejpnuckyvi)]agd2009 1 1 29/ 1 25945 5 209 20 10/Olj14



芯･e'shc'儲メ-'L=ユ棚ら憎靴棲綿にはこう答えよう!恥･織笠ペ~ジ

れない?という心配な状況です｡これが､ 『私たちの選択』から紹介したように､化石放射を使い鏡

けたい業界が魔線的に展開している温暖化否定一対隻懐疑論キャンペーンの影響なのかどう

か･･･?

これにも関適して､研究者の方から､エール大学がおこなった調査レポートを送っていただきまし

た｡ ｢効果的なコミュニケーションの第一歩は､相手を知ること｡アメリカ人と十把一掛ずに言うので

はなく､その関心や理解の度合いから8つに分けて考えることができるし､それが効果的｣という内

容のようです｡面白そうなので､またお伝えできればと患います(大きな翻訳が終わったので､やっ

とそういう時間がとれそうですり

そうそう､日本にも温暖化懐疑論がありますね｡そういう人や意見に出会って､苦労したこと､ありま

せんか? (私はときどきあります)

そんなときに､ rいろいろな懐疑漁に､きちんと対応し､批判し､艶明してくれる科学者がいてくれた

らなあ! ｣と思いますよね｡

そんな人たちへの科学者からの心を込めた贈り物があります｡

彊日本での｢温暖化懐疑姶｣とそれらへの批判･説明

温暖化に関する日本の科学者が､日本での懐疑論を取り上げ､きちんとデータを示しつつ､反論･

批判するペーパーを出してくれています｡何度か改訂を重ね､このたび､無料でダウンロードできる

書籍の形で刊行されました｡

zF13S/¶GS叢書No. 1　　　　　　　　　　　　　1

｢地球温暖化懐疑論批判｣

h　: wwl肌ir3S.u-ヒok o.ac.1 /sosho

著者:明日香藤川河宮衆知生高橋潔吉村練江守正多伊勢武史増田耕一野沢徽捕

村賢二　山本政-郎

人為起源の二酸化炭素排出を主な原因として観琢規模で気候が温暖化するという､いわゆる人為

的地琴温暖他説の常蕃性や地球温暖肘譲る襖薯を緩和するための対策の重要性に対し､懐疑

的あるいは否定的な見解をとる議論が日本国内でも存在している｡

社会からの信琴にその活動基盤を置く科学者コミュニティは､こうした現状を座視すべきではないと

考える｡したがって､本稿ではこれらの議論から主な論点を拾い上げ､一方的な､あるいは間違っ

た認識に基づくものに対して異体的な反論を行う｡体文rour missionJより)

pDFで無償でダウ元一ドで巷夢すので!ぜひどうぞ!

h : /www.ir3S.u-tok o.ac･ /sosho Lr'. -､

以下､冒頭からご紹介します｡

htQ)://ww･ es-inc.jp/lib/archives/091 1 30J 1 56 1 9.htmi

再30匂

2010/01/1 1



地球温暖化懐疑論批判一熟帯京都
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地球温暖化懐疑論批判【2009年1 2月04日(金)]
カテゴリアーカイブ
′臨(54)

r地球温暖化懐疑論批判｣を読んだ｡東北大

の明日香先生や国立環境研究所の江守先
生など1 0人の科学者(気候変動の専門家)が
これまで巷で売れていた地球温暖化懐疑論

を丁寧に科学的に論破している｡

http://wwwjr3S. u -

tokyo.ac.jp/pages/236/aH.pdf

I

ダウンロード可能
ち

内容は､その名の通り､懐疑論を批判するこ
となのだが､そもそも乱暴なデータ利用しか
していないrとんでも本｣に対して非情に丁寧
に対応しているので､頭が下がる｡そこまで
丁寧にやらなくったって､世間の多くの人は､

ちゃんと分かってると患いますよt Hと突っ込

みをいれたくなるほど丁寧だ｡

ところで､なぜこのような｢とんでも｣本が人気…
なのか｡いくつかの背景があると患う｡

1 ,ソーカル事件(知の欺嘱)も有名なように､

蒜世間にはアンチ主知主義が多く存在する｡ア
′こ富評)われL･%失い

Have L(こISt

′鳩山総
J　海内放送,

哲学(i9)
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メリカはとりわけその傾向が強いがくだからこJ‥丁,:;.ニー:"-こ∵ ･

そ､頭の悪そうなブッシュがバイブルベルト　J戯型
の支持を強く受けて当選する｡同様に小泉　て　.∴･_　･i)ます他2編一誉二二∴∴品串箪極重工表芸i薄革帯蒔) : ∴-:I-:･:-:霊1-･- ･

遮塵　　　　　　つまり､人間から非合理性を完全に排除す
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温畷化懐疑論者に負けないための応援サイト紹介! 咲 GREfNSTYLE

タリ　ンな･-)イフスタ･(ル情報サイト

GREENSTYLE
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甲は･IO圭紘

12向78

鑑鼠藍藍弼罷喜芝

盈覗塾
遊戯盈塾

2009.12.07

豊壌北嶺最弘者に負けないための広漠サイト頼介･.

温暖化懐疑論をぶつ人に出会って､へなっとなってしまった経鼓を持つ人々を応接する日本の科学者のサイ
トを環境ジャーナリスト枝鹿淳子さんのhviro-News No. 1725 (2009.1 1 30)メールから一部を引用して紹介

します

『日本にも温暖化懐疑論がありますね｡そういう人や意見に出会って､
苦労したこと､ありませんか? (私はときどきあります)
そんなときに､ rいろいろな億疑義に､きちんと対応し､批判し､説明してくれる科学者がいてくれたらなあり
と患いますよね｡　　　　　　　　　　　　　　　等

そんな人たちへの科学者からの心を込めた贈り物があります｡ 』

それはIR3SmGS叢事恥. 1 r地球温噴化懐疑論批判｣のこと｡

空寵競謡箭畿亀ン｡_化来ます｡

(枝鹿さんメールから)

『ゴアさんの『私たちの選択』に出てくる故ダニエル･モイニハン上院議鼻の言葉を胸に刻みましょう｡
r誰にでも自分の意見を持つ権抑まあるが､自分勝手な事実を持つ権利はない｣』

そうなんですよ､それそれ｡
そして更に引用が続きますが､科学者たちはこう言ってます｡

『社会からの信頼にその活動基盤を置く科学者コミュニティは､こうした現状を座視すべきではないと考え､
仲略卜方的な､あるいは間違った認証に基づくものに対して具体的な反論を行う｡ (本文rotumissionJよ
り)』

いいぞ-と言うことで

著者たち明日香香川河宮未知生高蒋潔吉村耗江守正多伊勢武史増田耕-野沢撤川村賢二
山本政一郎各氏が

『今なお人為的排出二酎ヒ炭素温暖化説の信頼性や温暖化間鳥の重要性に対して懐疑的あるいは否定的
な譲漁には､次のような特徴をもつものが多い｡ 』すなわち

http : //gremsb,lejp/archives/ 1 1 56 2010/01/1 I



温壕化懐疑論者に負けないための応援サイト紹介! 《 GREENSmE 2/5ページ

『◎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

◎多数の事例噸拠に基づいた議論に対して､少数の事例噸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､その意毒づけに無理がある)

◎不敵ヽさを含めた科学的理解が進んでいるにも顔わらず､不確かさを強調する

◎既存の知見を一方的に疑いながら､自分の立論の我拠に関しては同様な疑いを向けない

◎問烏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

◎温畷化対策に関する取り決めの内容などを理解していない

魯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､これまでの科学の香草を無視しており､しばしば独断的な竜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といと考える｡ 』よく言ってくれました｡

ということで36個の議論が載ってますがこれが面白い｡ぜひダウンロードを｡感想などくださいね｡
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