
【科学的でない】
【科学的に確認できない】
とは何を意味するのか？

長岡技術科学大学 山田耕一

・技術者，研究者として，良心を持って生きるには？

http://kjs.nagaokaut.ac.jp/yamada/info/science.pdf

・科学とは何か，科学的とは何か，科学の大原則，そしてケーススタディ
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高齢者ドライバー事故の増加

・高齢者ドライバー事故が増加し，テレビ・新聞でも高齢者ドライバー事故が，
繰り返し，何度も，何度も，報道されている．

http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3903/1.html
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NHKクローズアップ現代＋

http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3903/1.html

高齢者の事故は，約20%から約30%へ，割合は約50％増加．
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危険な高齢者に運転をさせるな！
と，NHKは言いたい？

・警察発表の免許保有者数を見ると，70代以上のドライバー数は，

平成17年から10年で76%増．割合は6.9%から11.6%に68.1%増

60代以上だと，その割合は19.9%から29.4％に，47,7%増

70歳以上ドライバの
割合は，68%増．
60歳以上ドライバの
割合は，48%増

前ページの事故にお
ける高齢者の割合は
約50増%.

平成27年
60歳以上：29.4%
70歳以上：11.6%

平成17年
60歳以上：19.9%
70歳以上： 6.9%
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年齢層別の事故率を見てみると

年齢層別の事故率
を見てみると，若者

の方がずっと高い．

【高い事故率の人に
免許を返納させる】

べきだとすると，
10代，20代の若者

に免許証を返納さ
せるべきか？

第１当事者：
一番過失が重い人
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その後ツイッターで見つけた最近のデータ（出所不明）

平成29年の免許保有者10万人あたりの事故件数

平成29年の免許保有者10万人あたりの死亡事故件数

１０万人あたりの事故件数なので，事故率と同等と考えられる．これを見るとやはり若者が多い．
高齢者は，80歳以上でやや多くなるが，それでも20代後半と同程度．問題は，85歳以上の死亡
事故件数の多さだが，それでも８０−８４の死亡事故は，20歳未満より少ない．
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交通手段別の死亡者の割合

https://gazoo.com/article/daily/160928.htmlGAZOO（トヨタ系の車情報サイト）

日本と韓国は，死亡者に占める歩行者の割合がとても高い．これは，両国で，歩行者と車両の分別
が不十分なこと，つまり行政の責任を示唆する．高齢者の免許を取り上げる前に，米国やドイツ並み
に人と車を分ければ，高齢者の死亡事故件数（率）もだいぶ減るのではないか．
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1. 体系的であり、経験的に実証可能な知識
2. 狭義では自然科学

広辞苑第五版

大辞林第三版

1. 学問的知識．学．個別の専門分野から成る学問の総称
2. 自然や社会など世界の特定領域に関する法則的認識を目指す
合理的知識の体系または探究の営み

自然科学：自然に属する諸対象を取り扱い、
その法則性を明らかにする学問。

科
学
#
$
何
&

高齢者の交通事故の問題に当てはめれば，
高齢者は本当に事故を起こしやすい，という
断定してよいのだろうか？

若い人のことは何も言わずに．．．

1) 死亡者数と高齢者割合のグラフを重ねて表示することは？
2) 高齢者ドライバーの割合増加を示さず，事故数の割合増加のみを示すのは？

３ページ目の図からのNHKの結論は科学的に妥当か？

情報倫理的に正しいか？
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9

科学の大原則

再現性：同じ条件，同じ要素の下では，同じ事象が起きること

普遍性（汎用性）：特定の対象，条件，状況だけでなく，広く，様々な
場合にあてはまる（適用できる）こと

客観性（定量性，論理性）：個人の考え・評価から独立した事実

これらは，科学論文でも非常に重要

【高齢者は事故を起こしやすい】 を正しい数値データで示せるか？

【高齢者は事故を起こしやすい】 は，日本の道路状況だけではなく，
米国やドイツでも言えることか？

【高齢者は事故を起こしやすい】 は，最近のデータだけでなく，
過去の時代のデータでも示せるか？
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「近代科学の父」たち

アイザック・ニュートン（1642-1727）：万有引力，運動力学，微積分，等

ガリレオ・ガリレイ（1564-1642）：地動説（最初はコペルニクス），慣性の法則，等

ルネ・デカルト（1596-1650）：運動量保存，近代合理主義，方法序説，等

-観測した事実のみを用いて自然を理解する

-数学を用いて自然現象を記述する

トップダウン（ドグマ）で思考する宗教や（当時の）哲学を排し，ボトムアップで真実を追求．

-現象を引き起こす原因（なぜ引力が存在するか，等）は問わず，現象間の因果関係のみを
解明しようとした

-哲学者と言われるが，力学など科学研究もしていた（地動説を支持）

-すべて（旧来の学問）を疑い，真実に近づくための方法論（４つの規則）を提案（方法序説）

明証性の規則：精神にとって明晰判明なもののみを真と認め，先入観を排除
分析の規則 ：問題をより小さく単純な部分に分け，明晰判明できる要素を見出す
総合の規則 ：明晰判明できた要素を正しく組み上げ，問題の解を組み上げる
列挙の規則 ：見落としがないかどうかを，十分に再検討

特に，分析と総合は，要素還元主義と呼ばれ，近代科学の基礎となった
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科学的でない，主張はどれか

★科学が確立した真実（事実や計算結果）に反する言動に対して．

◯不幸が続いた時，先祖のたたりという祖母に．．．

◯夜，一人で子供部屋に寝ると幽霊が出るとこわがる子供に．．．

◯【若者ドライバーより高齢者ドライバーが危険】という言説に対して．．

△地球温暖化の原因は，人為的温室効果ガスでないというトランプに．．

★科学の大原則（客観性，再現性，普遍性）を満たさない事柄に対して

◯飼っている犬が逆立ちできても，犬は逆立ちできるとは言えない：普遍性がない

◯ STAP細胞（2014年，小保方晴子）：再現性がない

★デカルトの科学的方法論に反する研究に対して

✕ファジィ（あいまい）理論は科学でない（1970年 – 80年頃）：明証性の規則に反する
✕人工知能は錬金術で，科学でない（1960年 – 70年頃）：要素還元主義に反する

◯様々な民間療法医学（呪術的療法，各種民間ダイエット，等）：客観性がない

✕複雑系科学（進化計算，自己組織化＝自律的秩序形成，等）は科学でない
：要素還元主義に反する
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科学の種類
・自然科学： 自然に関する科学： 物理，科学，生物学，天文学，地質学，等．

・社会科学： 社会に関する科学： 経済学，法学，教育学，政治学，社会学，等

・人工科学：人工物（人間がデザインする複雑なシステム）に関する科学．
Harvert A. Simon: The Sciences of the Artificial, MIT Press (1996)

自然科学は，自然システムを対象として，その解明を試みる

人工科学は，目的を実現する人工システムを，デザイン（設計）する

ハーバート・サイモン：システムの科学，パーソナルメディア (1999)

-設計では，要素を組合せ，要素間の最適な相互作用を作り上げる ＝総合が中心

人工知能 –人工の脳を作り上げる

-対象（全体）を，要素に分解し，要素を詳細に理解する ＝分析が中心

ファジィ理論 –人間の持つ柔らかな思考システムを実現する

複雑系科学 –複雑すぎるシステムを分析せずに，全体を理解し，かつ作り上げる．

システムズ・アプローチ：人工システムデザインのための様々な方法論

・人文科学： 人間に関する科学： 哲学，言語，文芸，歴史，等
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科学における定説の不確かさ

★北京原人は，歴史上，いつ頃現れた？

子供の頃（1960年代）：約200万年前．最古の人類と教わった．

現在 ：70~80万年前とか50万年前といわれている
最古の人類（原人）は，180万年前のホモ・エレクトス

★縄文人の生活は？

子供の頃（1960年代）：少人数集団で，狩りや採集の生活

縄文時代：新石器時代，竪穴住居の時代 （約１万５千年前〜紀元前数世紀）

現在（1994年以降） ：大集団での定住生活．大豆や栗の栽培も．

科学が進めば，定説は変わる⇒ 「科学的知識」は絶対ではない．

★宇宙はどうなる？

・1970年頃：永遠に膨張し続け，エントロピーは増大し，すべてが一様になる

・その後 ：膨張スピードは遅くなり，いつか収縮を始め，最後はビッグクランチ

・2000年頃：ダークエネルギーにより宇宙膨張は加速している
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過去の科学者/専門家発言と現在
・原子力発電事故は起こらない！

・日本では，スリーマイル（米国, 1979年）やチェルノブイリ（ソ連/ウクライナ，
1986年）のような原発事故は絶対に起きない！

-故障診断システムは不要！？ （故障は絶対にしないから：某原子力研究所）

-避難計画も不要！？ （事故は起きないのだから：某電力会社）

・地震予知はできる！ 予知：時間と場所の特定

-初期の頃から，本音では，地震予知はできないと言う学者もそこそこいた。

黒沢大陸：「地震予知」の幻想-地震学者たちが語る反省と限界，新潮社(2014)

・できると言い，1960年代終盤から地震予知に多額の税金（研究費）を投入

-今は，ほとんどの学者が諦めている。

・悪玉コレステロール（男）が119mg/dl 以上だと異常！（日本人間ドック学会）

- 2010年、日本脂質栄養学会はLDLの高い群のほうが総死亡率は低いとし、
動脈硬化学会（140mg/dl以上）に公開質問書を発表．

- 2014年、日本人間ドック学会は、178mg/dl までは正常範囲と、基準を改定。

-動脈硬化学会は，1997年以降現在まで，140 mg/dl 以上を「高コレステロール血症」

注：2017年8月25日，政府の中央防災会議は，地震予知のできないことを認めた．

-2015年，食事制限が必要の立場を変え，食事で体内のコレステロールは変わらない
と発表．
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以下の主張は非科学的と攻撃されていた

http://blog-imgs-106.fc2.com/t/a/n/tandtresearchinc/2017051422534118c.jpg

2004年 週間朝日

・ コレステロールや高血圧に関しては，ずいぶん昔から，治療の必要のない人達に，
過剰に薬が処方されていると，一部の研究者・医者達が指摘していた．

http://hokenshi.hatenablog.com/entry/20081128/1227801882

2008年 読売新聞

・その指摘に，まともな医者でない／非科学的と非難する声も多かった．

結局，非科学的とされた方が正しかった？
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コレステロール・パンフレット（２００７年）

2002 – 2011年までの10年間，薬剤売上高世界一を誇った
スタチン系の薬（2007年 136億ドル）．非常に多くの人が，
不必要な薬を飲まされていたことになる．

高脂血症治療薬
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日本高血圧学会による高血圧ガイドライン

プレジデントオンライン
https://president.jp/articles/-/24029 2019年の新基準
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他学会の基準
2014年 日本人間ドック学会と健康保険組合連合会の基準
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2014/003497.php

https://www.ningen-dock.jp/public/method#sphygmomanometry

現在（2019年5月）の人間ドック学会のHPから
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科学者/専門家の誠実さ
・がんの早期発見で治癒率向上！

-その一方で、肺がん，前立腺がん，乳がん，大腸がんなどで、検診しても
総死亡率は下がらないという論文発表が相次ぐ。

-治癒率向上と総死亡率が下がらない科学的矛盾に対して，整合的な説明をする
医者がほとんどいない現状．

例えば，V.Prasad, J. Lenzer, D.H.Newman: Why cancer screening has never been shown  to “save lives”
– and what we can do about it, BMJ 2016; 352:h6080  https://doi.org/10.1136/bmj.h6080

・【科学的に証明されてない】 という表現について．

-統計学による科学的証明は、保守的な結果しか出さず、被害者には非常に不利。

-多くの公害や薬害で、専門家達はこの発言をし、被害者を追い詰めた。

我々の文明にとって最大の脅威は，
無教養な専門家による脅威である．

ロバート・ハッチンス シカゴ大学総長 1949年

19
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-科学論文誌に発表された論文は，科学者達が，科学的と認めたもの
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統計的科学証明方法

A群： （例えば）投薬や放射能被曝をした人たち
B群： そうでない人たち

逆に，確率p が，5% より大きい
（誤り率が5%以上）と，仮定を棄

却できない，つまり，帰無仮説は
誤りと言えないので，影響があっ

たと証明できない．

(1) ある事（薬や放射能）の影響下にいた人達と，そうでない人達の２グループに分ける．

(2) A群の人たちに（薬等の）影響はなく，A群とB群に違いはないと仮定（帰無仮説）

(3) 影響を計るための指標（死亡率，後遺症率等）について，A群とB群の指標から
求めた統計量 a を計算する．A群とB群に違いがないとき，統計量が a 以上になる

確率 pを計算．

統計量

確率密度 A群とB群が同じと仮定したときに，
計算した統計量が取るであろう
確率分布．面積が確率を表す．

全体の面積が1.0

この面積が
確率 p

(4) その確率 p が 5%以下だったら，
帰無仮説（A群とB群に違いはない）

を棄却する．つまり，A群に影響が
あったことが（誤り率pで）証明
される．

20
A群とB群に違いがないなら統計量a
は0に近く，pは大きいはず．

20



統計的科学証明法の問題点

21

⇒だからこそ，pは 5%以下と厳しくする（１％以下にすることもある）．科学は真理の積み重ね
であるから，発見に誤りがあれば，その上に重ねたものも崩れてしまう．

・しかし，公害や薬害被害の認定・救済は，科学だけの問題でない．
より重要な点は，【社会的公正】の問題ということ．

その良識的判断のできない頭の固い専門家は，ロバート・ハッチンスの言う
「文明の脅威」に含まれるだろう

- 日常生活では，十中八九正しいと言えば，通常は正しいと思うが，科学の世界では，
厳密性が重要視され，正しいとはされない．

・【証明できた】といっても，確率 p < 5% で誤っている可能性がある ⇒絶対ではない！

・【証明できない】 といっても，証明の誤り率は p >= 5% ということ． p=10 % であれば，
【科学的に証明はできない】が，９０％の確率で，（薬の）影響はあったことになる．

【p = 10% だから，公害/薬害であるとは科学的に証明できない】

こういって被害者救済をしないなら，公害/薬害である確率が90%であるのに，
被害者を見捨て，加害者を許すことになる．
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低線量放射線被曝問題

・放射線には，遺伝子（DNA）を傷つける働きがあり，多量に被曝すると，体に障害を
発生させる．

-人体は，傷ついたDNA を修復する能力があるため，傷ついたDNAを
修復できる程度の放射線量なら，特に大きな害はない．

- 多量のDNAが傷つくと，完全に修復できず，細胞が死んだり，ガン化する

・放射線被曝による人体への影響には２種類ある．

-確定的影響：被曝した放射線量により，様々な障害（脱毛，皮膚紅斑，
潰瘍，血球減少，白内障，肺線維症，等）が起きる．

-確率的影響：がん，遺伝的影響（遺伝病や機能障害など）

・低線量被曝で問題となるのは，確率的な影響

-確率的だから，がんや遺伝的影響が出るかどうかわからない

-がんや遺伝的影響が出ても，被曝が原因かどうか，確定的に判断できない．

22



23

低線量放射線被曝問題（２）

1

Gy（グレイ）の単位は J/kg.
放射線から体重1kg当たり吸収する
エネルギー．

吸収量は，放射線種類，体の組織
で異なるため，係数をかけて，実際
の吸収量Sv（シーベルト）を出す．

Sv = 係数 x Gy (J/kg)

1Sv = 1000mSv 以上で自覚症状
が現れる（確定的影響）

100mSv 以上だと，確率的影響の
出ることが科学的にわかっている

100mSv 以下の場合，確率的影響
は，科学的に証明されていない．

0.1 mSV

1.0 mSV

10 mSV

100 mSV

1000 mSV

放射線知識普及連携プロジェクト：生徒と一緒に考える放射線， http://www.kangenkon.org/pdf/guidebook.pdf

中
学
生
向
け
の
説
明
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低線量放射線被曝問題（３）

100mSv 以下の場合，確率的影響（がん，遺伝的影響のリスク）
は，科学的に（=統計学的に）確認されていない．

・社会的な問題として，実生活上問題として，上記をどのように理解したらよいか？

・中学３年理科の学習指導要領解説に基づいて作られた教員向けのガイド
ブック「生徒と一緒に考える放射線」にも，上述の内容が書いてある

・福島第一原発事故の後，当時の枝野幸男官房長官，細野豪志環境大臣・
原発事故担当大臣も同様の発言をした．

http://archives.shiminkagaku.org/archives/csijnewsletter_011_hayashi.pdf

・原子力規制委員会も，回りくどい言い方で，基本的に同じことを言っている．
https://www.nsr.go.jp/data/000049315.pdf

http://www.kangenkon.org/pdf/guidebook.pdf

・経産省も，「発がんリスクは．．．．なほど小さい」， 「．．という証拠は
ありません」，「．．は認められていません」，等の言葉を繰り返す．

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/130314_01a.pdf
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低線量放射線被爆問題（４）

D.J. Brenner, et. al., : Cancer risks attributable to low doses of ionizing radiation: 
Assessing what we really know, PNAS, Vol. 100, No. 24, 13761–13766 (2003) 
doi: 10.1073/pnas.2235592100 

・「100mSV以下では．．．」の根拠とされる研究．
広島・長崎の被曝者を６つのグループに分け
て発がん率を調べた．

・縦軸は，0~5mSvのグループと比較して
増えた発がん率．

・横軸は各グループの被曝量の平均値（数値は
黒四角の中にも書いてある）．実際に被曝した

量は，左のグループから順に，5~50, 5~100, 
5〜125, 5~150, 5~200, 5~500mSv.

・グラフ内の点は発がん率の増加分．縦棒
は推定標準偏差の範囲．つまり，誤差を
考えても68%の確率でこの範囲に入る．

・赤は統計的に発がん率が増えたと証明で
きるもの．青は統計的に証明できない．

・一番左のグループは，被曝平均値は20mSv
で，誤差を考えても約70%の確率で発がん率
が増えた．二番目のグループの平均値は29
で，発がん率の増え方は同様．三番目の
平均値は34で統計的に増加が証明された．
でも，100mSV以下は証明されないとする．
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Brenner, et. al.らの結論
・前ページ論文は，被引用数も多く，信頼されている論文であるが，著者らは，多くの
既存論文の結果とも比較し，おおまかな結論を導く．

（日本語の要約も発表されている： http://smc-japan.org/?p=2026

・X線あるいはγ線の被曝によって発がん率が増加するという証拠（good evidence）が
得られている最低レベルの被曝量は，

急性被曝の場合： 10 – 50 mSv

長期被曝の場合： 50 – 100 mSv

good evidence : 科学論文によって
証明されたという意味

注意１： 「上記以下の被曝量では発がん率は増加しない」と言っているわけではない．

注意２：上記の被曝量は，蓄積被曝量． 20mSv / 年を５年間続けると，100mSvに達する．

注意3：普通に生活していても，平均で 2 – 3mSv/年の自然放射線を被曝すると言われる．
日本政府の放射線被曝の許容範囲は，自然放射線被曝 + 1mSv / 年であったが，
2011年以降，20mSV / 年に引き上げられた．

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/130314_01a.pdf

-基準引き上げに関する経産省の説明 【年間20ミリシーベルトの基準について】

-国連人権委員会はこれを批判し，1mSVに戻すように勧告したが，日本政府は拒否．
http://hrn.or.jp/activities/fukushima/
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統計的（科学的）証明に関する復習

・統計的に／科学的に証明されない ≠ 科学的に否定された
- 「統計的に証明されない」場合でも，可能性の高いことはある．

・日本では，公害，薬害，放射能，等の社会的な安全性の問題が起きる

と，行政や，行政に近い権威のある学者・専門家たちが，（危険を指摘
する科学論文が存在しても，）

科学的に証明されていない/確認されていない

を連発することがよくある．

- 例えば，p=0.15 の意味は，【発がん率不変の仮説棄却は，誤り率15%】．

- つまり，【発がん率増加】は確率15%で誤り = 85%の確率で増加．
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次ページ以降の
「福島の小児甲状腺がん」
についての追加情報と訂正

通常に比べて数十倍のオーダで小児甲状腺がんが発見されているが，
総合的に考えて，放射線の影響とは考えにくい．

・３ページ後にある，以下の【福島県と国の公式見解】に関する追加情報．

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/158522.pdf

・福島とは無関係な以下の論文は，がん検診で発見された「甲状腺がん」のほとんど
(90%以上）は，治療の不要な（死ぬまで発症しない）がんと推定できる，とする．
これが事実なら国と福島県の見解は正しいだろう．しかし，全くの説明不足である．

H. G. Welch, W. C. Black : Overdiagnosis in Cancer, Journal of the National Cancer Institute  Vol. 102, Issue 9, 
5 May 2010, P.605-613.  https://doi.org/10.1093/jnci/djq099

・論文によれば，「甲状腺がん」の他，「前立腺がん」も検診で発見されるものの
ほとんどは，治療の必要がないと推定する．また，乳がんも，治療の必要のない
がんが数十パーセント（20%から70%ぐらいの幅がある）とのこと．
（これはこれで，がん検診の存在意味を問う，非常に大きな問題である）
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福島の小児甲状腺がん

・甲状腺がん： 喉仏の下あたりにある甲状腺（甲状腺ホルモンを作る）にできるがん．
原因は不明だが，放射線に被曝するとリスクが高まると言われる．

・チェルノブイリ事故の後，小児甲状腺がんが多発したため（事故後１０年間，
患者は増え続けた），福島県では，２０１１年５月以降，小児甲状腺がんの調査を

行ってきた．
福島県 「県民健康調査」検討委員会 「甲状腺検査」 調査結果資料

http://fukushima-mimamori.jp/thyroid-examination/result/

・福島では３０万人近くの未成年者を調べたが，その有病率は，百万人換算で，

有病率：病気を持っている者の率で，スクリーニング効果を含む数字．
まだ症状がでていない者も含む．
「全住民の健康診断」で見つかるのは，有病率．

発症率： 病気にかかり，症状が出た者の率 = 医者に来た患者の率．

注：調査対象者は１巡目と基本的に同じ．有病者数は新たに見つかったもののみ．

３８３人／百万人 （第１巡め ２０１１年１０月-２０１４年４月）
２１６人／百万人 （第２巡め ２０１４年４月-２０１５年１２月）

合わせると， ２０１５年１２月の段階で，599人／百万人
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福島の小児甲状腺がん（２）

ただし，潜伏期間４年という数字は，短すぎるとの批判もある．

推定有病率 = 発症率 x 潜伏期間 = ３人／百万人 x ４年 = １２人／百万人

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/46778（岡山大 津田敏秀教授の推定）

・2011年以前の発症率は，大きく見積もって，３人／百万人．通常は１人〜２人．

http://agora-web.jp/archives/1660737.html

http://www.gepr.org/ja/contents/20151109-02/

・潜伏期間は，推定するための重要なパラメータなので，変えてみる

推定有病率 = 30人／百万人（１０年の場合)，60人／百万人（２０年の場合）

https://daysjapan.net/2016/09/20/

１００年としても３００人／百万人だが，福島の 599人／百万人はその２倍

・チェルノブイリでは，結果として，「スクリーニング効果で増えている」は誤りだった
とのインタビュー記事（ウクライナ内分泌代謝研究所所長）

⇒ スクリーニングによって死ぬまで発症しないがんを発見している，との主張もある．

追記：がん検診の分野で，overdiagnosis がhot な研究分野になっているらしい．
検診で見つけた「甲状腺がん」，「前立腺がん」は，治療不要である可能性が
非常に高い，という研究論文が，複数，出ている．
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福島の小児甲状腺がん（３）
・平成２８年(２０１６）３月の中間まとめ 【福島県と国の公式見解】

-通常に比べて数十倍のオーダで小児甲状腺がんが発見されているが，
総合的に考えて，放射線の影響とは考えにくい．

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/158522.pdf

-総合的判断の理由として挙げる４つの事柄

a) 被ばく線量がチェルノブイリ事故と比べて総じて小さい（だから，影響も小さいはず）
b) 被ばくからがん発見までの期間が概ね 1 年から 4 年と短い（チェルノブイリと比べ短すぎ）
c) 事故当時 5 歳以下からの発見はない（小さい子の方が有病率は高いはず）
d) 地域別の発見率に大きな差がない（地域の汚染度によって有病率は違うはず）

・上記の４つの理由と総合判断には多くの批判がある
（ノーベル賞を受賞した理論物理学者益川敏英も批判する）．

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/46778
http://www.sting-wl.com/category/福島原発事故と小児甲状腺がん
http://www.excite.co.jp/News/society_g/20170311/Litera_2985.html
http://www.windfarm.co.jp/blog/blog_kaze/post-20768

放射線の影響を認めない理由：国連人権委員会からの批判（安定ヨウ素剤配布しなかったこと）
を認めることになるから？ http://hrn.or.jp/activities/fukushima/

(この見解は，訂正する．前ページの追記を参照）
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IPCCの第５次報告

第5次報告（2013）：地球温暖化の原因は人間が出した温室効果

ガスである可能性が極めて高い

IPCC : International Panel on Climate Change
気候変動に関する政府間パネル

・IPCCでは，「極めて高い」という表現は，確率95%以上を意味する，と言う．

・しかし，地球温暖化の「原因発見」は，公害や薬害のように，被害者を集めて検査し，
一般の人々と比べて統計計算できるわけではない．

-「地球と同じ環境の惑星」をたくさん集め，温室効果ガスを出した惑星グループと
出さない惑星グループに分けて，統計計算なんて，できる訳がない．

-「95%」という数字は，統計学でいう「客観確率」ではありえないし，
ベイズ理論で使われる「主観確率」でもたぶん，ない．

-おそらく，専門家達の主観的判断に基づく「確信度」だろう

・科学的に証明されたとは思えないのだが，証明されたかのように説明される一例 （と思う）

・【地球温暖化人為説】に対する基本的ポジションは，【保留=真実はわからない】
ただし，IPCCという組織内の気候学者達の誠実さについては，疑いを持つ．
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・ 20世紀以降の地球温暖化は，人間が排出する温室効果ガス（CO2など）
が主要な原因（気候学者達の主張）

33

地球温暖化人為説

-懐疑論を展開する科学者も多いが，IPCCの気候学者らの組織的

政治活動が成功し，科学的事実であるかのようになった

・ 一番の問題は，IPCC側専門家の出すデータが不確かであること．

-第１次報告（1990）にあった中世温暖期のある気温グラフは，いつの間にか消えた．

-第３次報告（2001）にあったアイスホッケーの気温グラフも，その後消えた．

- 2009年のクライメート・ゲート事件：IPCCがデータを操作したとの疑惑．

IPCCは，疑惑は誤り（解決済）といい，懐疑論者は信用できないという．

- NOAA（米国海洋大気局）による21世紀の気温上昇データの偽造疑惑事件
（2017年２月発覚．Scienceにウソのデータに基づく論文を発表した疑惑）

温暖化論者は「疑惑は誤り」というが，実際の人工衛星データと整合がとれない．

- 20世紀後半の太陽活動について，太陽系の学者が活発になったというにもかかわらず，

温室効果ガス論者は，太陽の活動は低下傾向だったとする．

科学の原則の一つ，客観性に疑問符がつく状況⇒ IPCCの信頼性がゆらぐ

33

IPCC第1次報告書：過去1000年の気温変化

・IPCC第１次報告書には，歴史学，文学，他様々な証拠が示す中世温暖期と
その後の小氷期を表すグラフがあった。

・このグラフによれば，中世の温暖期は（人間起源の温室効果ガスの影響がな
かったにもかかわらず）現在より暖かかった。

IPCC第１次報告書
(1990)より
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IPCC第３次報告：過去1000年の気温変化

気象庁ホームページより（2014年6月）
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オリジナルは，Mannらの以下の研究

M.E.Mann, R.S.Bradley, M.K.Hughes: Northern Hemisphere Temperature During the Past Millennium: Inferences,
Uncertainties, and Limitations, Geophysical Research Letters, Vol.26. No.6, 759-762 (1999)

灰色部分は誤差範囲

・このグラフはホッケースティックと呼ばれ，懐疑論者からの批判の的となった．

・IPCC側は，グラフには± 0.5度の誤差範囲が設定されているので，既存研究の多くが
誤差範囲に収まり，問題ないと反論． 明日香壽川他，地球温暖化懐疑論批判，IR3S/TIGS叢書，

東京大学 (2009) 

・反論に従えば，±0.5度範囲内
に自由に気温グラフを書いて

も誤りでないということに．

-中世の温暖化，その後の小氷期が存在しない

-反論というより言い訳にしか
聞こえない．

・赤い部分は，地表の温度計
データ．測定地点の不適切さ，

ヒートアイランド現象など，
問題点を指摘する者も多い．
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・12の異なる古気候研究結果を重ね、温度計データを接ぎ木したもの。温度計データを除けば，
ESC2002, MSH2005は，1000年頃，（中世温暖期頃）現在とほとんど同じに見える。 36

世界中で計測した地上の気温から求めたもの。米国，カナダ，
欧州，日本のデータが多く、ヒートアイランド現象等、データ
の信頼性には疑問もつきない。例えば、
深井有：気候変動とエネルギー問題、中公新書、(2011)

IPCC第４次報告
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* デンマークの研究者（ススベンスマルク）らが，宇宙線の影
響（太陽磁場の変化）による温暖化説を主張．有力なもう１
つの仮説となっている

- 「宇宙気候学」という新しい研究分野になった

* 欧州原子核研究機構（CERN）が，この仮説を裏付けるため
の実験を行っている．

* 日本でも，立命館大学や神戸大学等の研究者達が，地球
磁場の変化に起因する宇宙線量の変化で過去の気温が
変化したという論文を発表．

37

もう１つの温暖化仮説

http://www.ritsumei.ac.jp/news/detail/?id=562

つづきは，次の資料で．

http://kjs.nagaokaut.ac.jp/yamada/info/globalwarming.pdf
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* 科学者，学者，知識人が誠実，とは限らない

38

「科学に関する様々な言説」について

* お国が常に正しい，とは限らない

* テレビや新聞が真実を明らかにする，とは限らない

実社会では，科学・技術は，「経営」や「組織」のしもべとなることが多い．

もし，【科学・技術的事実・信念】と【組織の利益】が相反したら，

我々技術者・研究者はどうしたらよいか？

社会に責任を持つ
者達の倫理崩壊

- 政治家
- 官僚
- 経営者
- 学者
- マスコミ人

(a)  大切なのは，家族と自分の生活．大切なものを守るために忖度して生きる

(b) 技術者/研究者としての良心はある．でも，自分が損しないよう妥協する

(c)  技術者/研究者としての良心は譲れない．損をしても良心は守る

◯教員個人としては，科学や技術は，国のためとか，組織のためとかではなく，
世界の人々の幸せのために，使ってもらいたい

◯科学・技術が，政治やビジネスや環境と結びつくと，冷静な議論は難しくなる
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