
寒冷化が来る？！ 
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プラント技術者の会 

大崎功三 



地球気候変動の兆候 

太陽活動に異常が現れてきた！？

平均11年周期で繰り返される黒点のサイクルに異変？

黒点周期「サイクル24」が予想より4年も早く終わり、
「サイクル25」が、2018年になってもなかなか始まらない。

温暖化はもう終わり、寒冷化が始まっているのか？
まだ分からないが、

世界各地で天候異変が起こっている。
それは寒冷化の兆しなのかもしれない。

世界各地の「天候異変の状況」を、

動画「earth catastrophe review 」で見てみよう。



「earth catastrophe review」
『ミニ氷河期の到来』一覧

・アメリカとカナダが史上最悪の北極からの旋風「極渦」
に見舞われている。氷点下50℃近くの場所も 2019/01/28
・サウジアラビアの砂漠がまたも黙示録的な大洪水に襲わ
れている 2019/01/29 

・北極からの旋風『極渦』のメカニズムが「崩壊」してい
る。その中でアメリカは歴史的な寒波となり、北極より寒い
気温の場所が続出 2019/01/30
・観測史上最低気温に近づくシカゴの朝のミニ氷河期的光景

2019/01/31

・ハワイの州立公園で史上初めて『雪』が降り積もる
2019/02/12



・中国の大連の沖で海面が大規模に凍結し、少なくと
も100隻以上の漁船が氷の中に取り残されている

2019/02/17

・サウジアラビアの砂漠に連日の雪。そして、エジプ
トも連日の雪と雹に見舞われる 2019/02/21

・記録的な暴風雪により2億人のアメリカ人が雪と寒波
の影響下に。ラスベガスにさえ雪が降り積もる

2019/02/24
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



・このように今年の冬は世界各地で「寒冷化」と言っ
てもおかしくない様相だ。

・日本はそうでもなかったが、この7月はいつまでも

暑くならず、稲作の作柄が心配されるようになってき
た。

・’93年以来の凶作も心配され始めた。
この先どうなるのか心配である。

・暑い夏になって欲しい！



太陽の異常は極限に ： 異常な短期間でサイクル24が

終焉していたことが、ロシア科学アカデミーの「太陽は
すでに活動極小期に到達した」という発表で明らかに 
                                                              投稿日：2017年12月22日  

12月18日のロシアの 
国営通信社「タス」の報道より 

https://indeep.jp/wp-content/uploads/2017/12/cycle-24-finished.jpg


NASAが「2007年」に発表した 
太陽活動サイクル24の黒点数の予測 

https://indeep.jp/wp-content/uploads/2017/12/sunspot-prediction-2007.jpg


サイクル２４の「9年で終了」は 
黒点観測開始以来の262年間でのタイ記録 

20世紀以降の太陽活動周期の始まりから終わりまでの期間 

 

・サイクル14 （1902年02月〜1913年08月） 周期継続期間 11年5ヵ月 

・サイクル15 （1913年08月〜1923年08月） 周期継続期間 10年 

・サイクル16 （1923年08月〜1933年09月） 周期継続期間 10年1ヵ月 

・サイクル17 （1933年09月〜1944年02月） 周期継続期間 10年4ヵ月 

・サイクル18 （1944年02月〜1954年04月） 周期継続期間 10年2ヵ月 

・サイクル19 （1954年04月〜1964年10月） 周期継続期間 10年5ヵ月 

・サイクル20 （1964年10月〜1976年06月） 周期継続期間 11年7ヵ月 

・サイクル21 （1976年06月〜1986年09月） 周期継続期間 10年3ヵ月 

・サイクル22 （1986年09月〜1996年05月） 周期継続期間 9年7ヵ月 

・サイクル23 （1996年05月〜2008年12月） 周期継続期間 12年6ヵ月 

・サイクル24 （2008年12月〜2017年12月） 周期継続期間 9年（※ 仮） 



1978年からの39年間の 
「黒点数」と「太陽放射エネルギー量」の推移 

https://indeep.jp/wp-content/uploads/2017/12/tsi-declin-2017.jpg
https://indeep.jp/wp-content/uploads/2017/12/tsi-01.jpg


英国ﾉｰｻﾞﾝﾌﾞﾘｱ大学のﾊﾞﾚﾝﾃｨｰﾅ･ｻﾞｰｺﾊﾞ教授 は、「2030
年までに太陽の活動が現在の60％まで減少し97％の確
率で地球が「氷河期」に突入する」と予想している。 

• これは、14世紀半ばから19世紀半ばにかけて世界各地を
襲った「ミニ氷河期」相当の規模になると予想されている。 

• ミニ氷河期が起きた時にはテムズ川やオランダの運河など
が冬の間完全に凍り、飢饉や疾病により多くの死者が出た。 

• この時、ｱｲｽﾗﾝﾄﾞの人口は半減し、ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞのｳﾞｧｲｷﾝｸﾞ植
民地は全滅した。 

• 日本でも、東日本を中心に飢饉が発生し、頻繁に発生した
一揆により幕藩体制が崩壊した。 

• ミニ氷河期で寒さが厳しかったのは1645年～1715年で太陽
黒点が減少した「マウンダー極小期」と完全に一致する。 

• 今後、太陽活動が弱まっていくと、地球全体の気温低下は
ほぼ間違いないと言われている。 



さらに西ｵｰｽﾄﾗﾘｱ大学のｸﾘﾌ･ｵﾘｱ教授も、「太陽黒点と
気候には十分な相関関係がある。太陽の活動ｻｲｸﾙは、
将来の気候変動を予測する上での基礎だ」とし、以下を
述べた。 

• 2015年10月、NASAが「南極大陸では失われていく氷より増え
ている氷の量の方が多い」と発表。･･･これも「ミニ氷河期」が
始まりを告げる証拠かも。 

• 2018年も世界各地で「最高気温」を記録するなど地球温暖化
を裏付けるかのような「異常気象」が起きた。関係者によると、
この地球温暖化現象が「ミニ氷河期」の前触れとも言われてい
る。 

• ミニ氷河期が来ると欧州では気温が１０℃ほど下がると言われ
ている。 

 



IPCCは、そのレポートで、「地球を救うために残された
期間はわずか12年だ」と警告・・・ 
 
そういう強迫めいた宣伝は、もうやめにしてもらいたい！ 

• 「CO2による地球温暖化」が真実であると小さい時から親から
社会から教えられ、信じ込んでしまった子供たち！ 

• 子供たちは自由な発想が出来なくなっている！そして大人た
ちも！社会も！ 

• その代表例が、スウェーデンのグレタ・トゥンベリさん  （１６）
である。彼女は「世界で温暖化対策を」と呼び掛けている。 

• そのうちIPCCは彼女を「ノーベル平和賞」に推挙するだろう！
キット！そうするよ。 

  
• 真実は、「地球は、温暖化と寒冷化を繰り返している」 
  ただそれだけなのだ！  



「IPCCの宣伝」の結果、この少女は・・・ 

IPCCは、その内、この少女をﾉｰﾍﾞﾙ平和賞に推挙するでしょう！ 



「CO2温暖化説」の日本の不都合 

 CO2による「地球温暖化」が真実であると小さい時から教えられ、 
子供たちは、そして大人も、自由な発想が出来なくなっている。 

 IPCCの「CO2温暖化説」は、 “sustainable development”「持続可能

な開発」の理念から採用された国際的政策である。それが「嘘」な
のだから、日本社会は騙され「国際的大詐偽」に会っているのだ。  

具体例を書くと、 

① エネルギー消費型の投資が国内から消え、海外に活路を見付
けようとあせり、日本国の内需は衰退した。 

② 将来の石炭火力のためと言いつつ、意味の全くないCCS(Carbon 

Capture Storage)の研究開発を進めている。・・・IPCCのお勧め事業 

③ CO2排出権の取得で貢ぎ金を献上している 

④ 原子力発電に存立の口実を与えている 

  ・・・などなど、全く腹立たしい！ 
 



IPCCの起源は、リオ地球サミット 

「CO2温暖化説」は、国連の常任理事国が企画し 

“気候変動に関する国連加盟国の政府間パネル”IPCCを
設立し、そして採用した、地球支配のための 

「国際基本政策」である。 
「CO2温暖化説」は、科学的な事実に基づいたものではなく

単なる仮説の一つにしか過ぎない。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

エネルギー資源を分け合うのに 
世界を「低開発国」と「先進国」に分け、 

低開発国に有利にするための方便である。 
ベースとなった「世界のエネルギー状況」は 

下記の三つの図で表現される。 



 
 
  
 

スタッフの日々  
「地球温暖化vs寒冷化」のゆくえ 
2017年3月1日 伊与田  
 
京都事務所の伊与田です。 
2月は各地に寒波が押し寄せました。これだけ寒いと、「ほんまに温暖化してるんかい

な？」と思われる方もおられるかもしれません。中には、インターネットなどで、「地球は
今後寒冷化する」という主張をご覧になったことのある方もおられるかもしれません。 
実際、どうなんでしょう？ 
 
地球は温暖化？それとも寒冷化？ 
「地球は寒冷化する。5年で決着がつく」という主張 

たとえば、いわゆる温暖化懐疑論で知る人ぞ知る丸山茂徳先生（昨年は朝日カル
チャーセンターで講座をされていたようですね）。丸山先生は、2008年9月22日に毎日
新聞の紙上にて、このように話しておられます。 
「地球温暖化の大きな原因が本当に二酸化炭素（CO2）なのかもう少し冷静に議論する
必要がある」 
「これからは寒冷化に向かいます。私が正しいかどうかは、5年後に決着がつくでしょ
う」 

2008年9月22日付毎日新聞 

地質学の分野で業績をあげられた研究者ということですが、ご本人も認めておられるよ
うに、気候科学を専門とされているわけではありません。 
 
さて、当時から5年以上がたちました。実際はどうなっているのでしょうか？ 
 
実際の観測データを見る限り、地球は温暖化している 

最新の観測データを眺めながら再考したいと思います。このグラフは、米航空宇宙局
（NASA）ゴダード宇宙科学研究所（GISS）によるものです（引用元はこちら：GISS Surface 
Temperature Analysis: Analysis Graphs and Plots）。縦軸は温度の偏差、横軸は年を表し
ます。 
画像クリックで元データのウェブサイト（NASA GISS）へ丸山先生が「今後は寒冷化だ」と
発言されていた2008年以降、単年で見れば気温が上がったり下がったりということはあ

りますが、ならした赤線を見ると、温暖化の傾向は続いているように見えます。少なくと
も、このグラフを見て「2008年以降、寒冷化の傾向が現れている」、「もう『寒冷化が正し
い』と決着はついた」と思う方はいらっしゃらないのではないでしょうか。 
 
気候科学の専門家は、地球温暖化の確信をますます強めている 
2013～14年に発表された気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第5次評価報告書
は、2007年に発表された第4次評価報告書と同様、「温暖化していることは疑いの余地
がない」と指摘しています。また、第5次報告書は第4次報告書よりも、より一層強い表
現で、「20世紀後半の温暖化は人間活動に起因する可能性が極めて高い（95％以
上）」と述べています。 

画像出典：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト地球平均気温の観測
データに加えて、気候科学の専門家のコンセンサスという意味でも、2008年以降の5年

間で丸山先生の主張の正しさが証明されるような状況にはなりませんでした。むしろ、
地球温暖化の確信はますます強まっているといえるのではないでしょうか。 
 
2015年に出版された新しい書籍を開くと… 
さて、2008年の新聞紙上で「5年後に決着がつく」とおっしゃっていた丸山先生ですが、
当時の主張について、現在どのように説明されているのでしょうか？ 
丸山先生は、書籍『21世紀地球寒冷化と国際変動予測』を2015年4月に出版されてい

ます（京都府立図書館で借りて読んでみました）。この書籍でも、今後地球は温暖化で
はなく寒冷化するという趣旨の議論を展開されています。 
 
そんな中、私の目にとまったのは次の一文です。 
 
温暖化問題の決着は10年以内につくであろう。 
丸山茂徳著『21世紀地球寒冷化と国際変動予測』（2015年4月11日発行、東信堂）、プ

ロローグ、viページ 
エピローグにも同様の一文がありました。 
21世紀が温暖化であるのか寒冷化であるのかの答えは、5年から10年のうちに自然が
明確にする。 
丸山茂徳著『21世紀地球寒冷化と国際変動予測』（2015年4月11日発行、東信堂）、エ

ピローグ、140ページ 
2008年に「あと5年で決着する」。 
2015年に「あと5～10年で決着する」。 

果たして、あなたは、丸山先生の「地球は寒冷化する」という主張について、どう思われ
るでしょうか。 
 
非専門家が専門家の言説をどう受け止めるか 

私自身は気候科学の専門家ではありません。ですから、自ら観測データを集めたり、
分析を行ったり、シミュレーションを行ったり、気候変動のメカニズムを解明することは
できません。 

専門家ではない私たち市民が、「専門家」の発言の信ぴょう性を科学的に検証するの
はとうてい不可能です。しかし、様々な異なる見解がある中、どの議論がどれくらい正し
そうなのかについて、「公平に」比べて、自分なりに考える態度は必要なのではないで
しょうか。 
 
参考ウェブページ 
•「朝まで生テレビ！」の「温暖化 vs 寒冷化」討論 
•ココが知りたい地球温暖化 
 

2017年11月8日：追記 
Twitterで、「5年程度のデータでは短すぎて長期的な温暖化傾向について結論付ける

論拠にならない」とのコメントをいただきました。私もまったく同意見です（この記事中で、
筆者の見解として「5年間の観測データで温暖化か寒冷化の結論がつけられる」と主張
したつもりはありません）。 
本記事は、丸山先生の「寒冷化」論の信憑性を考えるため、丸山先生の主張（「5年で

寒冷化と決着」論）が仮に正しい場合、その議論と観測データの間に明確な食い違い
があること、そして「5年後に決着」と何年も主張し続けていることのおかしさを指摘しよ
うという意図でした。以上、追記でした。 

２０００年時点での21世紀の石油生産量予測  
Data Source:EIA 

遅くとも2050年には石油生産の“ｶﾀｽﾄﾛﾌｨｰ”が始まると予測 

https://www.kikonet.org/kiko-blog/category/staff
https://www.kikonet.org/kiko-blog/2017-03-01/2235
https://www.kikonet.org/kiko-blog/2017-03-01/2235
https://www.kikonet.org/kiko-blog/2017-03-01/2235
https://www.kikonet.org/kiko-blog/2017-03-01/2235
https://www.kikonet.org/kiko-blog/2017-03-01/2235
https://www.kikonet.org/kiko-blog/2017-03-01/2235
https://www.kikonet.org/kiko-blog/author/iyoda
https://www.asahiculture.jp/shinjuku/course/41230036-3a33-8813-9b2d-572d77671fec
https://www.asahiculture.jp/shinjuku/course/41230036-3a33-8813-9b2d-572d77671fec
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/
http://www.jccca.org/ipcc/ar5/wg1.html
http://www.cger.nies.go.jp/ja/people/emori/nikkei/ecolomycolumn_07.html
http://www.cger.nies.go.jp/ja/people/emori/nikkei/ecolomycolumn_07.html
http://www.cger.nies.go.jp/ja/people/emori/nikkei/ecolomycolumn_07.html
http://www.cger.nies.go.jp/ja/people/emori/nikkei/ecolomycolumn_07.html
http://www.cger.nies.go.jp/ja/people/emori/nikkei/ecolomycolumn_07.html
http://www.cger.nies.go.jp/ja/library/qa/qa_index-j.html
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画像出典：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト地球平均気温の観測
データに加えて、気候科学の専門家のコンセンサスという意味でも、2008年以降の5年

間で丸山先生の主張の正しさが証明されるような状況にはなりませんでした。むしろ、
地球温暖化の確信はますます強まっているといえるのではないでしょうか。 
 
2015年に出版された新しい書籍を開くと… 
さて、2008年の新聞紙上で「5年後に決着がつく」とおっしゃっていた丸山先生ですが、
当時の主張について、現在どのように説明されているのでしょうか？ 
丸山先生は、書籍『21世紀地球寒冷化と国際変動予測』を2015年4月に出版されてい

ます（京都府立図書館で借りて読んでみました）。この書籍でも、今後地球は温暖化で
はなく寒冷化するという趣旨の議論を展開されています。 
 
そんな中、私の目にとまったのは次の一文です。 
 
温暖化問題の決着は10年以内につくであろう。 
丸山茂徳著『21世紀地球寒冷化と国際変動予測』（2015年4月11日発行、東信堂）、プ

ロローグ、viページ 
エピローグにも同様の一文がありました。 
21世紀が温暖化であるのか寒冷化であるのかの答えは、5年から10年のうちに自然が
明確にする。 
丸山茂徳著『21世紀地球寒冷化と国際変動予測』（2015年4月11日発行、東信堂）、エ

ピローグ、140ページ 
2008年に「あと5年で決着する」。 
2015年に「あと5～10年で決着する」。 

果たして、あなたは、丸山先生の「地球は寒冷化する」という主張について、どう思われ
るでしょうか。 
 
非専門家が専門家の言説をどう受け止めるか 

私自身は気候科学の専門家ではありません。ですから、自ら観測データを集めたり、
分析を行ったり、シミュレーションを行ったり、気候変動のメカニズムを解明することは
できません。 

専門家ではない私たち市民が、「専門家」の発言の信ぴょう性を科学的に検証するの
はとうてい不可能です。しかし、様々な異なる見解がある中、どの議論がどれくらい正し
そうなのかについて、「公平に」比べて、自分なりに考える態度は必要なのではないで
しょうか。 
 
参考ウェブページ 
•「朝まで生テレビ！」の「温暖化 vs 寒冷化」討論 
•ココが知りたい地球温暖化 
 

2017年11月8日：追記 
Twitterで、「5年程度のデータでは短すぎて長期的な温暖化傾向について結論付ける

論拠にならない」とのコメントをいただきました。私もまったく同意見です（この記事中で、
筆者の見解として「5年間の観測データで温暖化か寒冷化の結論がつけられる」と主張
したつもりはありません）。 
本記事は、丸山先生の「寒冷化」論の信憑性を考えるため、丸山先生の主張（「5年で

寒冷化と決着」論）が仮に正しい場合、その議論と観測データの間に明確な食い違い
があること、そして「5年後に決着」と何年も主張し続けていることのおかしさを指摘しよ
うという意図でした。以上、追記でした。 
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スタッフの日々  
「地球温暖化vs寒冷化」のゆくえ 
2017年3月1日 伊与田  
 
京都事務所の伊与田です。 
2月は各地に寒波が押し寄せました。これだけ寒いと、「ほんまに温暖化してるんかい

な？」と思われる方もおられるかもしれません。中には、インターネットなどで、「地球は
今後寒冷化する」という主張をご覧になったことのある方もおられるかもしれません。 
実際、どうなんでしょう？ 
 
地球は温暖化？それとも寒冷化？ 
「地球は寒冷化する。5年で決着がつく」という主張 

たとえば、いわゆる温暖化懐疑論で知る人ぞ知る丸山茂徳先生（昨年は朝日カル
チャーセンターで講座をされていたようですね）。丸山先生は、2008年9月22日に毎日
新聞の紙上にて、このように話しておられます。 
「地球温暖化の大きな原因が本当に二酸化炭素（CO2）なのかもう少し冷静に議論する
必要がある」 
「これからは寒冷化に向かいます。私が正しいかどうかは、5年後に決着がつくでしょ
う」 

2008年9月22日付毎日新聞 

地質学の分野で業績をあげられた研究者ということですが、ご本人も認めておられるよ
うに、気候科学を専門とされているわけではありません。 
 
さて、当時から5年以上がたちました。実際はどうなっているのでしょうか？ 
 
実際の観測データを見る限り、地球は温暖化している 

最新の観測データを眺めながら再考したいと思います。このグラフは、米航空宇宙局
（NASA）ゴダード宇宙科学研究所（GISS）によるものです（引用元はこちら：GISS Surface 
Temperature Analysis: Analysis Graphs and Plots）。縦軸は温度の偏差、横軸は年を表し
ます。 
画像クリックで元データのウェブサイト（NASA GISS）へ丸山先生が「今後は寒冷化だ」と
発言されていた2008年以降、単年で見れば気温が上がったり下がったりということはあ

りますが、ならした赤線を見ると、温暖化の傾向は続いているように見えます。少なくと
も、このグラフを見て「2008年以降、寒冷化の傾向が現れている」、「もう『寒冷化が正し
い』と決着はついた」と思う方はいらっしゃらないのではないでしょうか。 
 
気候科学の専門家は、地球温暖化の確信をますます強めている 
2013～14年に発表された気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第5次評価報告書
は、2007年に発表された第4次評価報告書と同様、「温暖化していることは疑いの余地
がない」と指摘しています。また、第5次報告書は第4次報告書よりも、より一層強い表
現で、「20世紀後半の温暖化は人間活動に起因する可能性が極めて高い（95％以
上）」と述べています。 

画像出典：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト地球平均気温の観測
データに加えて、気候科学の専門家のコンセンサスという意味でも、2008年以降の5年

間で丸山先生の主張の正しさが証明されるような状況にはなりませんでした。むしろ、
地球温暖化の確信はますます強まっているといえるのではないでしょうか。 
 
2015年に出版された新しい書籍を開くと… 
さて、2008年の新聞紙上で「5年後に決着がつく」とおっしゃっていた丸山先生ですが、
当時の主張について、現在どのように説明されているのでしょうか？ 
丸山先生は、書籍『21世紀地球寒冷化と国際変動予測』を2015年4月に出版されてい

ます（京都府立図書館で借りて読んでみました）。この書籍でも、今後地球は温暖化で
はなく寒冷化するという趣旨の議論を展開されています。 
 
そんな中、私の目にとまったのは次の一文です。 
 
温暖化問題の決着は10年以内につくであろう。 
丸山茂徳著『21世紀地球寒冷化と国際変動予測』（2015年4月11日発行、東信堂）、プ

ロローグ、viページ 
エピローグにも同様の一文がありました。 
21世紀が温暖化であるのか寒冷化であるのかの答えは、5年から10年のうちに自然が
明確にする。 
丸山茂徳著『21世紀地球寒冷化と国際変動予測』（2015年4月11日発行、東信堂）、エ

ピローグ、140ページ 
2008年に「あと5年で決着する」。 
2015年に「あと5～10年で決着する」。 

果たして、あなたは、丸山先生の「地球は寒冷化する」という主張について、どう思われ
るでしょうか。 
 
非専門家が専門家の言説をどう受け止めるか 

私自身は気候科学の専門家ではありません。ですから、自ら観測データを集めたり、
分析を行ったり、シミュレーションを行ったり、気候変動のメカニズムを解明することは
できません。 

専門家ではない私たち市民が、「専門家」の発言の信ぴょう性を科学的に検証するの
はとうてい不可能です。しかし、様々な異なる見解がある中、どの議論がどれくらい正し
そうなのかについて、「公平に」比べて、自分なりに考える態度は必要なのではないで
しょうか。 
 
参考ウェブページ 
•「朝まで生テレビ！」の「温暖化 vs 寒冷化」討論 
•ココが知りたい地球温暖化 
 

2017年11月8日：追記 
Twitterで、「5年程度のデータでは短すぎて長期的な温暖化傾向について結論付ける

論拠にならない」とのコメントをいただきました。私もまったく同意見です（この記事中で、
筆者の見解として「5年間の観測データで温暖化か寒冷化の結論がつけられる」と主張
したつもりはありません）。 
本記事は、丸山先生の「寒冷化」論の信憑性を考えるため、丸山先生の主張（「5年で

寒冷化と決着」論）が仮に正しい場合、その議論と観測データの間に明確な食い違い
があること、そして「5年後に決着」と何年も主張し続けていることのおかしさを指摘しよ
うという意図でした。以上、追記でした。 

石油の生産実績と将来予測 
2000年時点で、これまでの30年間で2倍になり 

次の30年間でさらに1.6倍になる 
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日本のGDPはこの20年間ゼロ成長、世界経済の中の超落第生に転落

主な原因は誤った財政政策のためデフレから脱却できない為であるが、
CO2温暖化説を信じ込んでいるからでもある。
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イタイプー発電所 見学

700MW×18基
=12､600MW
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