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小笠原諸島兄島におけるグリーンアノール短期防除計画 

２０１３．０７  

小笠原諸島世界自然遺産地域科学委員会事務局  

（関東地方環境事務所・関東森林管理局・東京都・小笠原村） 

 

１．防除の対象 

グリーンアノール Anolis carolinensis 
 

２．防除対象地域 

兄島を中心とした小笠原諸島父島列島 
 

３．防除を行う期間 

平成 25年 3月 22日～平成 26年 3月 31日 

※短期的に防除を行う期間は１年間とし、グリーンアノール（以下アノール）

の分布及び防除効果の確認結果を踏まえて、本計画の内容は随時見直しを行

う。 

※アノールは繁殖期後半の 9月から 10月頃に頻繁に分散する可能性がある。よ

って、分散期までを前期、分散期以降を後期として考える。 
 

４．防除の内容  

（１）目的 

・小笠原諸島の世界自然遺産としての顕著で普遍的な価値の重要な構成要素である

兄島本来の自然生態系を維持保全するために、短期的には、兄島におけるアノール

の拡散を防止し、アノールを兄島の確認地域から根絶することを目的とする。 

・なお、中期的にはアノールを兄島から完全に排除し、長期的には兄島へのアノー

ルの再侵入を許さない状態を目指す。 

※ここでの「根絶」とは、高密度にトラップを設置してもアノールが捕獲でき

ない検出限界以下の状態を指す。 

※長期的・広域的な対応方針については別途「ロードマップ」を示すとともに、

平成 26年度以降の複数年にわたる中期的な事業の実施方針については「生態

系保全アクションプラン（兄島）」の改定により明確にする。 
 

（２）防除のためのエリア区分（5ページ以降の地図参照） 

・Aエリア：兄島南部の南沼、見返山、城浜、丸山に囲まれた一帯。現在、アノール

が比較的高密度に生息することが確認されている。南北・東西各 600～1000ｍ、面

積約 28ha。 

 

・Bエリア：兄島南部の Aエリアを除いた地域。現在、アノールが散発的に確認され

た地点が含まれており、既に部分的に低密度に生息している。Aエリアからの拡散

リスクがきわめて大きく、父島からの再侵入リスクも大きい。面積約 290ha。 
 

・Cエリア：兄島の中北部。小笠原の典型的な乾性低木林が広がり、国内希少野生動
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植物の昆虫をはじめ、保全上重要な生物がまとまってみられる核心地域。現在、ア

ノールの生息は確認されていないが、A・B エリアからの拡散リスクがある。面積

約 480ha。 
 

・Dエリア：弟島、南島、西島、東島、人丸島、瓢箪島など、父島列島のうちアノー

ルが未侵入の島。現在、アノールの生息は確認されていないが、兄島、父島などか

らの侵入リスクがある。面積約 650ha。 
 

（３）防除の方法 

①生息実態・分布実態の把握 【探す行為】 

・防除対象地域の全域で実施。Bエリア及び保全上重要な箇所を中心に、新たな生息

地の確認に努める。次の手法による。 

・目視センサス：ラインセンサス及びポイントセンサス（定点観察） 

・センサーとしてのトラップの設置：アノールを検出するため、100 個程度のトラッ

プを設置して定期的に巡視する。 

・センサーとしての遮断物の設置：遮断物を乗り越えられない個体を確認する。 
 

②個体数の低減 【減らす行為】 

・Aエリアにおいては、エリア内全域を対象として粘着トラップを高密度（３秒メッ

シュ≒90×90ｍに 1,000 個を目標）に設置し、可及的速やかに生息個体数の低減を

図る。トラップの設置・点検等については「捕獲作業マニュアル」を作成して、確

実に実施できるようにする。なお、トラップの個数は目安であり、現場の状況に応

じて設置個数を調整する。 

・B及び Cエリアにおいても調査時にアノールが発見された場合には、発見地点を中

心に粘着トラップをできる限り高密度に設置して、発見個所周辺の生息個体数を可

及的速やかに低減する。 

・防除対象地域において、調査時にアノールを発見した際に発見個体の捕獲が可能

な場合には、できる限り捕獲に努める。また、トラップ以外の釣り、トリモチ、薬

剤等の使用による直接捕獲手法についても、効率的かつ確度の高い方法の開発・検

討を行う。 

・トラップに関しても、粘着トラップ以外の手法としてデブリス・トラップの設置

と薬剤の使用（伐倒木を積み重ね、シートで被って薬剤を噴霧等）等の開発・検討

を行う。 

・粘着トラップによるアノール以外の生物の混獲状況については、継続的にモニタ

リングを行い、必要に応じて専門家の判断を得て対応を検討する。 
 

③個体群の拡散防止 【遮断する行為】 

・アノールの高密度分布分布地と想定される A エリアからの拡散リスクを少しでも

低減するため、Aエリアの北端部に第 1次防衛ラインとして簡易構造物「捕獲柵」

を設置する。「捕獲柵」の設置はアノールの分散期前の完成を目指す。 

・アノールの低密度分布地と想定される B エリアから、兄島の核心地域である C エ

リアへのアノールの拡散を防止するため、Bエリアの北端に第２次防衛ラインとし

て母島でのアノール侵入防止実績を有する柵を参考に「南北遮断柵」を設置する。

「南北遮断柵」の設置には平成 25年度中に着手する。 
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・Cエリア内の兄島固有種の重要生息地へのアノールの侵入を防止するために重要生

息地の周囲を囲う柵「囲い込み柵」と、兄島最北端の重要集水域へのアノールの浸

入を防止するとともに弟島への侵入リスクを低減する第 3 次防衛ラインとしての

柵「北部遮断柵」の設置については、平成 25年度の調査結果を踏まえて検討する。 

・各柵の設置には一定幅でルート上の樹木の伐採、枝打ち、防草処理、整地等が必

要となることから、アノールの分布状況（生息確認地点、高密度生息地の分布など）

及び地形、植生、既存の歩道ルート等を勘案しつつ、専門家の助言を得て、生態系

影響（植生、植物、陸貝、昆虫類、鳥類、哺乳類、爬虫類など）にも十分配慮した

適切なルートを設定する。 

・各柵の設置後には、草の刈り取り、防草処理、枝打ち、柵の補修等の管理行為を

継続的に実施し、柵によるアノールの拡散防止効果を維持する。 
 

④再侵入の防止 

・兄島へのアノールの侵入については、現時点では人為的要因による導入の可能性

と流木の漂着やノスリによる持込み等の自然的要因による導入の可能性のいずれ

かに限定することはできない。 

・また、兄島定着個体の遺伝学的解析結果からみれば、複数個体の雌に由来する可

能性が高く、A エリアの推定個体数からも、既に侵入後数年以上が経過しており、

複数回にわたる複数個体の侵入可能性も示唆されていることから、今後の再侵入の

可能性は否定できない状況にある。 

・したがって、人為的要因及び自然的要因の両方の可能性を勘案した上で、アノー

ルの兄島への再侵入、他の島嶼への侵入を防ぐための対策についても並行して検討

を行う。 
 

（４）作業実施のための基盤的整備 【作業インフラの整備】 

・上記（３）の作業を効率的かつ安全に実施するために、下記の項目について整備

する。 

○作業員が安全かつ効率的に移動できる作業歩道の整備 

○資材等を効率よく、迅速に搬入するための搬入手段の確保 

○他の外来種（ニューギニアヤリガタリクウズムシをはじめとするプラナリア類、

外来植物等）を持ち込んだり拡散させないための整備（作業ルート周辺の外来

植物の排除等） 

○関係者及び資材の検疫の徹底（資材の屋内保管の徹底、靴の交換と靴底の洗浄・

消毒等） 
 

（５）防除の効果及び影響の測定（モニタリング） 

・アノールの分布状況及び生息密度の把握（（３）防除の方法①生息実態・分布実態

の把握と一部重複）。 

・保全対象となる昆虫類等の生息状況の把握。 

・花粉媒介等、アノールの影響を受ける可能性のある生態系サービスの状況。 

・捕獲に伴う混獲状況の把握。 

・遮断構造物や作業員の立入の影響把握。 

・アノール分布地におけるクマネズミの生息状況の把握。 
 



4 
 

（６）防除に必要な調査研究の推進 

・効率的な粘着トラップの設置方法、より効率的なアノールの検出方法の開発、野

外における薬剤の使用、模型等を用いたアノールの誘引・忌避の手法、アノールの

生物学的研究など、今後の防除事業の推進に必要な調査研究を推進する。 
 

（７）その他 

・防除に係る基盤情報（地図情報など）の整備を行う。 

・属島における対策となることから、各行動に係る作業量の見積及びスキルを有す

る作業員の確保がとりわけ重要な課題であることに留意する。予算があっても人が

確保できない状況に陥りやすいことを認識する。 
 

５．対策の手順 

各エリアの主な作業項目を概ね次の通りとする。 

（エリア区分については１ページの４（２）を参照） 

エリア 前期 

（アノール分散期まで） 

後期 

（アノール分散期以降） 

平成 26年度 

以降 

Aエリア： 

アノールの 

生息確認地域 

①捕獲手法の確立と粘着トラップ

の高密度設置による集中捕獲 

②第 1次防衛ラインとしての「捕

獲柵」の設置（ルート設定、伐

採整地、防草処理、構造物の設

置等） 

※作業インフラ整備も同時に実施

①集中捕獲作業の継続

と効果モニタリング 

②捕獲柵のメンテナン

ス（枝打ち、防草処理、

補修等） 

○捕獲作業の継続

と効果モニタリ

ング 

 

○捕獲柵のメンテ

ナンス 

Bエリア： 

兄島南側 

(A ｴﾘｱ以外) 

○継続的なセンサスによる生息の検出と発見された際の発

見地点周辺における粘着トラップの高密度設置による集

中的捕獲の実施 

○第 2次防衛ラインとしての「南北遮断柵」の設置に着手 

○センサスとその

結果への対応 

○南北遮断柵の完

成とメンテナンス

Cエリア： 

兄島中北部 

○センサスによる生息の検出と対策検討 

○希少昆虫の生息状況把握と保全方策の検討 

○昆虫類の減少で生育に影響がでる虫媒花植物の生息状況

把握と保全方策の検討 

○センサスと結果

対応 

○希少昆虫生息地

の保全 

○虫媒花植物生育

中核地の保全 

Dエリア： 

弟島その他 

 

 

○予備的なセンサスと対応の検討 

○希少昆虫の生息状況の概略把握 

○より計画的なセ

ンサスと結果へ

の対応 

※第 3次防衛ラインとしての「北部遮断柵」、兄島固有種重要生息地保全のための「囲い込み柵」等

について、その目的や必要性、具体的な方策等に係る検討を並行して実施する。 

 
 

６．防除事業の実施体制 

本計画に基づく防除事業の実施に当たっては、現地連絡会議を設置し、科学委員会の助言を得つ

つ、柔軟かつ迅速に事業を推進する。また、現地連絡会議と内地事務局は情報・認識の共有を図り、

管理機関が相互に連携し、適切な役割分担のもとで事業が実施できるよう努める。 
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Ｂエリア 

Ｃエリア 

Ｄエリア 

囲い込み柵 

第１次防衛ライン

（捕獲柵） 

第２次防衛ライン 

（南北遮断柵） 

第３次防衛ライン（北部遮断柵） 

Ａエリア 
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～4/26まで GW 5月上 5月中 5月下 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

１．防除
（１）探す

○ ○ 緊急センサス
○

（２）減らす
緊急捕獲

○

（３）遮断する
（進め方は、科学委員会等の助言を得て決定）
　伐開 ○
　捕獲柵構築（＊1） ○
　防草シートの設置等、防草処理 ○

　南北遮断柵の設置（＊2） （○）

　囲い込み柵の設置（＊３）

（＊1）捕獲柵のうち、南沼-つるぎ-見返山までの区間は、
NPO小笠原自然文化研究所にて、施工。

(＊２）遮断柵のうち、南北分断柵の一部について、予算獲得
状況をみて、H２５中に着手を検討。

(＊３）事業主体未定
（４）再侵入の防止遮断する
　父島側での捕獲等 ○

（５）地域への情報提供
　住民に対する普及啓発 ○ 住民説明
　村民説明会（現地事務局会議主催 ○ ○ ○ ○ 村民だより

２．作業インフラの整備
メイン作業ルートの整備 ○ 準備 設計 準備
ルート沿いの外来植物除去（＊） ○
兄島の主要上陸地点の外来種除去装置の整備 ○
（＊）小笠原村がボランティアを募集して実施。

３．防除の影響・効果評価（モニタリング）

アノールの分布状況及び生息密度の把握 ○
保全対象となる昆虫類等の生息状況の把握（ハンミョウ、トン
ボ類、ハナバチ類）

○

捕獲に伴う混獲状況の把握 ○
遮断構造物や作業員の立入の影響把握 ○ ○ ○ ○

４．防除に必要な調査研究の推進 ○ ○ ○

効率的な防除手法の開発等、今後の防除の推進に必要な調
査研究

効率的な粘着トラップの設置方法、より効率的なアノールの検
出方法の開発、野外における薬剤の使用、模型等を用いたア
ノールの誘引・忌避

５．その他
防除に係る基盤情報の整備
現地連絡会議の設置

繁殖期 分散期 活動停滞期

作業項目

事前準備 科学委員会
ルート
の決定

兄島北部・属島含めた、広域実施

小笠原諸島兄島におけるグリーンアノール防除の行程表・分担表（H25.7）

H25年度

緊急対応
小笠原諸島兄島におけるグリーンアノール防除の計画(仮称)

準備

短期対応

事業主体

中期対応

環 林 都 村 工程表

住民ボランティア

施工

各機関・団体の通常業務での属島における踏査ルート情報の集約

計画的実施試行実施

ルートの決定 試験
（予算の確保状況等
をみて実施を検討）

測量・設計

 



<<
  /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
  /SyntheticBoldness 1.00
  /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


