
 

 

事前評価票 

施策等名 海洋汚染等及び海上災害の防止に
関する法律の一部を改正する法律
案 

担当課 
（担当課長名）

総合政策局環境・海洋課海洋室

（海洋室長 馬場崎靖） 
港湾局環境・技術課環境整備計画室

（環境整備計画室長 森川雅行）

海上保安庁警備救難部環境防災課

（環境防災課長 野俣光孝）

施策等の概要 「二千年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に
関する議定書（以下「OPRC-HNS 議定書」という。）」の実施等のため、海洋
汚染等及び海上災害の防止に関する法律（以下「海防法」という。）の一部を改
正する。 

改正の概要は以下のとおり。 
１ 海洋汚染の防止 
 (1) 未査定液体物質の輸送の禁止 
 (2) 海洋施設からの有害液体物質の排出の規制 

(3) 海洋施設等から有害液体物質の排出があった場合等の通報の義務付け 
(4) 大量の油（特定油を除く）又は有害液体物質の排出があった場合の防除措

置の義務付け等 
(5) 有害液体物質汚染防止緊急措置手引書の備置きの義務付け 

２ 海上災害の防止 
(1) 海上保安庁長官による排出された危険物の火災の発生防止等の措置命令 

 (2) 海上保安庁長官による消火、延焼の防止等の措置命令 
(3) 危険物の排出が生ずるおそれがある場合の通報の義務付け及び海上保安

庁長官による当該危険物の抜取り等の措置命令 
【第 164 回通常国会において、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の
一部を改正する法律案」として提出】 

施策等の目的 OPRC-HNS 議定書の実施等に伴い、有害液体物質及び危険物並びに特定油以
外の油による海洋汚染及び海上災害に対して迅速かつ効果的に対処し得る体制
の確立等を図る。 

 関連する 
政策目標 

１２）地球環境の保全 
   

 関連する 
業績指標 

－ 

 指標の 
目標値等 

－ 

施策等の必要性 ○目標と現状のギャップについて分析 
 OPRC-HNS 議定書において、締約国に対し危険物質及び有害物質による汚染
事件に迅速かつ効果的に対応するための国家的な体制を確立することが要求さ
れているところである。 
しかしながら、海防法においては、特定油に関しては、海防法第 39 条におい

て、船長、船舶所有者、荷送人等関係者の講ずべき措置が明記されているが、特
定油以外の油及び有害液体物質に関しては、海防法第 40 条に基づき発せられる
海上保安庁長官の命令に従い所要の措置を講ずることとされているに止まり、海
洋環境に有害な物質や海上災害を惹起する危険性のある物質を日常的に取り扱
うことを生業としている事業者の社会的責任を十分に果たす仕組みとはなって
おらず、汚染事件に迅速かつ効果的に対応するための国家的な体制が確立されて
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いない。 
このため、有害液体物質等の防除に係る船長、船舶所有者等が講ずべき措置、

すなわち法律上の義務を海防法において明確にすることが必要かつ不可欠であ
る。 
また、OPRC-HNS 議定書が対象としている「汚染事故」については、危険物

質及び有害物質が排出された場合のみならず、そのおそれがある場合や排出に伴
う火災や爆発についてもその対象とされていることから、国家的な体制の確立に
際しては、排出のおそれがある場合の措置や火災や爆発への対処についても明確
にする必要がある。 
 
○その原因について分析 
 これまで特定油以外の油及び有害液体物質については、その性状等が判明して
いないもの多く防除手法が必ずしも確立していなかったことから、従来、海防法
第 40 条において海上保安庁長官による防除措置命令が法定されているのみで、
一義的な義務付けはされておらず、迅速かつ効果的な防除を実施し得る国家的な
体制が確立されていないことが挙げられる。 
 
○現状を改善するための課題を特定 
 有害液体物質の不適正な排出があった場合等のマニュアルである「緊急措置手
引書」の船舶への備置きが義務付けられ、また、特定油以外の油及び有害液体物
質の防除に必要なデータベースが構築されたことから、海上保安庁長官の命令を
待つことなく船長、船舶所有者等が自らの責任において応急措置、防除措置を実
施すべきことを義務付けることが可能となってきており、OPRC-HNS 議定書の
要請、近年の技術の向上等を踏まえ、特定油に係る現行の規制体系を基本に所要
の規定の整備を行い、有害液体物質及び危険物並びに特定油以外の油による海洋
汚染及び海上災害に対して迅速かつ効果的に対応するための国家的な体制を確
立する必要がある。 
 
○導入する施策の具体的内容について説明 
 有害液体物質及び危険物並びに特定油以外の油による海洋汚染及び海上災害
に対して迅速かつ効果的に対処し得る体制を確立するため、船長、船舶所有者等
にする防除措置の義務付け、当該防除措置の実施に必要な資材、要員等の確保、
対応マニュアルの備付け等の義務付け、排出のおそれがある場合の海上保安庁長
官による船舶所有者等に対する措置命令を新設するほか、海洋環境保全の見地か
ら、環境大臣の査定を受けていない未査定液体物質の輸送を禁止する等海洋汚染
及び海上災害に関する規制の強化を図る。 

 社会的ニーズ ケミカルタンカー等による事故の多発に伴い有害液体物質及び危険物の流出
事故等に対する対応体制強化の必要性が求められる中、国際的にも OPRC-HNS
議定書が平成 19 年前半にも発効することが見込まれていることから、我が国と
しても早期の議定書の締結及び国内対応体制の強化が必要である。 

 行政の関与 OPRC-HNS 議定書において、締約国に対し危険物質及び有害物質による汚染
事件に迅速かつ効果的に対応するための国家的な体制を確立することが要求さ
れており、国際約束の適確な履行を確保するためには、行政の関与が不可欠であ
る。 

 国の関与 OPRC-HNS 議定書の実施等のための施策であり、有害液体物質及び危険物並
びに特定油以外の油による海洋汚染及び海上災害に対して迅速かつ効果的に対
処し得る体制の確立等のため船長、船舶所有者等に対する防除措置の義務付け、
未査定液体物質の輸送禁止等について定めるほか、特定油に係る現行の規制体系
を基本に所要の規定の整備を行うものであり、国際約束の適確な履行を確保する
ために必要不可欠な規制であることから、特定油に係る規制体系と同様に国の関
与が不可欠である。 



 

 

施策等の効率性  有害液体物質及び危険物並びに特定油以外の油による海洋汚染及び海上災害
に対して迅速かつ効果的に対処し得る体制の確立等のための今般新設する規制
については、その対象範囲を OPRC-HNS 議定書により国際的に対応が求められ
ている危険物質及び有害物質にまで拡大するものであり、特定油に係る規制体系
を基本に、現行の規制体系と均衡が図られているところであることから、船長、
船舶所有者等に対する防除措置の義務付け、未査定液体物質の輸送禁止等につい
て定めることにより、国際約束の適確な履行が確保されることとなる。 
＜効果＞ 
○ 未査定液体物質の輸送の禁止により、その排出による海洋汚染の危険性が低

減される。                （施策等の概要欄１(1)関連）

○ 海洋施設において管理されている有害液体物質の排出による海洋汚染の危
険性が低減される。            （施策等の概要欄１(2)関連）

○ OPRC-HNS 議定書の担保並びに特定油以外の油及び有害液体物質による海
洋汚染に迅速かつ効果的に対処する体制の確立が図られる。 

（施策等の概要欄１(3)～(5)関連）

○ OPRC-HNS 議定書の担保及び危険物による海上災害に迅速かつ効果的に対
処する体制の確立が図られる。     （施策等の概要欄２(1)～(3)関連）

 
＜負担＞ 
○ 現行法においても、未査定液体物質を輸送しようとする者は、国土交通大臣

に届け出る必要があり、実態として環境大臣による査定が行われた後に当該
液体物質を輸送していることから、実質的な負担増となるものではない。 

（施策等の概要欄１(1)関連）

○ 有害液体物質記録簿を新たに備え付ける必要があるが、負担は必要 小限で
ある。                   （施策等の概要欄１(2)関連）

○ 海上保安庁の事務所への通報義務であり、実質的な負担となるものではな
い。               （施策等の概要欄１(3)及び２(3)関連）

○ 海洋汚染発生時の応急措置、防除措置を義務付けるものであるが、今までは
状況に応じた海上保安庁長官による命令により防除措置を実施していたも
のであり、その措置があらかじめ義務付けられたとしても過度の負担となる
ものではない。              （施策等の概要欄１(4)関連）

○ 油又は有害液体物質の排出のおそれがある場合に必要な措置の実施を命ず
るものであるが、油及び有害液体物質への対応としては、その有害性等の観
点から、一度排出されると危険が増加し、その除去等海洋汚染及び海上災害
の防止のための措置の実施には多大な時間と労力を要することとなり、より
安全かつ適確に当該措置を実施するためには、いまだ流出していない段階に
おける措置が も効果的であることから過度の負担となるものではない。 

（施策等の概要欄１(4)関連）

○ 船舶の沈没又は乗揚げに起因して海洋が著しく汚染され、又は汚染されるお
それがある場合に当該船舶の撤去等を命ずるものであるが、海難により有害
液体物質を積載したまま沈没等した船舶についてはその状況により貨物の
通常の抜取り作業が困難な場合があり、安全かつ適確に防除措置を実施する
には船体と一緒に引き揚げることが適当であるとともに、現在日本に入港す
る１００㌧以上の外航船舶には船体撤去に係る費用を担保した PI 保険等に
加入することが義務付けられていることから過度の負担となるものではな
い。                    （施策等の概要欄１(4)関連）

○ 海洋汚染発生に備え、防除資材の備付け等を求めるものであり、負担は増加
するが、海洋汚染を防止するために必要なものであり、今後学識経験者に加
え規制を受ける当事者等を交えた委員会を開催し、その整備のあり方を検討
することとしており、その結果を踏まえ決定することとしていることから適
正な負担となるものと考えている。              

（施策等の概要欄１(4)関連）



 

 

○ 有害液体汚染防止緊急措置手引書を新たに備え置く必要があるが、同手引書
は現在消防法等で規定される「予防規程」等と矛盾抵触するものではなく、
既存の規程の記載内容を修正して同手引書の記載事項を盛り込むことによ
り、本法に基づく同手引書としても扱うことができるため、負担は必要 小
限である。                 （施策等の概要欄１(5)関連）

○ 危険物の排出のおそれがある場合等に必要な措置の実施を求めるものである
が、危険物への対応としては、その引火性の観点から流出した場合には、そ
の除去等海上災害の防止のための措置の実施には多大な時間と労力を要する
ことから、より安全かつ適確に当該措置を実施するためには、いまだ流出し
ていない段階における措置が も効果的であること等から過度の負担となる
ものではない。            （施策等の概要欄２(1)～(3)関連）

 
＜代替手段との比較考量＞ 
○ 船長、船舶所有者等に対する防除措置の義務付け等を行うことにより、義務

付け等を行わない場合（現状維持）と比べ、有害液体物質及び危険物並びに
特定油以外の油による海洋汚染及び海上災害に対して迅速かつ効果的に対
処し得ることができる。 

施策等の有効性 特定油以外の油又は有害液体物質の排出があった場合の船長、船舶所有者等に
する防除措置の義務付け、当該防除措置の実施に必要な資材、要員等の確保、対
応マニュアルの備付け等の義務付け、排出のおそれがある場合の海上保安庁長官
による船舶所有者等に対する措置命令を新設するほか、海洋環境保全の見地か
ら、環境大臣の査定を受けていない未査定液体物質の輸送を禁止する等海洋汚染
及び海上災害に関する規制の強化を図ることができれば、危険物質及び有害物質
による汚染事件に迅速かつ効果的に対応するための国家的な体制が確立される
とともに、海洋環境の保全並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に資するた
めに有効である。 

その他特記すべ
き事項 

○「2000 年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力
に関する議定書」の実施に資するため、海上保安庁、（社）日本海難防止協
会及び（独）海上災害防止センターは、関係分野の有識者等の参加を得て、
平成 17 年 8 月に「HNS 汚染事故への準備及び対応に関する調査研究委員会
（委員長 藤野正隆 東京大学名誉教授）」を設置し、HNS 事故に対する我
が国の防災体制の現状と課題、対策等について検討が行われ、国家的体制の
整備、海上保安庁の体制強化等についての提言が平成 17 年 10 月に取りまと
められており、これを踏まえた施策となっている。 

 
○施策等の概要欄１(2)について、施行後５年を目途として、状況を勘案して検討

を行う予定である。 
改正海防法案附則第５条 

    （検討） 
第五条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法第十八条及び

第十九条の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるとき
は、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な
措置を講ずるものとする。 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


