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You should not fool the layman when you’re 
talking as a scientist.   - R.P. Feynman

https://calteches.library.caltech.edu/51/2/CargoCult.htm
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https://calteches.library.caltech.edu/51/2/CargoCult.htm


観測データの統計

2

「災害の激甚化」はフェイク！



1/9 ＮＨＫスペシャル

3

映像・予測・物語のみ。
（宗教的）

災害の統計が無い！
（非科学的）



大気中のCO2濃度（気象庁） 4

ＣO２濃度は確かに増
えている。



日本平均の気温の推移。都市化等の影響を除き補正したもの。

出典： 近藤純正HP、K173. 日本の地球温暖化量、再評価2018 5

気温は確かに上がってい
るが100年で僅か0.7℃。
人が感じることは無い。



日本平均の気温の推移（気象庁）。

都市化等の影響を除き補正したもの（KON2020、近藤純正HP)。 6

気象庁データは都市化等
の影響が混入している。



台風の発生数の経年変化。折れ線：毎年の発生数、太線：前後5年間移動

平均。出典：気象庁 7

台風の「頻発化」など
起きていない！



「強い」以上の勢力になった台風の発生数（青：左軸）と全台風に対する
割合（赤：右軸）。太線は5年間の移動平均。出典：気象庁 8

台風の「激甚化」など
起きていない！



中心気圧が低い台風のランキング。出典：気象庁HP 9

横綱級の台風は来な
くなった！
理由は不明。



2018年の年平均気温の直前10年間の平均との比較。
10

自然変動は大きい。
毎年１、２℃は変わる。



2018年7月の高温をもたらした要因 出典：気象庁11

気圧配置やジェット気
流などの自然変動が
猛暑の主な要因。



2018年7月の気温の平年との差 出典：気象庁
12

自然変動は特に関東
で顕著だった。

日本全体が猛暑だっ
た訳では無い



都市化の年平均気温への影響
13

東京は都市化で２℃も
暑くなった。



一日雨量(P_day)の年最大値。期間は 1951－2010 年。全国 92 観測所の
平均。点線は1980年以降についての回帰直線で、増加傾向は見られない。

出典：(Fujibe, 2013) 14

豪雨は激甚化などして
いない。



東京における日平均気温と死亡リスク(Relative Risk,RR)

出典：(Gasparrini et al., 2015) 15

東京では暑さよりも寒
さによる死亡が多い

http://ieei.or.jp/wp-content/uploads/2020/05/sugiyama200511_01.png


暑さ・寒さによる死亡リスクの増大。
(Gasparrini et al., 2015)
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世界でも暑さよりも寒
さによる死亡が多い

http://ieei.or.jp/wp-content/uploads/2020/05/sugiyama200511_02.png


北米⻄部における山火事記録数（％）
17

昔の方が山火事は遥
かに多かった。



米国における山火事による森林燃焼面積
18

山火事は激甚化など
していない。



19

世界における山火事による燃焼面積

世界でも山火事は激
甚化などしていない。



海面の高さの予測（IPCC) 20

（予測を信じるなら）今か
ら2100年までに
50～80cm海面上昇
これは大変なことか？



地盤沈下（国交省）
21

地盤沈下は２０～３０年で
１～４メートルに達したが
人々は対応できた



関東大震災による隆起沈降（理科年表）
22

大地震があると１～４メー
トルも一瞬で隆起沈降す
るが人々は対応してきた



鎌倉市稲村ケ崎の崖と護岸
23

砂浜が消えた理由は、砂
が供給されなくなったから。
温暖化とは関係ない。



養浜(ようひん）24

養浜は確立した技術。
温暖化で砂浜が消える
というのはフェイク。



北極のシロクマの頭数(Crockford, 2019) 25

シロクマは増えている。
北極の氷が融けて絶滅
するというのはフェイク。



マーシャル諸島の島。1943年（赤い線）から70年
間で面積が13%増大。 26

サンゴ礁の島の面積は
減っていない。

海面上昇で水没すると
いうのはフェイク。



27
キリバスでの土地造成

土地造成は何処のサン
ゴ礁の島でも温暖化と
関係なくやっている。

海面上昇で水没すると
いうのはフェイク。
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環境白書令和２年版

損害額上昇の理由
は脆弱な土地での
人口・資産の増加。

温暖化のせいでは
ない。
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米国のハリケーン被害額の推移（未補正） (Klotzbach 2018)

損害額は上昇
したが．．．



米国のハリケーン被害。災害に遭いやすい土地に人口と資産が増えたこ
とを加味して補正したもの。(Klotzbach 2018)

30

．．．補正すれば損害
額は上昇していない



温暖化対策の費用対効果

CO2削減は割に合わない！



32

“TCRE関係”(Transient Climate Response to cumulative Emissions)

気温上昇（℃）=

1.6（℃/兆トンC）×累積CO2排出量（兆トンCO2）

“CC関係”（クラウジウス・クラペイロン関係）

降水量増加（%） = 気温上昇（℃）×6 (%/℃)

CO2⇒気温⇒降水量の簡便計算法

IPCCモデル
の値（高め）

理論値（高め）



ラベル 名称と単位 値 備考
A TCRE (=CO2排出1兆トンCあたりの地球の気温上昇) ℃ 1.6000
B CO2削減をしない場合の日本の2021-2050年の累積排出量　億トン 300.0000 B=10億トン/年×30年
C CO2削減をしない場合の2050年の気温上昇　℃ 0.0131 C=B/10000/3.67×A
D 2050年CO2ゼロの場合の2050年の気温低下　℃ 0.0065 D=C/2
E 2050年CO2ゼロの場合の1日500mmの豪雨の降水量減少 mm 0.1962 E=D*500*0.06

2050年CO2ゼロによる気温低下と降水量減少
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CO2ゼロでも
気温は0.01℃も下がらず
豪雨は１ミリも減らない！
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賦課金年間2.4兆円
掛けて．．．

再生可能エネルギーの費用(資源エネ庁)



ラベル 名称と単位 値 備考
A CO2排出 1兆トンCあたりの地球の気温上昇 ℃ 1.6000000
B 日本の年間CO2排出量約10億トンによる気温上昇　℃ 0.0004360 B=A/1000/3.67
C 日本の再生可能エネルギーによる気温減少　℃ 0.0000872 C=B*40%*5%*10年
D 日本の再生可能エネルギーによる豪雨の降水量減少　％ 0.0000052 D=C*6%
E １日５００ｍｍの豪雨の場合の降水量減少　ｍｍ 0.0026158 E=D*500

再生可能エネルギー大量導入による
気温低下と降水量減少
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気温は0.0001℃も下がらず
豪雨は0.01ミリも減らなかった



世界の社会統計

36

世界は住みよくなっている。温暖化
による破局の兆しなど無い
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温暖化で減るどころか
収穫量は増え続けた
↑技術進歩



（世界）
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温暖化で増えるどころか
減り続けた←防災進歩
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温暖化で増えるどころか
減り続けた←医療進歩
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０
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界

） 非気候関連の死亡

気候関連の死亡

データはＩＨＭＥ
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特に気候関連の死亡を
減らすことに成功した
↑技術進歩

気候関連の死亡 VS その他の死亡



温暖化予測

41

不確かで、
悪影響は誇張されている。



CO2排出量予測。(Pielke Jr., 2020) 。被害の評価で頻繁に使用される
シナリオは、2019年発表の諸機関見通しよりも遥かにCO2排出量が多い。

42

CO2の予測が高すぎる⇒
被害を過大評価している



CO2濃度倍増時の気温上昇（気候感度）△T2×CO2
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気温上昇の不確実性はとて
も大きいとIPCCも認めている。



過去の気温変化。地球全体の地表から高度9000メートルまでの平
均値。観測値（青線）は殆どのモデルの結果（灰色）を下回って
いる。黒線はモデルの平均。(McKitrick & Christy, 2020)
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モデルは温
暖化し過ぎ
ている！
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データ系列

45気温変化速度の比較(地上から高度9000m迄)。赤はモデ
ル計算値、青は観測値。 (McKitrick & Christy, 2020)

どのモデルも
温暖化し過ぎ
ている！



地球気候モデルとは(Curry 2017)

グリッド内部は
「パラメーター」
で近似表現



47

雲の対流に関するパラメーターの効果（Mauritsen)

任意性のあるパ
ラメーターでモ
デルの「気候」
は大きく変わる
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モデルは
「チューニング」
されている。

高い気温予測も
その産物。



大外れだった2020年の地球温暖化予測集

49

1 地球温暖化が3度に達する
1987年、カナダの新聞スターフェニックスは、NASAのハンセンを取材し、「2020年までに、地球の平均気温が約3度上昇する」と書いた。
しかし、アメリカ海洋大気庁（NOAA）によると、実際の気温上昇は0.5度程度だった。

2 CO2濃度が倍増する
1978年、 カナダの新聞バンクーバーサンは、学術誌「サイエンス」に掲載されたワシントン大学のスツーバーの論文を引用し、大気中のCO2濃度は2020年までに2倍になる、とした。
しかしアメリカ海洋大気庁（NOAA）によると、実際の濃度上昇は23%に過ぎなかった。

3 キリマンジャロから雪が消える
2001年、カナダの新聞バンクーバーサンは、「キリマンジャロの雪は2020年までに消滅する」と書いた。オハイオ州立大学の地質学者であるロニー・トンプソンは、「これはおそらく控え
めな見積もりだ」と述べた。アル・ゴアの2006年のドキュメンタリー 『不都合な真実』でも、2020年にはキリマンジャロには雪が降らない、とした。
しかし、いまでもキリマンジャロに雪はある。タイムズはこれを2020年2月に報道している。

4 海面上昇が60センチに達する
1986年、「米国環境保護庁のタイタスは、フロリダ周辺の海面が2020年までに60センチ上昇すると予測している」、と米国紙マイアミヘラルドは書いた。
アメリカ海洋大気庁（NOAA）によると、実際の海面は9センチだった。

5 イギリスから雪が消える
2000年、イギリスのイースト・アングリア大学の気候研究ユニットの上席研究科学者ヴァイナーは、「英国では降雪は非常に稀になり、子供たちは雪が何であるかをバーチャルでしか
知らなくなる」「20年後には英国人は雪に不慣れになり、ひとたび雪が降ると大混乱になる」と述べた旨、英国紙インディペンデントは報じた。
だが今でも雪は降っているし珍しくもない。スコットランドでは幾つかの箇所で2020年12月初旬までに約10センチの雪が降った。除雪車は毎年活躍している。

6 太平洋諸島の経済が破綻する
2000年10月、グリーンピースの報告は、地球温暖化が「今後20年間で少なくとも13の太平洋小島嶼国で大規模な経済的衰退を引き起こす可能性がある」と予測した、とオーストラリア
紙The Ageが報じた。同記事では「地球温暖化は太平洋のサンゴ礁のほとんどを荒廃させ、小さな太平洋諸国の観光産業と漁業を壊滅させる」「中でも最も脆弱な太平洋諸国はツバ
ルとキリバス」と書かれた。
だが2019年、ツバルは前例のない6年連続の経済成長を享受した。キリバスも過去5年間、健全なGDP成長を遂げた。何れも漁業権収入が重要な経済の柱だった。

7 氷河が消える
2009年3月、ロサンゼルスタイムズは、「米国地質調査所のファグレがモンタナ州のグレイシャー国立公園の氷河は2020年までに消滅すると予測」したと報じた。
2010年になると、グレイシャー国立公園では、「この氷河は2020年までに無くなります」という看板が立てられた。
2020年になっても氷河は存在していた。撤去されたのは看板の方だった。

https://agora-web.jp/archives/2049811.html

温暖化の悪影響は誇張されてきた

https://agora-web.jp/archives/2049811.html
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CO2は結構増えたが、
温度上昇は僅かだった。

CO2濃度は確かに上昇したが．．．

どんな理論でも実験に合わなければ間違いだ
It doesn’t matter how beautiful your theory is, it doesn‘t matter how smart you are. If it 
doesn’t agree with experiment, it‘s wrong. - Richard P. Feynman

災害は激甚化などしていない。
不吉な予測は外れ続けた。



温暖化は飽和してゆく

51

CO2ゼロのような極端
な対策は要らない！

ΔT（℃）∝ F(W/m2)  ∝ log(CO2)
（過渡気候応答） （対数関数）

過去(1850) CO2 = 280 ppm だった

現在(2020) 1.5×CO2 = 420 ppm で 0.8℃上昇

未来(2XXX) 1.5 ×1.5 ×CO2 = 630 ppm で 1.6℃上昇

．．．2019年から追加対策無しでも2090年ごろ

https://cigs.canon/article/20201125_5492.html

280 420 630(187)



グリーン成長？

52

CO2ゼロは経済を破滅させる。
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そんな美味い話があるのか？



再エネの大量導入

資源エネルギー庁 54

高額補助で大量導入。

関係事業者と投資家
は潤ったが．．．



再エネの負担増大

資源エネルギー庁 55

．．．一般の企業と個人は莫大
な費用。
「経済効果」はマイナス。
「グリーン成長」など無かった。



グリーン成長戦略 「２０５０年ＣＯ２ゼロ」
Ａ 成長に資するもの： 原子力（但し及び腰）、 デジタル化、 研究開発

Ｂ 拙速なスケールアップへの危惧

洋上風力、水素、カーボンリサイクル（ＣＣＵＳ）、電力用蓄電池、ＥＶ、・・・

➢「経済効果90兆円＠2030、190兆円@2050」 ☜ 実は費用！

ＰＶの二の舞で、国民経済の破壊の惧れ。

➢「コスト目標」が重要。「導入量目標」の暴走は危険。

56

「経済効果」と言って
いるが費用のこと。
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2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略

参考値 再エネ50-60％
導入目標 洋上風力2030年1000万ｋW、2040年3000-4500万kW

未熟かつ高価な
技術ばかり。
太陽光の二の舞？
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単価２円の電気で
水素製造、輸入して
発電すると３２円！

水素は輸入が難しい！水素発電のコスト試算、NEDO 2015
https://www.nedo.go.jp/content/100763658.pdf

https://www.nedo.go.jp/content/100763658.pdf
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「風況の違いによる日本と欧州の洋上風力発電の経済性比較」
（本部和彦・立花慶治 2021年1月）

日本は風況が悪い
これだけでコストは
55/35= 1.6倍。

設備利用率
日本：35％
北海：55％



日鐵総研「海外のカーボンプライシングに関する一次調査」（2021年2月）

産業用電気料金の比較 60

エネルギー白書2020 

日本の
電気料金
は高い

一見高いドイツも
実は安い。
日本の半額以下。

（単位：円/kWh)



グリーン・バブル

61

何が起きているか？
いつどのように崩壊するか？



急進化した環境運動が日米欧の政治を乗っ取った

赤から緑へ

リベラルのアジェンダ

宗教⇒共産主義⇒温暖化運動

危機メディア

危機リーダー

反資本主義

ポリコレ

環境利権

社会計画、経済統制

規制、税、世界政府、国連

62

観念界

計画界

利権界

行政利権

御用学者
気候危機物語

気候危機物語

エリート支配

「気候危機物語」に
権力と金が便乗した



中国ＣＯ２ゼロ＠２０６０＝「超限戦」の兵器

1. ＣＯ２協力を取引材料に ⇒ 中国非難の軟化 (オバマの罠）

2. 日米欧をＣＯ２ゼロに強くコミットさせる ⇒ 日米欧の弱体化

3. 環境運動家＝アンチ資本主義者の動員「useful idiots」

4. 米国内の党派分断深化

5. ＰＶ、風力、ＥＶ産業の成長

6. サイバー攻撃の機会増大

63

ＣO２ゼロは中国には利点づくめ



64
PEW研究所世論調査

米国では温暖化は党派問題。
共和党は温暖化対策に反対。



グリーン・ピーク

1. バイデン就任でグリーン・ブームだが．．．

2. 米国は世界最大の産油国＆シェールオイル・ガス技術は世界一

3. 議会は上下院とも拮抗。

4. 共和党は温暖化対策に反対。

5. 民主党のエネルギー州議員は造反。

6. 最高裁判所は共和党多数。

7. バイデンは米国のＣＯ２を減らせない

65

グリーン・ブームは今がピーク



今後を占う

1. 今がグリーン・ピーク

2. 2050CO2ゼロが不可能なことが何れ明らかに。

3. 2050CO2ゼロが不要なことも何れ明らかに。

4. グリーン・バブルは何時、どの様に崩壊するか？

66

「崩壊するか否か」ではない。
「何時どの様に」崩壊するか。



シャドー・バン

リベラルメディア(CNN etc)
＆ GAFA連合
VS
保守メディア連合
(WSJ, Fox News, Breitbart,
PARLER etc)

日本のメディアはリベラルのコピー？

67

バランスよく情報を
取る必要がある。



ご清聴ありがとうございました

筆者HP https://cigs.canon/fellows/taishi_sugiyama.html
連絡先 taishiqq AT gmail.com (ATを@に代えてください） 68
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