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今年のアカウミガメ上陸･産卵調査も、5 月

20 日から 8 月 10 日（一部の海岸を除く）ま

での 80 日間行なわれました。口蹄疫の関係で

調査員が足りず、例年のような調査ができませ

んでしたが、無事調査の期間を終えることがで

きました。調査員の皆さん本当にお疲れ様でし

た。 

 

 

 

 

 

 

各調査班から寄せられた結果を集計したとこ

ろ、今年の上陸回数は、1630 回、産卵回数は

1148 回となりました。今年の上陸回数は昨年

度の約 1.6 倍となります。この値は、各調査班

が速報としてメーリングリストで流した数字を

合計したもので、あくまでも暫定的なものです。

今後、集められた調査報告を精査し集計してい

くことで、正確な数字が出ることになります。

次号の“わいるどらいふ”で各海岸の上陸・産 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

卵回数とともにお知らせする予定です。 

下のグラフは過去 10 年間の上陸・産卵回数

を示しています。2008 年には全国的に非常に

多い上陸・産卵回数を記録しましたが、本年度

の回数はそれに次いで多かったことがわかりま

す。 

  
 
 
 
 
 
 
 

これから台風シーズンを迎えます。台風等に

よる影響を受けず、多くの子ガメが大海へ旅立

つことができることを願いたいと思います。 

 ここ数年の上陸・産卵回数が多いことは、こ

れまで長い間行ってきた保護活動の成果である

と考えられますが、短期間の数値にとらわれる

ことなく、次年以降の推移・変化について注目

する必要があります。      福島 英樹 

 
 
 
 
 

２０１０年アカウミガメ上陸･産卵調査結果速報 

宮崎野生動物研究会通信

テン、関 希美 

過去１０年間の上陸回数と産卵回数（宮崎市～高鍋町） 

年 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

上陸回数 719 782 944 1254 1135 545 737 2489 1126 1630

産卵回数 531 575 634 808 763 309 401 1470 714 1148

2010年の上陸･産卵回数は暫定値 
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北太平洋に棲息するアカウミガメの産卵場と

して、宮崎県は我が国でも鹿児島県に次ぐアカ

ウミガメの繁殖地です。その宮崎でアカウミガ

メが産卵する砂浜がここ 20 数年ほど前から急

激に減少し、ウミガメにとって大変厳しい状態

となってきました。それは 1980 年頃から始ま

った宮崎港の建設や、宮崎空港の滑走路延長、

さらには河川上流の山間部の砂防ダム建設によ

って海岸に来る砂の供給が減少したからです。

海岸はますます侵食されて砂浜海岸は減少し、

国土が削られる結果となっています。それに対

応して、コンクリートによる防護事業が進めら

れてきました。しかし、テトラや護岸、それに

ゴミなどは障害物となり、上陸してきたアカウ

ミガメが産卵場所を見つけられないことも多く、

ウミガメの困難はたえません。 

ウミガメの体が護岸に挟まって動けなくなり、 

 

 
 

【質問】 キリンの首ってどうして長いの？ 

【答え】 キリンの祖先は今のように首が長かっ

たわけではなく、進化していくなかで首が長くな

っていったと考えられています。なぜ長くなった

のかは色々な説があります。一説では、他の動物

との餌の取り合いの中で、首を長くすることでよ

り高いところの木の葉を競争の少ない状況で獲得

できるように進化していったと言われています。

ちなみにキリンの首の骨の数が増えたわけではな

く、数は人間と同じ７つで、１つ１つが大きくな

っています。首だけでなく、舌も長く、４５cm

くらいの長さがあります。これでより広い範囲の

葉をとったり、きれいに葉を巻き取って食べたり

しています。 

このように、より自分に有利になるように進化

してきたので、色々な特徴を持つ動物がいるので

しょうね。           (山本 達哉) 

 

 
 
死亡する個体も頻繁に見つかるようになりまし

た。 

     

 

 

    

 

釣人やサーファーたちに見つけられ連絡を受け

た個体は私たちが救援に行きますが、体重

100kg もあるウミガメが人工構造物に挟まる

となかなか動かすことが出来ずに苦労すること

も多く、警察や消防署員に手伝ってもらって救

助することも度々です。それに釣り人から夜中

に連絡がくることも珍しくなく、救助している

内に朝になることもあります。でも岩から抜け

出し、元気で海に帰る姿を見てほっとするので

す。               竹下 完 

 
 

 

【質問】以前テレビでカエルが絶滅するかもしれ

ない病気があると見たのですが…？ 

【答え】カエルツボカビというツボのような形の

カビ菌によって起こされるカエルツボカビ症のこ

とです。種類によって感受性は異なりますが、カ

エルを含む両生類に致死的な病気です。菌がカエ

ルの体につくと皮膚呼吸ができなくなり、体が麻

痺したり、死に至ったりすることもあります。中

南米やオーストラリアでは特に問題となっており、

多くの両生類が大幅に減少、もしくは絶滅してい

ます。有効な治療法もなく、感染を防ぐのは困難

です。 

 日本でも麻布大学の研究チームがカエルツボカ

ビに感染したカエルを発見しました。日本での感

染の理由としては、実験用に使われることの多い

アフリカツメガエルに菌がついてやってきたので 

はないのかと考えられています。早く感染を防ぐ 

有効な方法が見つかって欲しいと思います。 

増えてきたアカウミガメの救助活動 

動物しつもん箱

 

(山本 達哉) 
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動物交友記 

ウ サ ギ は 泳 ぐ の ？ 

 
日曜度に動物園にやってきて､いつの間にか

飼育係にくっついて離れない子供がいた。ある

日、「副園長さん、ウサギは泳ぐの？」と尋ねら

れた突拍子のない質問にとまどった。ウサギは

子供の時から家で飼っていたし、学校でも飼育

していたが、泳ぐのかと聞かれると即答できな

かった。ウサギは夜行性だし食物は草、それに

水は嫌いだと聞いていたが、生活の中で泳ぐ必

要があるのだろうかと考えた。子供が私を困ら

せようと質問したわけではないし、何とかこの

質問に答えてやらねばと、後で調べてみるから

と返事した。さて、その日の夕方、作業を終え

た技術員たちが部屋に戻ってきた。私は早速子

供の質問をみんなに話した。みんなは一瞬苦笑

したが、ウサギは泳げないと思っていたに違い

なかった。誰も自信を持って回答する者はいな

かった。 

 さて、私たちになじみのウサギだが、ウサギ

目は２科９属にわかれ、ナキウサギ科とウサギ

科に分類されている。ナキウサギの方はシベリ

ア、モンゴルの草原、北海道の原野に棲息し、

小型で体長も 10～20cm ぐらい、体重も

150g ほどで耳は短く尾はない。まるでテンジ

クネズミのようで、とてもウサギとはにつかな

い姿をしている。一方、ウサギ科の方はイエウ

サギとノウサギがいる。イエウサギはもちろん

野生だったアナウサギを、スペイン人が約

2000 年前に家畜化したとされている。その後

船員たちが持ち出し､世界に広がり、肉や毛、毛

皮、実験動物、ペットといった用途によって改

良され、現在では 80 種近いウサギが飼育され

ている。 

もう一つ、珍しくて有名なのがアマミノクロ

ウサギだ。これは日本の奄美大島と徳之島にし

かいない珍獣で､原始的な種類として世界中で 

 

 

 

 

 

希少がられ、我が国でも国の天然記念物として

保護されている。体長は 40cm ほどで耳も短く、

尾も短い。体は茶色か暗褐色。夜行性で群れを

作らず単独生活をしている。生活は土の中の穴

や岩洞に住み、ひどく暑さ嫌いで水辺を好むが

水には入らない。それに用心深く、臭覚が優れ

ている。自分の巣の中には糞はしないで、一定

の場所にする。そんな貴重なウサギも日本に棲

息しているが、バブルの時代にその生息地を伐

採し無神経にもゴルフ場にすると云うことで大

騒ぎになったことがあった。もう一つ、日本の

山にはどこにでも野生のウサギがいる。これは

イエウサギと似ているがやや小型で耳も短い。

アナウサギと違い木の根っこや草むらで昼は休

息し、夜活動する。単独で生活している。 

ところでウサギは泳ぐのかという子供の質問

だが、結局わからず、実験をすることにした。

大きな水槽を用意して水を入れ、ウサギを入れ

てみた。するとウサギは頭を上げすいすいと簡

単に泳いだ。 

 
見ていた人たちも驚いていた。子供がなぜ、そ

んなことに疑問を持ったのかわからないがその

発想に私たちも勉強することが出来た。 

 

竹下 完 
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話題を提供 

 

山本繁幸さん表彰 

 
山本繁幸会員が日本鳥類保護連盟会長褒

状を授賞されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新富町役場に勤めておられた山本さんは、毎

朝近くの富田浜でジョギングをされながら、そ

の時々、アカウミガメを見つけるとその状態を

詳しく記録されていました。1985 年、新富町

のアカウミガメも宮崎県天然記念物に指定され

ることになり、それをきっかけに宮崎野生動物

研究会に入会し会員となってウミガメの生態研

究や保護活動をされるようになりました。また、

水に浸かるようなところに産卵した卵は丘の上

に移植するなどの保護活動も熱心につとめられ、

以来 30 数年に渡り継続されてきた山本さんは、

新富町の海岸に上陸するウミガメの保護の草分

けとなられました。 

この度、その功績が認められ授賞されました。

心からお祝い申し上げます。        

 現在でも新富町の富田浜は、県内でも有数の

アカウミガメ繁殖地です。 

  

 

 

 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
イヌワシ調査顛末記７ 

＜巣作り行動＞ 

中村 豊

観察地点Ｓ２の近くに巣が見つかった。巣

は尾根斜面に生えたモミの樹上の高さ１２

～３ｍにあり、途中から崖側へ張り出した先

端の折れた枝の付け根にあった。巣は小さく

見えるので巣作り途中か、本命ではないかも

しれない。しかし、いずれにせよＳ２はイヌ

ワシの行動エリア内のコア部分にある可能

性がある。このままＳ２を観察地点として使

い続けることは避けねばならない。そこでＳ

２を観察地点から除き、他の地点からＳ２を

カバーするかたちで観察を続けた。すると巣

材運びや巣作り行動をしたり、巣の中に座り

込む行動が観察された。特に 12～1 月に多

く目撃された。巣材として使う枯れ枝は、遠

くから運んでくることが多かった。時には自

分の体長よりも長い枝を片足でしっかりと

掴まえて飛んでくる。巣材の調達は落ちた枝

を拾うのか、枯損木から枝を折り取るのか分

からないが、たまたま巣の近くの枯損木で、

イヌワシが枝の先に止まり懸命に枝を折ろ

うとする行動を見た。イヌワシはこれと定め

た枝を掴み、体重をかけたり羽ばたいたりし

て、押さえたりひっぱる動作を何回も繰り返

したが、なかなか枝は折れず諦めて飛び去っ

た。しばらくして何処かで入手した枝を持っ

て巣に帰ってきた。Ｓ４からは巣の中の行動

は見えなかったが、Ｓ１からの連絡で枝を使

い巣の補強しているとのことであった。 

 
続く

調査こぼれ話
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会員ペンリレー 

 

アナグマの発情!? 

 
 
 
 

               郡 健一郎 

  
動物園では、現在メスのニホンアナグマ 1 頭

を飼育展示しており、私は今年の４月から担当

することになりました。約 2m×3m の展示場

と約 1m×3ｍの寝室があり、展示場と寝室の

間の扉をあけっぱなしにしておくと一日中寝室

のすみにいます。開園前に寝室から展示場に出

さないといけないのですが、大好物のバナナで

おびき寄せてもなかなかでてくれないときもあ

るので、そんな時はスコップや箒などでアナグ

マの体をおして、すこし強引に出します。アナ

グマは見た目はとても可愛いのですが、このと

きばかりは、歯をむきだしにして怒ります。箒

や私の長靴に噛みつくこともあるので、とても

苦労していました。ところが 5 月上旬、私がい

つものように展示場に入ると、すぐに寝室から

でてきて私に近づいてきました。噛まれると思

い距離をとろうと逃げるのですが、ずっと追い

かけてきます。いつもと様子が全然違ったので、

たちどまって見ていると、お尻を私の長靴に一

所懸命こすりつけていました。なんだかとても

興奮しきもちよさそうだったので、しばらく長

靴をさしだしてあげました。おそらく発情だと

思うのですが、その行動は約 2 ヶ月間続きまし

た。その後は私を気に入ってくれたのか、すん

なり寝室と展示場の出入りをしてくれるように

なりました。    

次は、増田洋志さんにお願いします。 

 
 

 

 
『キオビエダシャク』 

 
 キオビエダシャクは、名前のとおり黒い体

に黄色い帯を持つ美しいガです。ガの仲間は、

大抵夜行性が多いのですが、このガは昼行性

で花の蜜を求めて飛び回ります。幼虫はオレ

ンジの模様のあるシャクトリムシで、５ｃｍ

ほどに成長します。 

幼虫の食草はイヌマ 

キの葉で、すごい勢 

いで一日中食べ続け 

ます。そのため、ひ 

どい場合には、ほとんどの葉が食い尽くされ

枯死することもあります。成熟した幼虫は、

土中に潜り込み蛹化を

行います。１世代が約

２ヶ月程度という短い

ラ イ フ サ イ ク ル を

１年間に４～５回繰り返します。特に、幼虫

の時期が約１ヶ月間と長いために、イヌマキ

の食害が心配されています。日本では奄美大

島以南でしか生息できないガと考えられてい

ましたが、２０００年夏に鹿児島県開聞町で

生息が確認されました。それ以来、南薩地方

で毎年発生し、蛹で越冬するようになりまし

た。現在では鹿児島県全域と宮崎県南部まで

生息範囲を拡大しています。キオビエダシャ

クの大発生は、過去（昭和中期）に 1 度起こ

りましたが、その時は突然姿を消しています。

今後の動向が気になるところです。 

       山田 真太郎

宮崎の動物 
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「わいるどらいふ」の無断引用、転載、複製を禁止します。 

 
多くの子ガメが無事に孵化し、海へ帰ることを

祈りたいと思います。         古根村

編 集 後 記 

ハマボウ 

 
佐々木柾博 様・山本繁幸 様 

          （野生動物保護のため）

寄 付 の お 礼 

 
正 会 員：工藤 翠 

賛助会員：渡辺成信・丸木ふき子・今川ゆみ子

新会員のご紹介(敬称略) 

 

５/10 宮崎市内海沖にジンベエザメが出現 

               【宮崎日日新聞】

５/14 小林市出の山 幼虫激減でホタル恋まつ

り休止          【朝日新聞】

５/15 小豆野さん 石崎浜動植物を写真集

で紹介        【宮崎日日新聞】

６/３  高鍋地区 昨年上回るペースでアカウミ

ガメ産卵       【宮崎日日新聞】

７/20 一ツ瀬川河口右岸 コアジサシ集団営巣

285 ヶ所      【宮崎日日新聞】

８/８  宮崎市フェニックス自然動物園 約２ヵ

月半ぶりに開園 

宮崎動物記録 

8/7  第 1 回賛助会員 

仔ガメの孵化を 

観察する会開催 

    約７０名参加 

8/10 22 年度アカウミガメ調査終了 

 

5/18 口蹄疫発生のため知事が県内全域に非

   常事態宣言を命令 

5/20 22 年度アカウミガメ調査開始 

5/23 「わいるどらいふ」編集会議 

5/27 宮崎公立大学主催「NPO 団体役員と学

生の意見交換」に参加 【出席：竹下】

5/28 日本ウミガメ協議会の依頼で海岸温度

測定装置を明神山海岸と大炊田海岸の

孵化場及び海岸に設置 

6/9  人工ビーチに今年 2 回目の産卵上陸  

6/12 賛助会員のウミガメ観察会を口蹄疫発

生のため中止  

6/15 ６月月例会 口蹄疫のため集会を中止

7/16 日南市立飫肥小学校で講演「アカウミ

ガメの生態と保護」生徒 60 名【竹下】

7/24 一ﾂ葉海岸清掃 野生研･宮崎グリーン

ヘルパー･ボーイスカウト第 15 団･県

友会・住友生命の皆様方約 70 名が参

加。ペットボトル･空き缶・ロープ・発

泡スチロールなどトラックいっぱい集

        まり、浜は美しくな

り仔ガメも喜ぶでし

ょう。 

 

            

7/24 第 1 回賛助会員アカウミガメ産卵観察

会開催。約５０名参加 

7/27 口蹄疫の終息の見通しも出て県は、非

常事態全面解除を発令 

7/31 第 2 回賛助会員アカウミガメ観察会

25 名参加 

 

野生研のあしあと 



<<
  /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
  /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 <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


