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に、自民党は特例公債法案通過を人質に、

民主党のマニフェストはがしを露骨に仕掛けて

いる。民主党のマニフェスト不履行も問題であ
るが、国民が支持した政策を否定する動きはや
がて自民党不支持者を増やすことを自民党は覚
悟すべきである。
福島県民が原発事故によって故郷を追われ
た原因は自民党政権下の原発推進政策である。
このことを国民は忘れないし、仮に自民党が政
権に返り咲いても原発推進派議員には国民は

NOを突きつけるであろう。原発推進の自民党
は原発を減らすと言いながら、原発維持および
新型炉を開発することは容易に想像できる。

7 月27日に衆議院厚生労働委員会で
「放射線
の健康への影響」
について参考人として説明し
た東京大学アイソトープ総合センター長の児玉
達彦氏の福島県民の声を代弁する
「７万人が自
宅を離れて彷徨っているときに国会は何をやっ
ているんですか」
という強い抗議の訴えは原子
力政策に楔を打つ歴史的な演説であると思われ
る。
子どもたちの未来の希望の芽を摘んでいるこ
とを原発推進派国会議員は省みるべきである。
誰も悲しすぎる実体を口にするのは憚れるが、
福島原発事故の周辺地域はすでにチェルノブイ
リと同等の放射能汚染をしていて、浪江町民は

エネルギー・シフトの前に
﹁地球温暖化説﹂
を考える

国

会では菅政権の切り札がなくなったため

ないくらい被害は甚大であることは周知の事実

に関しての知識も知恵も証拠も方法論も持ち合わせていない

・
「クライメートゲート事件」
とは何か ?

であり、そのために原子力損害賠償法を作って

（筆者も現在は地球温暖化
ので、科学論争をする気はまったくない。

・
「地球温暖化は人類にとって深刻な問題である」
と認識してい

最終的に国が補償することにしてきた。

の時期ではあることは認識している。
）
筆者が懸念していることは、
「原

原発の危険性を訴える科学者は冷遇され、危

発の安全神話」
というマインド・コントロールが国民にかけられ

機管理能力がない者を原子力安全保安院の長

てきたという同じ構図で
「地球温暖化神話」
が信じこまされて

に据え、想定外の被害は起こりえないと想定し

いないかということである。

てきた。近い将来に日本が原発を放棄せざるを

日本のエネルギー・シフトを考える上でも、いずれ世界中で

得ないのは当然の帰結である。ただ国民がその

問題になる食糧危機を考える上でも、
「地球温暖化説」
を前提

ことを十分認知するだけの情報が政府や電力会

とした建築規制を考える上でも、大変重要な課題であると認

社から提供されてなかった。マスコミ自身によ

識しているがいかがであろうか。

神話」
創ってきた原発関連法規、原発関連部署

てほしい。

・森林は CO2 を吸収しているか ?

の責務と権限、人事、予算配分、広報、公聴会、

・地球温暖化はどのようなことがきっかけで調査されることに

・山火事の頻度と面積、樹木の樹齢とCO2 の吸収排出量の関

原発立地交付金、チェルノブイリ事故とスリー

係は ?

なったか ?

マイル島事故の検証と改善策、原発事故隠し、

・地球温暖化はどの科学者またはどの機関が決めているか ?

・
「地球温暖化説」
に疑問を持っている国会議員は何人いるか ?

被曝作業員の保護（原発労働者の使い捨て）、緊急避

・地球温暖化の定義はどのようなものか ?

・
「地球温暖化説」
の疑問について報道したマスコミはあるか ?

難処置などについて、いかに原発推進のための

・
「地球温暖化説」
によって得するのは誰か ?

・
「地球温暖化説」
に関する日本人の意識調査はあるか ?

制度や仕組みだったか明らかになるであろう。

・
「地球温暖化説」
を主張する機関、研究者、ジャーナリストの

・京都議定書の遵守によって削減されるCO2 の量は CO2 総量

最も原発推進に説得力を持たせていた理由
のひとつは
「地球温暖化説」
であることを、政治
家を含め多くの日本国民はまだ気づいていない。
「地獄への道は善意で敷き詰められている（The
road to hell is paved with good intentions）
」という格 言

は広く日本社会を覆っている。それを気づかせ
るのがジャーナリズムの役割であるが、日本の

の何％か ?

所属、収入源、背景はどうか ?
・
「地球温暖化説」
を支持している科学者は世界と日本国内にど

下げることになるか ?

・
「地球温暖化説」
の真偽についてそれぞれの国民の認識はど

るが汚染の深刻さを認識している住民にはその

るか、下記の設問の答えを見つける作業の中で

ような詭弁は通用しない。

見えてくるのではないだろうか。

江原幸壱
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国民一人一人が自分の頭で考え、地球温暖化
について正しい認識を持つことは、原発を放棄
し、正しいエネルギー・シフトを決定する上で必
要なことである。人柄や風評でエネルギーの選
択を行うのは愚かなことである。
筆者は科学者ではないので、気象や地球科学

建築と政治

2011年9月号 no.1187

用はいくらか ?

・ウィキペディアの
「地球温暖化説」
に対するスタンスは客観的

・温暖化対策によって、どのような建築規制があるか ?

かどうか ?

・温暖化対策による建築規制によって建設産業構造の変化は
あるか ?
・地球は寒冷化していないか ?

背景・構成員・資金調達はどうなっているか ?

地球温暖化はなぜ
「地球温暖化説」
と言われ

・温室効果ガスの排出権取引によって得するのは誰か ?
・日本政府および民間企業で地球温暖化対策にかけている費

のように変化しているか ?

象はその一例である。

染すれば帰れるような素人以下の発言をしてい

・日本が排出するCO2 は世界の何％か ? 地球全体の温度を何度

のくらいいるか ?

野豪志原発事故担当大臣は警戒区域内でも除

るが、原発事故は民間保険会社では保険が組め

は事実か ?

・地球温暖化と太陽活動の関係はあるか ?

・IPCC（気候変動に関する政府間パネル）はどのような組織か ?目的・

事故や地震保険は再保険を含めて保険が組め

・海水面の上昇、氷河の後退、南極の氷の溶解、北極熊の絶滅

地球温暖化について下記の設問の答えを探して正しく理解し

福島原発事故の検証作業の課程で、
「安全

逐されてしまっている。福島原発事故に至る現

招くことはわかりつつも推進してきた。航空機

する
「不都合な真実」
は事実か ?

・CO2 の増加によって気温は上昇しているか ?

る言論統制も功を奏した。

故郷に帰れないと言う覚悟決めた人も多い。細

為的攻撃によって現在起きている悲惨な状況を

即しているか ?

・
「地球温暖化」
は CO2 の増加が原因か ?

・地球温暖化に関する取り決めはどの機関が担っているか ?

全神話」
を創り上げ、原発が自然災害または人

・気温変化のコンピューター・シミュレーションは観測事実に
・ノーベル平和賞を受賞したアル・ゴア元米国副大統領の主張

ジャーナリズムはメジャーのメディアからは駆

これまで原発政策は国家ぐるみで
「原発の安

るのはそれぞれの国でどのくらいいるか ? 推移はどうか ?

・IPCC に参加している日本の構成員は誰か ? 所属・経歴はど

・地球寒冷化による不利益は何か ?
・地球温暖化と地球寒冷化とどちらが人類にとって深刻な問題

うか ?

か?

・地球規模の気象観測はどのようにされるか ? 観測の方法と

・
「地球温暖化説」
と原発は関係あるか ?

手段は ?
・気象観測の精度は ? 誰によって、どの場所で、どの精度で行

・化石燃料は枯渇しているか ?

われているか ?
・異常気象、台風の発生回数、ヒートアイランド現象と地球温
暖化は関連するか ?

・化石燃料を使わなくても現在の生活は成り立つか ?
・日本周辺に化石燃料はないのか ?
・化石燃料プラント建設の費用対効果と安全性はどうか ?

・気温変化の
「ホッケースティック曲線」
とは何か ?
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■ 参考資料およびサイト
『アメリカの政治と科学―ゆがめられる
「真実」
』
マイケル・ガフ編著 昭和堂
『環境問題のウソ”のウソ』
山本弘著 楽工社
『わたしたちはなぜ科学にだまされるのか』
ロバート・L. パーク著 主婦の友社 2001 年
『地球温暖化レポート―
「気候変動に関する政府間パネル」
報告書サマリー』IPCC中央法規出版
環境庁地球環境部監修 中央法規出版
『IPCC 地球温暖化第二次レポート』
『どうなる地球環境―温暖化問題の未来』
電力中央研究所 エネルギーフォーラム
『地球温暖化予測の最前線』
近藤洋輝著 成山堂書店
文部科学省、経済産業省、気象庁、環境省編集 中央
『IPCC 地球温暖化第四次レポート―気候変動 2007』
法規出版
『ココが知りたい地球温暖化
（気象ブックス）
』
国立環境研究所地球環境研究センター 成山堂書店
『地球温暖化 ほぼすべての質問に答えます！』
明日香壽川著 岩波書店
アル・ゴア著 枝廣淳子訳 ランダムハ
『不都合な真実：切迫する地球温暖化、そして私たちにできること』
ウス講談社
ＮＨＫ
「気候大異変」
取材班編著 江守正多編著
『NHK スペシャル 気候大異変―地球シミュレータの警告』
日本放送出版協会
『地球温暖化予測がわかる本−スーパーコンピュータの挑戦−』
近藤洋輝著 成山堂書店
『地球温暖化予測の最前線』
近藤洋輝著 成山堂書店
『地球温暖化の予測は
「正しい」
か？―不確かな未来に科学が挑む』
江守正多著 化学同人
『温暖化の“発見”とは何か』
スペンサー・R. ワート著 増田耕一・熊井ひろ美訳 みすず書房
寺門和夫著、江守正多監修 ナツメ社
『図解雑学 地球温暖化のしくみ』
『”環境問題のウソ”のウソ』
山本弘著 楽工社
『地球温暖化懐疑論批判』
明日香壽川他著

東京大学 IR3S/TIGS 叢書

と
「懐疑論」
を超えて』
江守正多、武田邦彦著 枝廣淳子編 技術評論社
『温暖化論のホンネ ~「脅威論」
武田邦彦著 シーエムシー出版
『科学者が読み解く環境問題』
武田邦彦著 洋泉社
『環境問題はなぜウソがまかり通るのか 3』
「地球温暖化」CO2 犯人説はウソだと知っている』
丸山茂徳著 宝島社新書
『科学者の 9 割は
赤祖父俊一著 誠文堂新光社
『正しく知る地球温暖化 : 誤った地球温暖化論に惑わされないために』
『地球温暖化論のウソとワナ 〜史上最悪の科学スキャンダル〜』
伊藤公紀、渡辺正著 ベストセラーズ
『地球温暖化は止まらない』
デニス・T・エイヴァリー、S・フレッド・シンガー著 山形浩生、守岡桜訳東洋経済
新報社
近藤邦明著 不知火書房
『温暖化は憂うべきことだろうか―CO2 地球温暖化脅威説の虚構』
『環境問題はなぜウソがまかり通るのか』
武田 邦彦著 洋泉社
『暴走する
「地球温暖化」
論―洗脳・煽動・歪 曲の数々』
武田邦彦、池田清彦、渡辺正、薬師院仁志、山形
浩生、伊藤公紀、岩瀬正則著 文藝春秋
「真実」
』
マイケル・ガフ編著 菅原努訳 昭和堂
『アメリカの政治と科学―ゆがめられる
矢沢潔著 技術評論社
『地球温暖化は本当か？ - 宇宙から眺めたちょっと先の地球予測』
『環境危機をあおってはいけない 地球環境のホントの実態』
ビョルン・ロンボルグ著 山形浩生訳 文藝春秋

!
（
』ソフトバンククリエイティブ）
『地球と一緒に頭も冷やせ（温暖化問題を問い直す）
『地球温暖化スキャンダル
（2009 年秋クライメートゲート事件の激震 ）
（
』日本評論社）
スティーブン・モ
シャー＆トマス・フラー：著
（渡辺正：翻訳 )
『検証 陰謀論はどこまで真実か』
山本弘著 文芸社
『
「地球温暖化｝
ってなに？』 島村英紀 彰国社
●地球温暖化 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E7%90%83%E6%B8%A9%E6%9A%96%E5%8C%96
●地球温暖化に対する懐疑論 Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E7%90%83%E6%B8%A9%E6%9A%96%E5%8C%96%E3%81%AB%E5%AF%BE%
E3%81%99%E3%82%8B%E6%87%90%E7%96%91%E8%AB%96
● Wikipedia 懐疑派バスターズ
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%87%90%E7%96%91%E6%B4%BE%E3%83%90%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E
3%82%BA
●
「地球温暖化懐疑論批判」
http://www.cp.cmc.osaka-u.ac.jp/~kikuchi/weblog/index.php?UID=1256740025
●
「地球温暖化懐疑論批判」
２
http://www.cp.cmc.osaka-u.ac.jp/~kikuchi/weblog/index.php?UID=1270268042
●
「地球温暖化懐疑論批判」
サステイナビリティ学研究機構
http://www.ir3s.u-tokyo.ac.jp/pages/236/all.pdf
●寺門和夫ブログ
「IPCC のデータ捏造疑惑は本当か？」
http://blog.scienceweb.jp/?eid=82615
●国立環境研究所 地球環境研究センター
http://www.cger.nies.go.jp/ja/
● 2008 年度の WiN-Japan 年次大会
http://www.win-japan.org/activity/j_no8.html
●地球温暖化は原子炉セールスのキャンペーン
http://www.youtube.com/watch?v=3k1vy4Xx6Tg&feature=related
●小沢鋭仁・環境大臣が COP15を振り返る-1
http://www.youtube.com/watch?v=C-vRWbz2x54&feature=related
●小沢
（鋭仁）
死案
「政治的決断」
で日本滅亡 1/4
http://www.youtube.com/watch?v=fNF9CdJVZu8&NR=1
●悪魔のささやき
http://akumanosasayaki.blog.shinobi.jp/Entry/33/
●日本地球惑星科学連合 2008 年大会 特別シンポジウム
「世界の気候変動と２
１世紀の国策」
http://www.jpgu.org/meeting_2008/special_sympo.html
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●わんばらんす
http://wanbalance.blog75.fc2.com/blog-entry-827.html
●地球温暖化説のウソ 広瀬隆 . 原発Ｎチャンネル 11
http://www.youtube.com/watch?v=fZCW0GWhVRc
●地球温暖化の本当の原因って？
http://kankyoukankyoudemocracy.web.fc2.com/ondanka01.html
●地球温暖化詐欺
http://www.youtube.com/watch?v=P--pmZpwYEY
●地球温暖化の真実
（2007）
http://www.youtube.com/watch?v=2fH4Xapex7A&feature=related
●地球温暖化 CO2 犯人説のウソ
http://www.youtube.com/watch?v=h6xFe6lXu1Y&NR=1
●地球温暖化 CO2 犯人説の非常識 広瀬隆
http://www.youtube.com/watch?v=17A91zeWAFc&feature=related
●地球温暖化の真相とは
http://www.youtube.com/watch?v=FWSizFSkI_s&feature=related
●地球温暖化は人為的か？自然現象か？
http://www.youtube.com/watch?v=qH81JZUKUXc&feature=related
●アル・ゴア『不都合な真実』
にある３５の科学的間違い
（１／２）
http://www.youtube.com/watch?v=P2w33s0Ke9Y&feature=related
●二酸化炭素の増加の中、２０世紀半ばは寒冷化していた
http://www.skepticalscience.com/translation.php?a=6&l=11
●クライメイト・ゲート事件 (ClimateGate) ／地球温暖化詐欺−グレン・ベック
http://www.youtube.com/watch?v=OIVAhIjRYHE&feature=player_embedded
●クライメイト・ゲート２
（ClimateGate）
／地球温暖化詐欺−RussiaToday
http://www.youtube.com/watch?v=X_SkZ9RUVq8&feature=related
●クライメイト・ゲート３
（ClimateGate）
−地球温暖化詐欺−Nick Grifﬁn
http://www.youtube.com/watch?v=aLUjoe2TD88&NR=1
●クライメイト・ゲート４／
『地球温暖化プロパガンダ』
の真の目的とは？
http://www.youtube.com/watch?v=WOrZFLYA998&NR=1
●クライメイト・ゲート５／地球温暖化詐欺−英ＢＢＣ、米ＣＮＮより
http://www.youtube.com/watch?v=_ZpXaEjLYak
●クライメイト・ゲート６／詐欺の最終到達地＝世界政府、世界の新秩序
http://www.youtube.com/watch?v=YmNpboGDf-w
●クライメイト・ゲート７／Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｓｃｈｎｅｉｄｅｒ
http://www.youtube.com/watch?v=S3oqxV5OwE0&feature=related
●クライメイト・ゲート８／ＩＰＣＣ ＦＲＡＵＤ
（ＩＰＣＣの不正）
http://www.youtube.com/watch?v=k6FHUH6Lds4&feature=watch_response_rev
●クライメイト・ゲート９／結局彼らは全ての関連データを公開していない
http://www.youtube.com/watch?v=c9DNLqO1wxE
●クライメートゲート事件
http://www.youtube.com/watch?v=1gdzc9wpqCI&NR=1
●
「自然エネルギー」
は原発の代わりにはならない : 池田 信夫
http://agora-web.jp/archives/1334045.html
●
「自然エネルギー財団」
より電力事業のイノベーションを池田 信夫
http://agora-web.jp/archives/1312035.html
●再生可能エネルギーの限界と日本のエネルギー政策の今後
http://agora-web.jp/archives/1334202.html
● 600年分の埋蔵量 関東天然瓦斯開発株式会社
http://www.gasukai.co.jp/gas/index4.html
●太陽光パネル１千万戸設置を表明 菅首相のＯＥＣＤ演説 原発事故を
「おわび」
と
明言
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110526/plc11052608250008-n1.htm
●きくちゆみのブログとポッドキャスト
http://kikuchiyumi.blogspot.com/2010/02/blog-post_18.html
●
「環境保護運動はどこが間違っているか」
（2007 年版）
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/72/e9/b2e71e28309e6b1c4eac9ee3201c2d2a.jpg
●第 250弾
「激論！ド〜する？！“地球温暖化”」
http://bit.ly/lD00CQ
●二酸化炭素温暖化脅威説は、いつ頃から注目されるようになったのか
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=246279
● 宇宙線説が正解と考えられるこれだけある根拠
http://www.mission-k.net/globalwarming/cosmicray/cosmicray.html
● List of scientists opposing the mainstream scientiﬁc assessment of global warming（地球温暖化の
主流科学的評価に反対する科学者の一覧）
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_scientists_opposing_the_mainstream_scientiﬁc_assessment_of_
global_warming
● Global warming
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming#Public_opinion
● Global Warming Petition Project（地球温暖化問題に対する
（反人為説、脅威説）
署名プロ
ジェクト
http://www.petitionproject.org
● IPCC scientist: Global cooling headed our way for the next 30 years?
http://wattsupwiththat.com/2010/01/11/ipcc-scientist-global-cooling-headed-our-way-for-the-next-30years/
● 59% Say Scientists Disagree 'Signiﬁcantly' Over Global Warming
http://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/current_events/environment_energy/59_
say_scientists_disagree_signiﬁcantly_over_global_warming
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