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地球環境リスクに関する情報の比較整理と評価 
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1．はじめに 

今年の洞爺湖サミットにも象徴されるように、ここ数年

地球温暖化問題が国際社会の中心的話題となっている。

テレビ等のマスメディア上でも「エコ」が大々的に宣伝さ

れており、(1)地球温暖化が起きていること、(2)地球温

暖化がすると人類の生存が著しく脅かされること（海面

上昇、自然災害多発、疫病増大等）、(3)地球温暖化の

原因が CO2 であること、は全て疑いようの無い科学的事

実として社会に受け入れられている。しかし、その一方

で、これらの通説に対して科学的な根拠を以って疑問を

投げかける学者も少なくない。実際、地球温暖化 CO2 起

因説を否定する本は数多く出版されており、そのうちの

一冊は 30 万部を超える売り上げを記録するなど、その

社会的影響は無視できないものとなりつつある。 
本研究は、地球温暖化 CO2 起因説とそれに対する懐

疑説双方の論拠を検証することで、なぜそのような見解

の対立が生じるのか、さらにはどちらの言説が科学的に

信頼のおけるものであるのかの検討を目的とする。 
 

2．研究の目的 

上記のように、通説とされている主張は実際には不確

かである。その原因として、通説はすべての科学者の

合意を得た仮説ではなく、少なからず否定や強く疑

う意見もある一つの仮説であると言える為である。

多くの科学者の意見を一つの主張にまとめるため、

少数意見が排除されることや、あいまいな表現とな

ってしまうことなどがある。国際的な温暖化に関す

る研究集団である IPCC には、各国の政府に推薦され

た科学者、政策決定者が数千人参加しており、意見

を発信するには他メンバーの査読を通過しなければ

ならない。実際に IPCC 等の報告書は、政策の議論を

する上で必要な、事実認識の合意の目的で作られてお

り、 細部まで考えを統一しようとはせず専門家の意見

の多くを内に含むように幅の広い表現になっている。 
また地球温暖化論争においては政策によって利益や

損失を被る業界からの圧力や支援の影響下で言論を行

う人、国からの支援や研究費の獲得などの目的のため

に温暖化危機を煽る人、奇を衒った主張で注目を集め、

印税収入を目論む温暖化懐疑論を唱える人もいる。こ

のような立場による主張は各人の政治的背景によるも

のであり、科学的な視点からの主張とは必ずしも整合性

があるものではないため、議論を不確かにする原因の

一つとなっている。 
不確かである情報や、偏った情報のみを頼りに行動

すると、見当違いの対策を施し多額の損失を被る、対策

の選択肢を狭める、不利益を被るなどのリスクが考えら

れる。また、本質や原因を究明するには、反対意見など

の多角的な意見を知ることが不可欠である。 
そこで、単一的な視点や立場によらない公正な視点

から見た情報が、リスクを減らし自分たちの生活の指針

を決める上で必要だと考える。 
以上のことから本研究では、政治的背景よる主張を

排除し、反対意見を含めた多くの視点からの意見を集

め、情報を整理することによって各々の行動の指針を決

める助けになるような情報を提供することを目的とする。 
 

3．研究の手法 

本研究における調査の手法は(1)文献調査、(2)インタ

ビューの二段階からなる。第一段階の文献調査では、

地球温暖化 CO2 起因説と懐疑説の書籍を読み比べ、そ

れぞれの主張点を整理する。これにより、見解の対立が

生じる主要因を抽出する。第二段階にではその情報に

基づき、地球温暖化問題に関する研究を行っている多

数の研究者（主に大学院生）に対しインタビューを行う。

そこで、地球温暖化問題に対する個々の研究者の見解

を聴取する。 
その際に、そのインタビューの内容を 30 年後公開す

ることを許諾するかどうかも確認する。対象を若手研究

者に絞ったのは、現時点においては研究費獲得などの

政治的な圧力から自由であり、中立的な意見を得られ

ることが期待されるからである。また 30 年後の社会にお

いて言論責任を問うことで、発言の信憑性を評価し、よ

り中立的な主張集めることを目的とする。30 年という期

間の理由は、温暖化論争もある程度決着がつくと予

想されるうえ、今回インタビュー対象となった若手

研究者も指導的な地位に属していると考えられるか

らである。 
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4．調査の内容 

4．1 文献調査 
はじめに文献調査として、地球温暖化に対して賛成

派、懐疑派の双方の書籍[1-21]の記述を分析した。これ

らの書籍の筆者は主に大学の教授や、専門家によって

記されたものに限定した。これらの書籍を通して、CO2が

温暖化の要因としているものと、CO2 以外の要因につい

てまとめたものを 5.1.1 で述べる更に地球温暖化が実際

に起きた際に起こる影響、地球温暖化に対する対応策

について各書籍の主張をまとめた。 
議論の争点となっている温暖化の要因についてまと

め、インタビューの内容とした。 
 

4．2 インタビュー 
 実際に大学で環境に関する研究を行っている若手研

究者、特に博士課程に在籍する者に対してインタビュー

を行った。指導教官が肯定派である９研究室、指導教官

が懐疑派である３研究室にインタビューの依頼をした。

結果、肯定派４研究室からはインタビューの承諾を得た

が、懐疑派の３研究室については個人では温暖化二酸

化炭素起源説に懐疑の立場を取るが、研究室のテーマ

としては懐疑説の調査をしていないということで全ての

研究室にインタビューを断られた。最終的に肯定派４研

究室、５人の学生にインタビューに応じて頂いた。インタ

ビューの際には記録用に動画や音声を記録した。質問

の内容として CO2 起因でない温暖化要因と考えられる

主張に対するコメントと、温暖化問題に対する見解を得

るために以下の項目を用いた。 
 

・インタビュー対象者の研究内容の要約 
・二酸化炭素の温暖化に対する寄与度は何％か 
・温暖化によって悪影響を被る人は全人口の何％か 
・地球温暖化の二酸化炭素以外の要因（太陽活動、エ

アロゾル、宇宙線、北極振動、ミランコビッチサイクル）

についての意見 
・インタビューの際記録した資料を温暖化論争終了後に

公開することの可否 
 なお、インタビュー時の記録は温暖化論争終了後に

NPO 言論責任保証協会から知の欺瞞博物館の資料と

して陳列される予定である。 
 
5．調査の結果 

5.1.文献調査の結果 

5.1.1 地球温暖化の原因 

地球温暖化の原因として、調査対象とした文献群に

おいて、CO2 以外で温暖化の要因とされるものとし

て、太陽活動、宇宙線、エアロゾル、北極振動、ミ

ランコヴィッチサイクルによるものが記載されてい

た。（表１）それぞれの要因について以下に纏める。 
 
＜太陽活動＞ 
太陽活動の変化によって、海水温度の上昇が起きるこ

とで、海水中の CO2 が溶け出し濃度が上昇する。また太

陽表面の活動が活発なときは気温が高く、太陽黒点周

期が長いときは気温が低くなるデータも存在する。 
 

CO2 太陽活動 宇宙線（雲の発生） エアロゾル ミランコビッチC北極振動 CO2以外の温室ガス
地球温暖化の真実 影響あり ＣＯ２の増加がないと 雲の影響大（気温低下影響大（気温低下）× × 水蒸気、海の影響大

人為的なものかは不明説明不可
環境にやさしいのは誰？ エコの基準として定義 × × × × × ×

「温暖化を」食い物にする人々温暖化の要因 黒点数と気温の相関あ 影響あり × × 異常気象の原因 ×
温暖化が引き金に

地球温暖化のウソとワナ 影響はあるが 太陽の周期が気候に影相関あり（未だ未確認 寒冷化、異常気象 × 一部地域の気候変化着色エアロゾルは
その程度は小さい 雲は取扱いが難しい の要因 太陽活動が関与 温室効果あり

パチャウリ　ＩＰＣＣからの警告 温暖化の要因 × × × × × ×
環境問題のウソ 非人為的 影響あり × × × × ×

環境問題のウソのウソ 温暖化の要因 影響あり × なんらかの影響あり× なんらかの影響ありある程度影響あり
地球の直し方 温暖化の要因 × × × × × 人為的要因

入門環境経済学 温暖化の要因 × × × × × ×
環境危機をあおってはいけない温暖化の要因 温暖化の要因 温暖化の要因 影響大（気温低下）× × ×

さらに進む地球の温暖化 温暖化の要因 × × × 自然的な要因自然的要因が関与 自然的な要因もあり
環境の科学 温暖化の要因 × × × × × ×

暴走する「地球温暖化」論 気温変化の結果として 温暖化の要因 × × × × ×
濃度上昇

京都議定書と地球の再生 温暖化の要因 × × × × × ×
地球温暖化地獄 温暖化の要因 × × × × × ×

環境危機は作り話か 温暖化の要因 × × × × × ある程度影響あり
環境問題の杞憂 温暖化の要因 中世寒冷化が説明可 × × × × ×

CO2温暖仮説は間違っている 関係無し × × 温暖化の要因 × × 水蒸気の影響大
地球温暖化は止まらない 影響はあるが 温暖化の要因 温暖化の要因 × × × ×

その程度は小さい
地球温暖化を考える 温暖化の要因 × × × × × ×

「地球温暖化論」に騙されるな 影響軽微・温暖化の結 影響大 影響大 影響大（気温低下）影響あり × 少し影響あり
濃度上昇 （雲増加→気温低下）

温暖化の要素
書籍名

表 １ 温暖化の要因 
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＜宇宙線.＞ 
宇宙から飛んでくる高エネルギーの放射線を指す。こ

の宇宙線は大気をイオン化することによって雲の生成に

相関があることが示されている。この作用は太陽風（太

陽から放出されるプラズマの流れ）が強くなれば宇宙線

が弱くなる事が知られており、その結果地球は太陽の熱

で暖められやすくなる。 
 

＜エアロゾル＞ 
エアロゾルとは大気中に浮かぶ液体や、固体の細か

い粒子を指す。この中で有色もの（ススなど）は太陽光

を吸収し、大気の温度を上げる働きがある。一方で雲の

ように白色のものは光を反射する作用も考えら得る。こ

のように気象モデルを複雑にする要因といえる。 
 

＜北極振動＞ 
極渦（北極の低気圧）の変動で、その作用によって南

方から吹き込む風によって欧州が温暖になるなどの地

球規模の気候に影響を及ぼす。北極域の気温上昇の

原因の一つと考えられている。また太陽磁気活動との

相関も確認されているが、そのメカニズムは不明であ

る。 
 

＜ミランコヴィッチサイクル＞  
  地球の公転軌道は楕円を描く為、太陽との距離は一

定でない。その為地球に届くエネルギーの量も一定では

ない。その影響によって周期的に気温の変化が起こる。

また地球の自転軸が傾いていることから、コマふり運動

が発生し、周期的な変化が起きると考えられる。 
 

5.1.2 温暖化の影響と対策 

温暖化による影響と対策について各文献の主張ごと

にまとめた。（表２）地球温暖化の影響には、まず平均気

温の上昇があるとされている。それに伴い、氷の融解に

よる海面上昇や、気候変動による風水害、生態系の変

化による害虫の増加や感染症の流行などがあるとする

意見がある。しかし一方では悪影響だけでなく、今まで

寒冷な土地が温暖になり食料増産が可能になるという

意見もある。また、温暖化の影響は微々たるものである

という意見もある。 
 温暖化対策については、二酸化炭素をいかに削減す

るかが主流の考え方である。具体的な例としては、排出

する炭素に関して炭素税を課す方法、二酸化炭素排出

の多い火力発電の代わりに原子力発電、太陽光発電や

風力発電を増やす方法等が挙げられる。 
これら温暖化被害と対策についての意見の傾向とし

て、CO2 温暖化起因説肯定派は甚大な被害に発展する

とする主張が多く、そのために CO2 を早急に行い、考え

られる最悪のシナリオに対応する努力をすべきとしてい

る。対して懐疑派は被害についてはそれほど波及しない

と主張するものが多数を占めた。また対策についても同

様であり、CO2 削減ではなく技術発展を促すようなことが

必要であるとしており、経済負担を負ってまで短期的な

CO2 対策をおこなうことに懸念を示している。 
また双方の意見の一致する箇所としては、技術発展

を行っていき省エネルギーを促していく必要性があると

訴えている点が挙げられる。このことは温暖化問題はエ

ネルギー問題と深い関わりがあり、持続可能な社会にし

ていくためには必要不可欠としている。またその他の点

としては京都議定書について、双方からその数値的な

有意性が薄いという意見に一致が見られた。 

地球温暖化の真実 破綻はしない、順応すべき 大した意味はない、変化に対して冷静な対応を 気象学の見地から、比較的中立的な意見
全員で使用するエネルギー三割減

環境にやさしいのは誰？ × 海外の事例に基づくより日本の文化に合った独自の政策を ドイツとの文化の違いをもとに対策を検討
物質的な豊かさから、精神的な豊かさへ エコに対する意識の違いがメイン

「温暖化を」食い物にする人々 気候の変動、被害は少ないが一部では危機的な状況 原子力発電が終着点 双方の意見はあくまでも仮説
地球温暖化のウソとワナ 予想よりも気温上昇は起こらない ＣＯ２対策は無意味 太陽活動、北極振動が主たる原因

穀物の生産向上 各々の問題にあった対策を 温暖化問題はスキャンダルに終わる
パチャウリ　ＩＰＣＣからの警告 大変なことに 京都議定書を順守、遂行 新エネルギーの開発に提言

環境問題のウソ あまり影響がない可能性もある。よくわからない 効果はあまり期待できない 地球温暖化は自然の周期的なもの
環境問題のウソのウソ 予測不可能。既存の脅しほど恐ろしくはない 省エネ ウソに対する批判

地球の直し方 悪いことだらけ(資源、工業…なくなる) システムの革新 シミュレーションについての記述が多い
入門環境経済学 記述なし 炭素税等の政策 主に政策的解決についての記述

環境危機をあおってはいけない 際立って出ることはない まずは現状を見極める 総合的な立場からの批判
さらに進む地球の温暖化 極端現象の増加 後悔の無い対策が必要 気象変化から温暖化への検討

環境の科学 気温、海水面、海水温上昇、海氷面積の縮小、植生、水循環、健康将来のCO2量と影響は想像を絶するため早急な対策が必要 温暖化肯定派の中で京都議定書の非有効性に言及

暴走する「地球温暖化」論 恐怖による支配・京都議定書は無意味 根拠不明な理論や疑わしい対策が一方的に実行さ
れる京都議定書と地球の再生 「後悔しない対策」（炭素税、排出権取引、規制的措置）が必要京都議定書の仕組みについて記述

地球温暖化地獄 海の酸性化、海温上昇に伴いメタンが噴き出す、 温室効果ガス80％削減、 京都議定書は限定的な効果
環境危機は作り話か 言及はないが、対策は必要としている 炭素税。原発には反対 温度上昇２度未満を目指す

環境問題の杞憂 累加的影響（平均気温の上昇等）と不可逆な影響（南極氷床の崩壊環境税 主張というより温暖化の説明の本
CO2温暖仮説は間違っている 海面上昇の影響は少ない。あまり影響は無い なし 空冷効果について言及

地球温暖化は止まらない × 京都議定書には懐疑的 氷床コアの記録を太陽活動周期説の根拠にしている
地球温暖化を考える 海面上昇の上昇が顕著。雨の振り方にも影響 炭素税、自動車の利用の抑制 自動車に恨みをもつ筆者

「地球温暖化論」に騙されるな 歴史的には今より気温が高い時代もあり、さほど心配する必要なし今後２０３５年まで寒冷化に向かうので、むしろその対策が必要地球物理学の視点からの本
ただし、資源枯渇のため省エネは必要→人口抑制

書籍名 温暖化の影響 CO2削減の対策 その他特記すべき事項

表 ２ 温暖化の影響と対策 
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(%) A氏 B氏 C氏 D氏 E氏
CO2寄与度 60 80 90 70 65

温暖化影響度 60 60 30 20 70

5.2 インタビューの結果 

前途の文献調査で得られた、CO2 以外の 5 つ温暖

化の要影響と対策に要点を絞り、インタビューによ

って実際に環境をテーマとし、現場サイドで働く若

手研究者に具体的な意見を伺うことにした。対象と

したのは大学院博士(後期)課程に在学する男女 5 名

である。 
 
5.2.1 対象者の研究内容 

 5 人の研究内容は以下のようになっている。 
 
A 氏：国際環境条約の形成要因について（京都議定書

含む） 
B 氏：家庭部門の CO2 削減 
C 氏：省エネルギーと CO2 対策 
D 氏：経済とエネルギー消費の関係 
E 氏：アジア・モンスーンの水循環と食物の影響解析 
 
5.2.2 CO2の寄与度温暖化の影響 

 二酸化炭素の温暖化に対する寄与度とそれにより深

刻な悪影響を被る世界人口のパーセンテージに関する

質問に対しては、以下の表 1 に示すような回答が得られ

た。 
 
 
 
  

書籍調査の段階では、二酸化炭素の寄与度と温暖化

の悪影響に関しては、肯定派は寄与度大きいかつ悪影

響大が大きい、懐疑派は寄与度小さいかつ悪影響が小

さいという対照的な傾向が見られる。このインタビュー結

果では二酸化炭素の寄与度に関しては全員 60 ％を超

えているが、悪影響を受ける人口の割合に関しては値

に幅がある結果が得られた。 
 
5.2.3 各要因における意見の関係 

ここでは得られた情報を分析し、CO2 温暖化起因説に

対抗する太陽活動、エアロゾル、宇宙線、北極振動、ミ

ランコヴィッチサイクルの 5 つの要因についての主な意

見を纏め図示した。ただし分類として、CO2 が温暖化の

原因としているものと、そうではないものについて二分し、

CO2 起因説を支持する意見を左、要因を支持する意見

を右に配置した。この 5 つの要因のなかで、宇宙線、北

極振動、ミランコヴィッチサイクルについては今回のイン

タビューではあまり情報が得られなかった。 

まず現状の CO2 の影響で分けて考察すると、上記の

各要因は図 1 の様になる。ここにあげられる京都議定書

は、二酸化炭素を含む温室効果ガスについて法的拘束

力のある数値目標を各国毎に設定掲げている点から

CO2 起因説に含むものとした。その他の不確実性の大

きい要因として挙げているのについても IPCC の第 4 次

報告書で議論は行われている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 に示す太陽活動について、インタビューでは 1958
年〜1988 年の気温変化と CO2 濃度変化のグラフを資料

として用いたが、もっと長期的な観測でないと信頼でき

ないという意見が多数あった。しかし、要因となる現象自

体は起こりうることであり、これからの真相の究明が必

要と位置づけられると考えられる 
 
 
 

表 1 CO2 寄与率と影響度 

図 1 各要因の関係 

図 2 太陽活動 

太陽活動 

エアロゾル 

宇宙線 

北極振動 

ミランコヴィッチサイクル

CO２ 

京都議定書 

CO２起因説 他の要因 

長期的な視点から見れば

必ずしもそうとは言えない 

太陽活度により気温上昇

 

海水から CO2 発生 
グラフ通りならもっと温度

が上昇してないとおかしい 太陽活動の活性化は事実

温度が高いと CO2 が放出

されるのは事実 
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 図 3 のエアロゾルに関しては実際には IPCC の第 4 次

報告書には廃棄ガス等の影響が考慮され、相当よく定

量化されているとしている。しかしインタビュー意見にも

あるとおり、雲等の専門家にも予測が困難な不確定要

素についても扱われている。これらの要素は気候変動

に与える役割の物理的理解が不完全であるとされてい

る。その為、懐疑派は不確実性を含んだシミュレーショ

ン自体の有意性を疑問視している 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4~6 の宇宙線、北極振動、ミランコヴィッチサイクル

に関してはインタビューではあまり意見が得られなかっ

た。ミランコヴィッチサイクルに関しては周期性が現在の

気温上昇に合わないと疑問として挙げられており、北極

振動も温暖化への影響を受けているのか与えているの

かわからないとの意見を得られた。またインタビューに

用いたグラフは相関のみを示しているため、信憑性に乏

しいとする意見も見られた。 
 
5.2.4 温暖化問題に対する意識調査 

次にインタビューを行った A、B、C、D、E に地球温暖

化という問題に対してどのような考えを持っているかに

ついてまとめた。 
 
A 氏 
 IPCCの4次報告書は世界の科学者の総意であり信憑

性が高いとした。その観点から CO２が地球温暖化に及

ぼす影響は大きいと考えている。しかしその一方で、

CO2 以外の温暖化の要因についてもどの程度影響が波

及するかについても検討する必要性を訴えていた。また、

A 氏の指導教官は過去には懐疑派の立場を取っていた

が、IPCC の報告書を読み立場を肯定派に移した。 
 
B 氏 
IPCC が 4 次報告書で CO2 が地球温暖化の主要因とし

たシミュレーションは重要であるとした。しかし一方で懐

疑派を含む各要因については、実際の現象に対して、

理論（原因の解明）が追い付いてないことを指摘した。こ

れら報告書に含まれない不確定要素については対処の

しようが無いとしている。しかし今予想される最悪の事態

を想定し、それに対して努力を行う必要性を強調した。

また同氏は懐疑派の人々の著作も通読しており、コメン

トとして不確定要素についてばかり反義を唱えるが、実

質的な対策について述べていない点について不満を述

図 3 エアロゾル 

図 4 宇宙線 

図 5 北極振動 

図 6 ミランコヴィッチサイクル 

ＩＰＣＣの方が信頼できる 雲などの白色エアロゾル

は地球に入る日光を反

射し寒冷化作用を持つ 
雲の影響がＩＰＣＣの 4 次

報告書に含まれず疑問 

雲が気温低下を促す 

黒色エアロゾルはヒートア

イランドに影響 

人工の有色エアロゾルは

地球に入る日光を吸収し

温暖化作用を持つ 

温暖化に従って雲は増加 

雲の予想はできないから

シミュレーションが難しい

のにどのように予測して反

論しているのか？ 

相関はとれているが理論

が追い付いていない 

太陽活動活性化により宇

宙線が減少しその影響を

受ける雲の発生が減少 
データをどうやって出した

かが分からない 宇宙線の影響はともかく、

太陽活動の活性化は事実

100 年オーダーの温度変

化の説明にならない 

太陽と地球の距離が地

球の公転軌道によって近

づき、温暖化が起こる 
長期的なスパンで見る 

必要性がある 

急激な温暖化の 

説明ができない 

信憑性に乏しい 北極の気圧変化が地球

全体に影響を及ぼす故

の温暖化 
原因なのか 

結果なのか不明 

北極振動自体は気象学の

中ではメジャー 

北極圏から周辺地域への

影響は一般的にあり得る
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べていた。 
 
C 氏 
 地球の自然活動が温暖化に与える影響については疑

心的であった。その根拠として CO2 に起因する温暖化を

唱える研究者は世界中に存在し、データも豊富である。

一方で懐疑派が証拠とするデータは少なく、一部の局所

的なデータで指摘を行うことに対して信憑性に乏しいと

している。また懐疑を唱えるだけで実際の行動を起こし

ていない点を非難していた。CO2 削減の政策に関しては

世界的な合意を得られたことに関しては評価している。

一方で削減目標などの数値的な意味合いがないとして

いる。同氏は先進国での人的被害は少ないが、経済活

動を考慮する必要があると指摘した。 
 
D 氏 
 IPCC の報告書は氷床コアや衛星観測などを合わせて

行うことによって科学的な見地からも信憑性が高いとし

ている。また懐疑派が証拠とするデータはそのほとんど

が相関関係であり、結論として唱えるには説得力に欠け

るとしている。CO2 削減については世界で被害を受ける

人がいるならば対策を行うべきとしている。しかしながら

京都議定書については CO2 を削減する観点からすれば

有意性は薄いとしている。 
 
E 氏 
 近年 100 年間の地球温暖化は人為的な影響が含まれ

るという認識をもっている。その影響については、海面

上昇という話題が数ある影響の中で一方的に取り上げ

られることを疑問視していた。その為もっと冷静に各要

因について影響の度合いを確かめる必要があるとして

いる。またそれが実現すれば、対策もより効率よく行え

るとしている。今後の温暖化の対策を行っていく上で経

済活動よりも持続可能な社会を作ることが重要としてい

る。その為には技術開発よりも、一般の人間が省エネル

ギーを意識するような取り組みが必要であるとコメントし

た。 
 
5.2.5 30 年後の公開について 

 今回インタビューを行うにあたり、記録した資料（映像、

音声）を温暖化論争に決着が終了後に公開することの

是非についてインタビュー終了後に尋ねた。手法として

は、NPO 言論責任保証協会から知の欺瞞博物館の資

料として実名公開を含み陳列されるというものである。

結果として、インタビューを行った 5 名に関しては全員承

諾を得ることができた。 

6 考察 

 肯定派と懐疑派は温暖化の原因や影響を巡って基本

的に意見が対立しているが、意見の一致する話題もあ

った。 たとえば、京都議定書の有効性については双方

が否定的であった。勿論、肯定的な言及もあったが、そ

れはあくまでもスローガンとしての効力を期待したもので

あり、二酸化炭素の本質的な削減能力を評価したもの

ではない。一方で双方の支持を得た温暖化対策は省エ

ネルギーであった。電力量を抑える事は二酸化炭素排

出の抑制はもちろんのこと、エネルギー資源の節約とい

う大きな問題への対策ともなるである。  
今回の調査全体を通して最も印象的なのは IPCC の

存在の大きさである。調べたあらゆる書籍、インタビュー

した全ての研究者が IPCC に言及していた。マスメディア

の取り上げるいわゆる「温暖化問題」も IPCCの調査とそ

こから予想される将来に関するものが多く、IPCC が地

球温暖化問題の一つの基準である事は明白である。こ

のことはインタビューの際にはっきりと確認された。今回

インタビューに応じた研究者は全員肯定派であるが、彼

らの意見の多くは IPCC の判断を正しいということを前提

で述べられていた。特に顕著だったのがエアロゾルの影

響に対する見解で、IPCC の言及していない事に関して

は否定するか、判断を保留する態度が多く見られた。こ

の態度は、個人の判断よりも IPCC という組織のもつ膨

大なデータと厳しい検閲に基づく判断の方がより信頼で

きるという合理的なものであるといえなくもない。 
しかし地球温暖化問題は非常に複雑でメカニズムを

完全に把握するのは困難であり、多くの説は仮説に過

ぎない。このような状況において、データの量や検閲の

精緻さ等の二次的な事実を本質的な原因であるかのよ

うに扱って説を展開するのは危険だという見方もある。

肯定派の意見も懐疑派の意見も、真相が分からないう

ちは、少なくとも研究レベルにおいては、双方の仮設は

同様の重みをもたせ、ともに厳しい科学的検証を重ねる

必要がある。しかし、研究者の間においても IPCC は揺

るがぬ基準として存在しているのが現実である。 
 書籍調査の段階で、肯定派研究室と懐疑派研究室の

間には研究予算の差があるのではないかと予想してい

た。日本政府は京都議定書に署名・締結をしていて温

室効果ガス削減の方針を打ち出しており、企業も CO2 削

減を中心とした「エコ」をスローガンとした商品に傾力し

ている。このような状況では、懐疑派は世論的に孤立し

た状態にあるといえる。 
 実際に懐疑派の教授 2 名（いずれも今回文献調査の

対象となった著書の著者）に直接話を聞いたところ、両

名とも温暖化研究を教授の個人研究として行っており、
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研究室単位では温暖化問題を扱っていないことが判明

した。これは研究目的が政府や企業の求めるシナリオ

から外れていては、組織立って懐疑論的研究を進める

事は予算的に厳しい現実を示していると言える。ただし、

逆の見方をすると、将来実証されて脚光を浴びるであろ

う学説に関わる研究であれば、研究室の学生にもテー

マとして与えるはずであり、教授の個人研究に留まって

いる現実は、懐疑派が自説に十分な確信を持てていな

いことの現れであるとの解釈も成り立つ。 
 
7. まとめ  
 本研究は、温暖化問題を二酸化炭素が原因であると

いう事を肯定する側と、懐疑する側二つの視点に立って

意見の相違を調査した。 
書籍調査の段階では温暖化の原因が CO2 以外にも

存在することを確認した。インタビューを通して、若手の

研究者は IPCC の主張を基準としており、CO2 が地球温

暖化の主要因であることが、研究においても常識として

捉えられているということが確認された。また 30 年後に

おけるインタビュー資料の公開について全員から許可

が得られた点から、自身のスタンスに自信を持っている

ということが言える。一方で被害の程度に関しては個人

的な解釈に差異があった。 
 定説とされている主張も仮説であり、温暖化問題は複

雑でメカニズムを完全に把握するのは非常に難しい。そ

のような問題の原因や影響が不確かな現状の中では反

対意見も含めて平等に議論されることが望ましいが、実

際では予算や政治的理由などによって平等に研究する

ことは難しいということが現状であった。マスコミや政治

的効果の目的による主張を鵜呑みにすることなく、問題

の背景を知り、自分なりの判断基準をもとに行動してい

くことが、情報やバイアスに振り回されるリスクに対応す

るために重要である。 
 
謝辞 
 本研究を進めるに際し、お忙しい中丁寧にご指導して

くださった掛谷英紀先生。ならびにインタビューにご協力

いただいた方々に深く感謝いたします。 
 
参考文献 
 
1.住明正: 地球温暖化の真実―先端の気候科学でどこ

まで解明されているか. ウェッジ選書. 
2.伊藤公紀, 渡辺正: 地球温暖化論のウソとワナ. ベス

トセラーズ. 
3.「温暖化」を食いものにする人々. 別冊宝島：宝島社. 

4.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: 暴走する「地球温暖化」論.,
講談社. 

4.丸山茂徳: 「地球温暖化」論に騙されるな. 講談社. 
5.S・フレッド・シンガー デニス・T・エイヴァリー: 地球温

暖化は止まらない. 東洋経済新報社. 
6.槌田敦: CO2 温暖化説は間違っている(誰も言わない

環境論). ほたる出版. 
7.山崎清、他多数: 環境危機はつくり話か. 緑風出版. 
8.山本弘: “ 環境問題のウソ”のウソ. 楽工社. 
9.ラジェンドラ・パチャウリ 原沢英夫/著: 地球温暖化 

IPCC からの警告. NHK 出版/刊. 
10.山口 勝三・菊地 立・斎藤 紘一: 環境の科学―わ

れらの地球、未来の地球. 培風館; 改訂版版. 
11.カールハインツフォイヤヘアト(著), 中野加都子(著), 

Karl Heinz Feuerherd(原著): 環境にやさしいのはだ

れ?―日本とドイツの比較. 技報堂出版. 
12.小宮山宏: 地球持続の技術. 岩波書店. 
13.日引聡, 有村俊秀: 入門環境経済学―環境問題解

決へのアプローチ. 中央公論新社. 
14.宇沢弘文: 地球温暖化を考える. 岩波新書. 
15.デニス・メドウズ、枝廣淳子（訳）、ドネラ・H. メドウズ: 

地球のなおし方. ダイヤモンド社. 
16.山本良一: 温暖化地獄. ダイヤモンド社. 
17.ビョルン・ロンボルグ 山形浩夫（訳）: 環境危機をあ

おってはいけない. 文藝春秋. 
18.住明正: さらに進む地球温暖化. ウェッジ選書. 
19.松橋隆治: 京都議定書と地球の再生. NHK出版. 
20.池田清彦: 環境問題のウソ. ちくまプリマー新書. 
21. IPCC, 2007 IPCC, Climate Change 2007: Technical 
Summary, Intergovernmental Panel on Climate Change, 
Geneva (2007). 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


