
 

 

平成２１年度遠洋漁業関係研究開発推進特別部会（外洋資源関係） 報告書 

 

会議責任者 遠洋水産研究所長 

 

１ 開催日時及び場所 日時 平成２１年１１月２７日１３：００～１７：３０ 

           場所 中央水産研究所（横浜）３階講堂 

 

２ 出席者所属機関及び人数     ８機関 ２９名 

 

３ 結果の概要 

 

議 題 結 果 の 概 要 

開会の挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遠洋水産研究所におけ

る第二期中期計画の概

要と重点事項 

 

 

 

 

 

 

外洋資源に関する研究

成果・ニーズ・連携に

所長より、本部会の位置づけと意義、及び本年度は論点を絞っ

た論議ができるように、外洋資源とマグロ資源関係に分けて部会

を開催することになった旨の説明があった。また 近の外洋域に

おける漁業と生態系をめぐる多岐に渡る問題に対応するため本

年度から外洋生態系研究室を発足させたことについて言及があ

った。漁業の持続と合理的な資源管理に向け、本会議を利用して

課題解決に求められる研究開発を推進して行きたい旨が述べら

れた。 

水研センター理事より、水研センターをめぐる情勢、組織内外

の連携協力の重要性、及び資源の持続的利用や食料自給率向上の

ための研究ニーズの明確化の必要性について説明があった。 

水産庁より、水産業を取り巻く厳しい情勢、及び漁業現場に水

研センターの研究開発の成果を迅速に活かすための水産庁と水

研センターの連携協力の重要性について説明があった。 

 

業務推進部長から、当所の中長期的研究開発の方針及び研究課

題の構成等について資料を基に説明した。資源管理、資源変動、

混獲、生態系管理に関わる調査研究の推進要請に対して、当所は

持続的利用のための管理技術の開発研究、及び水産庁からの受託

事業を通じて推進していることを説明した。今後も、ほぼ全ての

多国間地域漁業管理機関に対応して、科学面の主導的役割を担っ

て取り組み、我が国の国益に貢献するために研究を進めることを

報告した。 

 

 外洋資源部長から研究室構成、研究課題、担当事業の実施状況

及び昨年度の要望、指摘事項への対応状況（フォローアップ）を



 

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明した。また、中央水研・海洋データ解析センター、水工研、

開発調査センター、水産庁国際課から関連情報の提供を受けた。

各機関からの新たな主なニーズ・要望・指摘事項および遠洋水研

の対処方針は以下のとおり。 

 

①交付金プロ研「アメリカオオアカイカの利用拡大」成果の迅速

なフィードバック（遠洋沖合いかつり協） 

 業界に役立つように成果のタイムリーな提供に努力したい。 

 

②近海アカイカの冬季の生態情報に関する要望（遠洋沖合いかつ

り協） 

 本年度の開洋丸航海において、不明な点が多い近海アカイカの

分布についても調査予定である。また、(地独)青森県水産総合セ

ンターの近海アカイカ漁場探査シュミュレーションモデル開発

調査にも参画して、漁場予測手法の開発に取り組んでいる。 

  

③アカイカ類の調査に関して、イカ類の需給バランスを考慮して

調査対象種を選んでほしい（遠洋沖合いかつり協） 

 本年度の開洋丸調査では当初「インド洋のトビイカ調査」を計

画していたが、調査海域にて海賊の出没の懸念があることより、

急遽「北太平洋のアカイカ調査」に変更になった。業界では後者

の調査の要望が強いことが本会合でわかり、この変更は幸いであ

った。「インド洋のトビイカ調査」については、未利用資源の開

発面を重視して計画したが、今後は業界とも連携を取って、イカ

類全体の漁獲・流通・加工を考慮して調査計画を検討して行きた

い。 

 

④イカ類の漁海況予報の迅速な提供、またアメリカオオアカイカ

利用実態の調査の要望（いか加工組） 

 漁海況の長期予報には情報収集・解析・予報のための手順があ

り、予報発表にはある程度時間がかかるが、迅速化のためにでき

るところから改善していきたい。また、交付金プロ研「アメリカ

オオアカイカの利用拡大」成果の提言書を迅速に作成したい。 

 

⑤SEAFO、CCAMLR、天皇海山、NAFOへの対応。これら条約水域に

おける我が国の操業漁船隻数は少ないが関連産業があり、また資

源の持続的利用及び食料の安定供給という面で、我が国の国益に

とって大切である。（日トロ協・水産庁資源管理部） 

 過度の漁業規制にならないように引き続き対応する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥イルカ漁業への対応（岩手県） 

 引き続き岩手県と連携して、適正な資源管理に努めていきたい

。 

 

⑦北西太平洋および南極海の第Ⅱ期鯨類捕獲調査における協力

関係の維持（日鯨研） 

 北西太平洋については、本年度は俊鷹丸で餌環境調査を実施し

ており、来年度は北光丸で同調査を実施予定である。南極海につ

いては、2004/05年に実施した当所と日鯨研の生態系共同調査の

成果について水産海洋シンポ（時期を記載する）で発表した。 

 

⑧鯨類資源研究会への参加と海洋生態系モデルの開発（日鯨研）

 鯨類資源研究会については今後も積極的に参加し、生態系モデ

ルについては、鯨類管理研の主任研究員をワシントン大学に派遣

して開発にあたらせている。 

 

⑨鯨類資源調査の国際協力（韓国、ロシアなど）、及び発展途上

国への協力（日鯨研） 

 北ミンクの共同資源評価に向けて、引き続き韓国と連携を継続

したい。ロシア２００海里水域で採取したミンククジラのバイオ

プシー・サンプルについては、CITES条約上、日本へのバイオプシ

標本の持ち出しが困難で、かつロシア国内では分析できないため

、来年度は本水域の調査中に船内で分析することを検討したい。

発展途上国への協力は今後とも継続したい。 

 

⑩鯨類資源調査に関する全体のコーディネーションの必要性、及

び小型鯨類調査の広報活動の必要性（東京海洋大） 

 広報については、国資の事業を利用するなど対応を検討したい

。 

⑪在外研究中の鯨類管理研の主任研究員のIWC科学委員会への出

席（東京海洋大） 

前例があるので、出席できるように取り計らいたい。 

 

⑫水研センターと東京海洋大の研究交流のための（包括連携協定

以外の）より柔軟な連携システムの要望（東京海洋大） 

 本連携協定の趣旨は相互主義で研究交流を簡素化できるよう

にすることであり、これにより今までの共同研究規程等による対

応以上に柔軟に連携協力が可能になったものと考えているので、

ご理解頂きたい。もし、運用面での問題があればケースバイケー

スで柔軟に対応できるかどうか検討したい。 



 

 

総合討論「外洋資源を

巡る連携の現状と将来

」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究成果情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本部会は平成１８年度より開催しているが、業界、行政からの

研究ニーズをより明確に把握することができる場として機能し

ており、関連機関との連携も促進されていると考えている。（外

洋資源部長） 

 

 調査研究には国費を使っていることから、国益への貢献のため

業界及び国際交渉からのニーズを考慮して、重点化や優先順位を

つけるなどして、投入した予算に対してより成果が上がるような

調査研究の促進に対応していきたい。（水産庁増殖推進部） 

 

 農水省においては国益の概念が変化しつつあり、これまで業界

目線であったのが、業界と消費者の両方の目線で国益を考慮する

ことが必要になってきた。例えば、環境問題への関心の高まりで

、生態系に配慮しない漁業は消費者から敬遠されるようになるか

もしれない。（水産庁資源管理部） 

 

 生産者、消費者、環境保全のマッチングが問題解決のポイント

である。公海漁業資源を利用している現状では、それら資源の管

理如何によっては消費者にも影響することから、引き続き消費者

が利用できるようにすることが共通の理念である。（遠洋沖合い

かつり協） 

 

 外洋資源部関係については、多くの海域で我が国漁船がわずか

な隻数操業しているのみなので、そこから得られるデータは限ら

れている。よって地域漁業管理機関の科学議論をリードするのは

困難で、さらに遠隔の調査・研究に回せる人員や予算には限りが

あることを理解して頂きたい。（水研センター） 

 

 水産研究開発成果情報の改善について検討し、本年度からは(2

)簡素化、平成２２年度からは(1)ターゲットの明確化、(3)水研

センターと都道府県等が協力・連携した成果情報への限定、(4)

研究開発課題情報の迅速な提供を適用することについて了承さ

れた。 

 

 外洋資源部の研究成果情報として、下記２件が提出された。研

究内容、研究成果について特段の異見はなく承認された。 

 

①なぜアカイカの秋生れ群と冬春生れ群は成長と回遊が大きく

違うのか 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他（センター機関

評価会議のフォローア

ップ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

総括 

②魚種交替に伴う高次捕食者の摂餌生態的な変化 

 

 研究成果情報は 新の情報として貴重かつ重要であり、大学等

の教育研究機関でもその利活用を図りたい。水研センターの成果

情報はセンター本部のＨＰから入手可能である。しかし、その引

用方法が明確でない。すなわち、引用に際しては水研センター名

の記載だけよりも著者名を明記した方が良いと考えられるが、成

果情報の図表に著者名などが記載されていないなど業績の主担

当者が不明確となっている場合があるため、成果情報の統一的な

引用の仕方について、センター本部に検討を依頼することとし

た。 

 

センター機関評価会議において全国水産試験場長会会長（鈴木

委員）から頂いた次の４項目のご意見について、業務推進部長よ

り説明した。これらに関して特段の意見は出されなかった。 

１．地域（地方）と国の役割分担を見直さなくてよいのか。 

２．研究開発については「研究開発の基盤となる基礎的先導的

研究開発」にもう少し人的にも予算面でも重点化を望む。 

３．業界への技術成果の普及については短期的なものよりも長

期的なテーマについて重点化を望む。 

４．各種委員会への出席については、各委員会への影響に配慮

して欲しい。 

 

 所長より次の２点について総括があった。まず、資源の有効利

用と生態系の調和が焦点である。外洋資源の管理には脆弱な生態

系や生物多様性の保護など多要素を配慮する必要があり、そのた

めには多方面の関連機関との連携・協力とその強化が不可欠であ

る。そうした枠組みを構築していくことが重要なポイントである

。次に、外洋資源関係の特色として、小規模な漁業ながら多くの

海域・地域漁業管理機関に対応していることがある。当所がこれ

らの調査・研究に投入できる人員、予算、時間に限りがある中で

、全体を見渡しながら判断し、これら限られた研究資源を戦略的

に有効活用して頂けるように、関係者で一つ一つの対応について

考えて行く必要がある。 

 



別添１ 

平成２１年度水産総合研究センター水産業関係研究開発推進会議 
遠洋漁業関係研究開発推進特別部会－外洋資源関係－ 議事次第 

 
日時：平成２１年１１月２７日（金） １３：００～１７：３０ 

場所：〒236-8648 横浜市金沢区福浦2-12-4 
中央水産研究所（横浜）３階 講堂 

 
１．開会 遠洋水産研究所 業務推進部長           13:00～ 

２．主催者挨拶 遠洋水産研究所 所長                

    水産総合研究センター 理事             

３．来賓挨拶          水産庁（増殖推進部より）              

４．出席者紹介 遠洋水産研究所 業務推進部長                      

５．資料確認 遠洋水産研究所 業務推進部長                      

６．第二期中期計画の概要と重点事項（遠洋水産研究所 業務推進部長）      
７. 外洋資源に関する研究成果・ニーズ・連携について          13:45～ 

 7-1 研究成果、計画概要、重点事項（中央水研海洋データ解析センターを含む） 

7-2 外洋資源部への要望事項の進捗状況 

――――――――――― 休憩（15分）――――――――――――     15:00～ 

7-3 外洋資源をめぐる現況と研究ニーズ（業界、県、水産庁、大学）   15:15～ 

８. 総合討論 ｢外洋資源研究を巡る連携の現状と将来｣           16:30～ 

９．研究成果情報                           17:00～ 

１０．総括 （遠洋水産研究所長）                     17:25～ 

１１．閉会                               17:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別添２ 

平成２１年度水産総合研究センター水産業関係研究開発推進会議               

遠洋漁業関係研究開発推進特別部会－外洋資源関係－出席者名簿 

 機  関  名 役  職  名 氏  名 

1 岩手県水産技術センター  漁業資源部長 新里 和久 

2 東京海洋大学 海洋科学部 海洋環境学科教授 加藤 秀弘 

3 日本鯨類研究所  研究部次長 後藤 睦夫 

4 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 会長 川口 恭一 

5 全国いか加工業協同組合 専務理事 野々山 浩 

6 日本トロール底魚協会 業務課長 秋本 真彦 

7 水産庁資源管理部  国際課 漁業交渉官 太田 愼吾 

8 水産庁資源管理部  国際課 課長補佐 川島 哲哉 

9 水産庁増殖推進部  研究指導課 研究管理官 山田 陽巳 

10 水産庁増殖推進部  漁場資源課 国際資源班 調査調整係長 古賀 剛 

11 水産総合研究センター  本部  理事 長畠大四郎

12 水産総合研究センター  本部 研究推進部 研究開発ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 島田 裕之 

13 水産総合研究センター  本部 研究推進部 研究支援課 支援第１係 北辻 さほ 

14 水産総合研究センター  開発調査センター 所長 中津 達也 

15 水産総合研究センター  開発調査センター 底魚・頭足類開発調査ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 越智 洋介 

16 水産総合研究センター  開発調査センター 開発調査専門役 加藤 秀樹 

17 水産総合研究センター  中央水産研究所 海洋ﾃﾞｰﾀ解析ｾﾝﾀｰ               

広域ﾃﾞｰﾀ解析ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

稲掛 伝三 

18 水産総合研究センター  水産工学研究所 漁業生産・情報工学部長 宮野鼻洋一

19 水産総合研究センター  遠洋水産研究所 所長 魚住 雄二 

20 水産総合研究センター  遠洋水産研究所 業務推進部長  本多 仁 

21 水産総合研究センター  遠洋水産研究所 業務推進課長 一井 太郎 

22 水産総合研究センター  遠洋水産研究所 業務推進課 情報係長 佐藤 輝樹 

23 水産総合研究センター  遠洋水産研究所 外洋資源部長 宮下 富夫 

24 水産総合研究センター  遠洋水産研究所 外洋資源部 鯨類管理研究室長 木白 俊哉 

25 水産総合研究センター  遠洋水産研究所 外洋資源部 鯨類生態研究室長 岩﨑 俊秀 

26 水産総合研究センター  遠洋水産研究所 外洋資源部 外洋いか研究室長 酒井 光夫 

27 水産総合研究センター  遠洋水産研究所 外洋資源部 外洋生態系研究室長 清田 雅史 

28 水産総合研究センター  遠洋水産研究所 外洋資源部 外洋生態系研究室 主任 瀧 憲司 

29 水産総合研究センター  遠洋水産研究所 外洋資源部 外洋生態系研究室 主任 柳本 卓 

 



<<
  /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
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


