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【学会からのお知らせ】 

〇学会誌第６号の論文等募集（5 月 8 日〆切） 
本学会の学会誌第６号（2016 年 10 月刊行予定）の投稿論文等を次の要領で募集してい

ます。投稿論文等はいずれも海洋政策の基礎となる、あるいは海洋政策に関係する研究成

果をとりまとめたもので、独創性、信頼性があり、学術的価値のある内容で完結した原著

研究報告とします。 
募集しているのは、「論文」のほか、「研究ノート」、「報告」、「解説」、「展望」、「その他」

です。なお、投稿者は原則として本学会会員に限りますが、編集委員会が認めた者につい

てはこの限りではありません。 
会員はもちろんのこと、まだ会員でない方も、入会の上、奮って投稿してください。 

①分 量：原則として次のとおり。 
・「論文」、「報告」、「解説」は 24,000 字以内（印刷時 B5 版 1,200 字/頁×20 頁以内）。 
・「研究ノート」、「展望」、「その他」は 12,000 字以内（印刷時B5 版 1,200 字×10 頁以内）。 
②〆 切：2016 年 5 月８日(日) 
③投稿先：日本海洋政策学会事務局（office@oceanpolicy.jp） 
※詳細は、「投稿規程」「執筆要領」等をホームページでご覧ください。（http://oceanpolicy.jp/） 
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〇第 8 回「2016 海の日」論文・作文の募集（5 月 30 日〆切） 
－大学生・大学院生の部に加えて、高校生の部を新設― 
本学会は、日本海事新聞社および教育新聞社と三者共同で、7 月 20 日の「海の日」（海

洋基本法施行日）に向け、海洋基本法が標榜する「新たな海洋立国」 の実現に資する論文・

作文を募集開始。本年は 8回目に当たるが、これまでの大学生・大学院生を対象とした論

文募集に加えて、教育新聞社の共催参加を得て、高校生の部としての作文募集も新たに実

施することとなった。審査方法、応募先等は、以下のように共通です。 

【応募先、〆切等】 

論文・作文のいずれも、日本海洋政策学会学術委員会に設置される審査委員会で審査し

ます。 

応募先・問い合わせ先は、日本海事新聞社編集局「海の日」論文係（Tel：03-3436-3221、

メールアドレス：ronbun@jmd.co.jp）で、〆切は、2016年 5月 30日(月)必着。2016年 7

月 20日前後に発表予定。募集要領等の詳細は当学会ホームページを参照してください。 

（http://oceanpolicy.jp/jsop/gakkai61.html） 

【大学生・院生の部】 

≪テーマ設定≫ 

 海洋基本法および新たな海洋基本計画の掲げられている次の 12 の基本的施策のうちの

　　　　　　発行号

　区　分

巻頭言 小宮山会長 (なし） (なし） (なし） (なし）

招待論文 2 2 1 3 12

投稿論文　（計） 5 8 6 11

　(1)論　文 2 8 6 5 5

　(2)研究ノート 0 0 0 2 0

　(3)報　告 1 0 0 2 0

　(4)解　説 0 0 0 1 2

　(5)展　望 2 0 0 1 1

年次大会の概要 ○ ○ ○ ○ ○

同・パネルディス
カッションの概要

○ ○ ○ ○ (*)

同個別報告要旨 8 (なし） (なし） (なし） (なし）

編集後記 ○ ○ ○ ○ ○

総ページ数 120 156 96 192 146

*第6回年次大会（H26.12.6）のパネルディスカッションの概要等は、新規創刊の「JSOP Newsletter」（2015.3）に掲載した。

（平成27年11月作成）

第５号
（平成27年11月）

「日本海洋政策学会誌」掲載内容総括表（創刊号－第5号）

創刊号
(平成23年10月）

第２号
（平成24年11月 ）

第３号
（平成25年11月）

第４号
（平成26年11月）

1 
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１テーマについて、タイトルを 自分で付けての具体的・建設的な提言。 

① 海洋資源の開発および利用の促進、   ② 海洋環境の保全等、  

① 排他的経済水域等の開発等の促進、    ④ 海上輸送の確保 

⑤ 海洋の安全の確保、           ⑥ 海洋調査の推進 

⑦ 海洋科学技術に関する研究開発の推進等   ⑧ 海洋産業の振興および国際競争力の 

強化 

⑨ 沿岸域の総合的管理、         ⑩ 離島の保全等 

⑪ 国際的な連携の確保および国際協力の推進 ⑫ 海洋に関する国民の理解の増進と人 

材育成。 

 （詳細は http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/kihonkeikaku/を参照） 
【応募要領】  

タイトルを付け、ワードまたはテキストでボリュームは 2,400－3,000字（使用言語は 

日本語）図表・写真を付ける場合はそれぞれ１点に限ります。引用した文章・図表に 

は必ず出典を付記してください。応募原稿は自らのアイデア・考えに基づいた未発表 

原稿に限ります。 

提出する論文は、表紙を付け、その上段にタイトルを明記の上、下段に住所（都道府

県名から）、氏名（ふりがな）、性別、学校名、科名、学年、連絡先の電話番号・メー

ルアドレスを記載の上、2 ページ目から本文として、添付ファイルにしてｅメールで

送信してください。1ページの字数・行数は適宜、設定してください。 

【応募資格】 

日本国内の高校生、大学生・大学院生（高等専門学校 4、5年生含む）。国籍・性別・

年令は問いません。 

【賞金】 

最優秀賞１０万円（１編）、優秀賞５万円（２編）。内容により佳作数編の選考も考慮

します。 

【その他】 

昨年の第７回論文募集においては、全国の大学から 10編の応募があり、審査委員会に

よる厳正な選考の結果、最優秀賞１編、優秀賞２編を選考・表彰しました。 

 

【高校生の部】（新設） 

≪テーマ設定≫ 

「海の魅力、そして私の夢・挑戦」 

－日本の海洋・船舶・水産の活性化に向けた自らの想いと提案－ 

◇参考資料「海の未来－海洋基本計画に基づく政府の取組－」 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/youth_kihonkeikaku/uminomirai.pdf 

【応募要領】 

上記テーマに沿ったタイトルを付け、ワードまたはテキストでボリュームは 1,200－ 

1,500字。（使用言語は日本語）。図表・写真を付ける場合はそれぞれ１点に限ります。 

引用した文章・図表には必ず出典を付記してください。応募原稿は自らのアイデア・ 

考えに基づいた未発表原稿に限ります。 

提出する作文は、表紙を付け、その上段にタイトルを明記の上、下段に住所（都道府
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県名から）、氏名（ふりがな）、性別、学校名、科名、学年、連絡先の電話番号・メー

ルアドレスを記載の上、2 ページ目から本文として、添付ファイルにしてｅメールで

送信してください。1ページの字数・行数は適宜、設定してください。 

【応募資格】 

高校生（日本国内の公私立高等学校と専門校等の在校生。高等専門学校の場合は１，

２，３年生）の個人またはグループ 

【賞品】 

最優秀賞１編（図書券 20,000円）、優秀賞２編（図書券 10,000円）。 

 

過去の「海の日」論文受賞者一覧 
 （降順、所属は応募当時。該当なしを除く） 

＜第 7回（2015年）＞  

最優秀賞：「海上交通の安全確保とそれに資する離島の有効活用」 

      ････東海大学大学院海洋学研究科 垣内 陽 

優 秀 賞：「津波，高潮などの海洋自然災害から安全を確保するために―海洋防災施策への社会科学的

視点の導入の提言―」 

      ････東北大学大学院工学研究科 牧野嶋 文泰 

優 秀 賞：「水中ロボットを通して考える海洋政策」 

      ････岩手大学大学院機械システム工学専攻 佐藤 和幸 

＜第 6回（2014年）＞  

優 秀 賞：「漁船との連携による海洋環境の四次元的解析」 

      ････東北大学大学院法学研究科公共法政策専攻   平野 玲 

優 秀 賞：「排他的経済水域の開発等の進展に伴う抵触規則の整備の提案」 

      ････早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程民事法学専攻 大西 徳二郎 

＜第 5回（2013年）＞ 

最優秀賞：「『アジアにおける地域的油濁汚染補償基金』創設の提案」 

     ････早稲田大学法学部３年 岡本 健太郎 

優 秀 賞：「海洋再生可能エネルギーの開発及び利用を促進させるための総合開発企業立ち上げ 

について」 

････横浜国立大学大学院環境情報学府環境システム学専攻 和氣 昌広 

＜第 4回（2012）＞ 

優 秀 賞：「海上事故防止協定（INCSEA協定）網の構築に関する提案」 

     ････上智大学大学院グローバル・スタディーズ研究科国際関係論専攻 原田 有 

＜第 3回（2011）＞ 

最優秀賞：「災害時の支援船ネットワーク構築の提言」 

      ･･･神戸大学大学院海事科学研究科海事科学専攻 森重 萌木子 

最優秀賞：「退職海上保安官・自衛官を活用した海洋安全キャパシティ・ビルディング支援に関 

する提案」  

        ･･･東京大学公共政策大学院公共管理コース 齊藤 純一 
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＜第 2回（2010））＞ 

最優秀賞：「発生材の高付加価値化と環境規制強化による船舶解撤の国内回帰について」 

     ････東京大学工学系研究科社会基盤学専攻博士課程４年 吉村 耕平 

優 秀 賞：「日本港湾の復権と港湾組織づくり」 

     ････大阪市立大学大学院経営学研究科後期博士課程グローバル・ビジネス専攻 3年 

 姜天勇 

優 秀 賞：「首都直下型地震を想定したプレジャーボートによる海上救援システムに関する提案」 

････日本大学理工学部海洋建築工学科４年 岡本 直也 

優 秀 賞：「海洋エネルギー利用についての提言」 

     ････東京大学大学院システム創成学専攻修士課程１年 塚本 大介 

佳  作：「海洋ゴミのない海洋立国を目指して」 

     ････北里大学大学院水産学研究科専攻修士課程２年 柴田 晴佳 

＜第 1回（2009）＞ 

最優秀賞：「新たな海洋立国に向けて」 

     ････三重大学生物資源学研究科博士後期課程 2年 今川 恵 

優 秀 賞：「海洋に関する理解増進のための食を通じた海洋教育についての提言」  

     ････広島大学大学院生物圏科学研究科生物資源科学専攻修士 1回生 高橋 祐哉 

優 秀 賞：「海洋政策への提言」 

     ････東京大学大学院新領域創成科学研究科海洋技術環境学専攻修士 1年  小平 翼 

 

○第 7 回年次大会報告（平成 27 年 12 月 5 日開催） 
全体概要 

日本海洋政策学会第 7 回年次大会が次の要領で開催された。当日の参加者は約 130 名で、

研究発表も中堅・若手研究者によるものが多く、しかも多様なテーマで行われ、パネルデ

ィスカッションともども、新鮮かつ活発な意見交換が行われた。今年はポスター発表も４

件あった。 
昼間の時間帯に総会、理事会が開催された。 

・日 時：2015 年 12 月 5 日（土）9:30－17:45 （交流・懇親会 18:00～） 
・場 所：早稲田大学西早稲田キャンパス 63 号館 2 階会議室 
・統一テーマ：『海洋の未来と日本 ―海洋の持続可能な開発に向けて－』 
 

プログラム 
9：30 開会挨拶 日本海洋政策学会会長 奥脇 直也  
9：35 基調講演  

「成長戦略としての海洋政策」 西村 康稔（衆議院議員）  
「海洋の持続可能な開発に向けた今後の在り方」 竹内 俊郎（東京海洋大学学長）  

10：35 研究発表（その１） 【座長 横木 裕宗（茨城大学教授）】  
「水産物消費に由来する活性窒素の環境負荷評価とその低減策」  
種田 あずさ（横浜国立大学大学院）  
「太平洋島嶼国の海洋管理能力と国際協力の現状と可能性」  
早川 理恵子（笹川平和財団/オタゴ大学大学院）  
「ドイツ・ブレーマーハーフェン市における洋上風力産業振興の成功要因 －経済振興組織の  
役割に着目して－」 竹内 彩乃（名古屋大学助教）  
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「いわゆるグレーゾーン事態における強力的措置と国際法 －外国船舶への対応を中心に－」  
吉田 靖之（海上自衛隊）  

＜12：10～13：10 昼食＞  
12：30～13：10 ポスター セッション（場所：２F 発表会場前ロビー） （発表者は次頁参照）  
13：10～13：40 第７回 定例総会(会員)  
13：40 研究発表（その２） 【座長 松田 裕之（横浜国立大学教授）】  

「沿岸域総合管理の管理組織と多段階管理仮説」  
日高 健（近畿大学教授）  
「海洋予測システムの活用による研究者と市民社会の沿岸域総合管理に向けた協創可能性」  
美山 透（海洋研究開発機構主任研究員）  
「対馬・五島における国立・国定公園の海洋保護区のECO-DRR としての機能」  
清野 聡子（九州大学准教授）  
「地方公共団体における一般海域の管理に関する条例の現状」  
中原 裕幸（横浜国立大学客員教授）  

＜15：15～15：40 休憩＞  
15：40 パネルディスカッション: テーマ【海洋の持続可能な開発と保全】  

モデレータ：道田 豊（東京大学教授）  
パネリスト：荒川 忠一（東京大学教授）  
柴山 知也（早稲田大学教授）  
白山 義久（海洋研究開発機構研究担当理事）  
中田 薫（水産総合研究センター研究主幹）  
許 淑娟（立教大学准教授） 

17：40 閉会挨拶 日本海洋政策学会副会長 來生 新 
18：00 交流・懇親会 … 場所：1Ｆ ロームスクエア 
◎ポスターセッション 12：30～13：10 （場所：２F 発表会場前ロビー） 

（敬称略、順不同） 
・ 「サクラマスを用いた水圏環境教育プログラムによる流域の内発的発展に向けた取り組み」 

水谷 史門（東京海洋大学大学院） 
・ 「COMMUNITY-BASED ECOTOURISM IN THE CREATION OF A JAPANESE MODEL OF 

ECOTOURISM CORRIDORS. CASE OF STUDY: HEI RIVER, IWATE PREFECTURE」 
Nieda Tsuyoshi Eduardo（東京海洋大学大学院） 

・ 「さけ・ます流し網漁とさんま棒受け網漁の兼業船の現状と大型化に関する一検討」 
南澤正樹（（株）三保造船所 課長補佐） 

・ 「海洋深層水の大規模な活用を進めよう －日本の輝かしい未来のために－」 
久田 安夫（NPO 海ロマン 21 理事長） 

 
内容報告 

１．開 会 

平成 27年 12月 5日、早稲田大学理工学部において、第 7回となる日本海洋政策学会の

年次大会は、坂元実行委員長の発声で開会した。始めに、奥脇会長の「海洋分野は宇宙同

様重要であり、海も輝いていきたい」との抱負を含む開会挨拶の後、西村康稔衆議院議員、

竹内俊郎東京海洋大学学長からの基調講演をいただいた。なお当日の参加者は、125名で

あった。 

 

２．基調講演 

西村康稔議員からは、「成長戦略としての海洋政策」として、海洋基本法、宇宙基本法

の取りまとめに関わられてきたご経験から、ニューフロンティアとして宇宙と共に注目さ

れている海洋における政策の展開について解説いただいた。特に、成長分野として、エネ
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ルギー・鉱物資源の開発促進、海洋産業の戦略的振興、離島・北極政策等について具体的

に説明され、着実な投資、知見を集めた議論に基づく実行への期待が表された。 

竹内俊郎学長からは、「海洋の持続可能な開発に向けた今後の在り方」として、生態系

サービスのひとつである漁業（陸上養殖や沖合大規模養殖を含む）の展開について、海事

産業における次世代型輸送機器の開発研究について、海洋エネルギー・海底資源開発を支

える人材育成について解説いただいた。特に、世界の水不足に対応できる陸上養殖と水耕

栽培との連携（アクアポニックス）の可能性や、二酸化炭素を深海に運ぶプランクトンの

役割の重要性、東京海洋大学に 2017年から新設される海洋資源環境学部等について具体的

に説明され、それらに基づいた持続可能な海洋産業の創出と今後の海洋政策に対する提言

が表された。 

 

３．研究発表 

第 1セッションの研究発表においては、横木教授が座長を務め、種田氏による日本にお

ける活性窒素のフットプリントの修正提案や、早川氏による太平洋島嶼国での海洋管理体

制の支援実態、竹内氏によるドイツの洋上風力産業振興のための中間支援組織（経済振興

組織）の実態と必要性、吉田氏によるグレーゾーンの解釈と実力行使、武力行使、法執行

（権限行使）の区分等に関する報告があった。 

第２セッションの研究発表においては、松田教授が座長を務め、日高氏による沿岸域総

合管理の実現に向けた多段階管理仮説、美山氏による海の天気予報「黒潮親潮ウォッチ」

によるユーザと研究者を繋ぐ試み、清野氏による Eco-DRRの展開と「地域知」による保護

区管理の提案、中原氏による一般海域の管理の事態と問題意識に関する報告があった。 

 

４．パネルディスカッション 

パネルディスカッションにおいては、5名のパネリスト（荒川忠一氏、柴山知也氏、白山

義久氏、中田薫氏、許淑娟氏）を迎え、道田豊事務局次長がモデレーターとなり、「海洋の

持続可能な開発と保全」をテーマに議論を行った。冒頭、道田氏より、パネリストの紹介

の後、大きなテーマであるので結論を得るよりは、議論の発端を発掘したいとの議論の方

向性が示されるとともに、国際協調のような共通の課題の議論への期待が表明され、各パ

ネリストからの個別の話題提供がなされた。 

○ 荒川氏（世界の洋上風力発電の現状を紹介） 

世界の先進事例の中で、日本は１８位（３ギガワット）の普及率（１位は中国、世界全

体で４００ギガワット）。日本は技術力もあり、風力エネルギーのポテンシャルもあり、港

湾地域における洋上風力の計画が多い。現在、一般海域への展開も見据え、国のプロジェ

クトとしての実証実験が実施されている（銚子沖、長崎県）。世界では、風車がトップラン

ナー、太陽光はその次。普及しない原因の一つは価格の問題が挙げられる。国の取り組み

として、海域ゾーニングやロードマップ作りも大切である。風力発電の利点を生かして、

推進していきたい。 

○ 柴山氏（土木工学（海岸工学、海洋開発）の立場から海岸侵食対策について） 

日本の海岸は、1970年代以降、急速に侵食、急傾斜化が進んでいる。東南アジアでも同

様。これは、急速な経済成長に伴うものであり、保全の方法を考える必要がある。そうし

た海岸の形を保つには、従来から行われてきた静的な平衡（砂を動かさない）対策から、

最近は養浜とリサイクルなどを活用した動的な平衡（砂を動かす）対策に変化していく必

要がある。私は経済発展に起因する海岸侵食の発現メカニズムを 1996年に提唱した。秋谷

海岸（海食崖からの土砂供給の停止による侵食）での沖合構造物をつくらない礫浜におけ
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る養浜の実施例がある。平成 11年から合意形成会議での検討・説明を行い、平成 15年か

ら侵食対策の検討、協議会の設置があり、平成 17年に礫養浜をすることを決定し、維持管

理をしながら持続性を目指す仕組みが構築された。このような事例が、今後の取組の参考

となる。 

○ 白山氏（二酸化炭素が上昇した世界における海洋生態系の変化について） 

主な変化として、温暖化による変化と海洋酸性化による変化が考えられる。温暖化が起

こると、栄養塩の減少を起因とする一次生産の減少、生物の地理的分布の変化、磯焼けや

白化、深海の酸素減少などの発生が考えられる。海洋の急速な酸性化（例えば、pH 8.1 か

ら 7.9への変化）が起こると、多くの殻をつくる生物が負の影響を受け、魚類もおそらく

負の影響を長期的には受ける可能性がある一方で、光合成をする植物などは二酸化炭素の

増加が正の影響がある。また、殻を持たない生物は、生存競争的に有利になる。この２つ

の変化は、亜熱帯域（サンゴの減少、ソフトコーラルの増加、生物多様性の減少）、温帯域

（大型海藻、アマモの減少、熱帯性海藻の増加）、亜寒帯域から極域（大型藻類の減少、有

殻生物の減少）で複合的に起こる。二酸化炭素の湧出域での観察がそうした変化を実証し

ている。一国が努力してもどうにかなる問題でないので、グローバルな議論が必要である。

特に科学的に必要な情報と政策が必要とする情報の乖離が問題である。必要な情報をパッ

ケージとして共有して議論すべきであり、そうした場を設ける必要がある。既存の枠組み

（IPBES、GOC、WOC、STS Forumなど）を活用し、科学者が総合的で、分かりやすい情報を

政策決定者に届けることが必要である。 

○ 中田氏（水産資源の管理について） 

水産業・水産研究開発を取り巻く状況を、生産・消費・流通、社会、科学・技術の点か

ら整理すると、国内では、生産量、消費量の減少と低迷があり、社会的には水産だけでな

い議論を行うことが必要となってきている。水産資源の持続可能性は、自己更新性を基本

とする MSY（最大持続生産量）理論などを元に考えられてきた。その限界や問題点を認識

し、EBM（生態系を基本とする管理）への展開を模索している。その中で、生物とその機能

は局在し、生物相互間の関係の複雑性を持っていることに着目すべきと指摘されてきてお

り、データと科学的知見に基づいた説明が求められている。モニタリングの実施体制が弱

体化しており、その継続と後押しするためのシステム構築が重要である。課題対応のスピ

ード感と科学のスピード感の違いを、順応的管理や次善の応急的対応策、セクター間の調

整などに取組みながら、解決していきたい。 

○ 許氏（BBNJ（国家管轄圏外区域の海洋生物多様性）について） 

2015 年 6 月の国連総会の決議で UNCLOS（国連海洋法条約）の下で法的拘束力のある国

際文書の作成が決定された。そこでは、MGR（海洋遺伝資源）と利益配分、MPA（海洋保護

区）のような装置を含む区域型管理ツール、EIA（環境影響評価）、能力開発・海洋技術移

転を論点とすることとなっている。深海底での遺伝資源（微生物）への注目をきっかけと

し、その利用の可能性を含めて様々なことが議論になってきた。2004年からの国連総会ワ

ーキンググループでの議論では、新たな条約推進派と既存の枠組み活用派の 2つに分かれ

ており、日本は後者の立場であった。今後、MGRの定義と法的位置づけ、MPAの定義、EIA

の義務化、海洋技術の定義などが論点となると想定される。今後は、2016年 3月末から準

備委員会が開催され、2020年頃の文書作成が予定されている。日本の科学調査の蓄積、公

海における最大漁業国・消費国としての責任を持って日本がプレゼンスを発揮することが

期待されている。 

個別の話題提供の後、道田モデレーターのリードにより、温暖化・酸性化の環境影響や

BBNJなどの具体のテーマについての質疑応答とともに、合意形成、科学データ、情報発信
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など学会活動の方向性に関する議論も各パネリストの分野での例を交えて意見交換がなさ

れた。主な論点は以下の通り。 

温暖化・海洋酸性化による漁業資源への影響について、日本周辺においては負の影響だけ

ではないこと、適応（Adaptation）により影響の出方が変わるので、EBMや PDCAサイクル

を駆使していくことの大切さが強調された。海岸保全については、特に温暖化の影響に関

する研究は進んでおり、今後は現役の技術者と地域住民が共通のステージで話をするとい

った地域における合意形成が重要であり、日本にはそのポテンシャルがあると説明された。 

BBNJ(国家管轄圏外区域の海洋生物多様性)の問題、特に環境影響評価や海洋保護区の問題

については、環境、海事、資源などクロスカッティングの要素が入っていることに鑑み、

従来の枠組みを超えた議論のあり方について質問が出た。国連決議では、既存の枠組みを

変えない議論を行うことになっているが、他の関連条約とのパッケージで、そうした枠組

みを超えた議論が進む可能性はあることが示された。また、本件は、海洋政策学会の重要

なテーマであり、学会主催の討論会が 2月 29日に予定されていることが紹介された。 

合意形成の枠組み（構成メンバーや主体）についての意見交換があり、英国のクラウン・

エステートによる調整の事例なども紹介された。様々な成功事例を作り参考にすること、

ガイドラインを持つことの必要性が指摘された。具体の例として、2014年の改正で海岸法

に位置づけられた協議会の制度化、事例づくりなどが要望された。 

科学データを透明に、分かりやすく提示することが必要であること、そうした科学的なデ

ータに基づいた議論であれば合意形成ができるという見解が示された。しかし、合意形成

には、解決のルールがある状況での合意形成（Decision making）と、そうしたルールが無

く、話し合いのルールから作っていく合意形成（Consensus process making）があるため、

後者の場合には、科学的なデータさえあれば合意形成ができるというものでもないという

意見も出された。さらには、そうした科学的データが（ある方向に解釈されて）政治的な

合意形成の場面で用いられることへの懸念も示され、科学と政治の対話の必要性や説明の

工夫が必要であると指摘された。 

分かりやすい情報発信について、その必要性とともに、データへの不信感などに起因する

難しさや、市民との対話のできる技術者の不在、発信のタイミングが遅いなど難しさが指

摘された。サイエンス・コミュニケーターのように科学者と市民をつなぐ者を育成してい

くことの重要性が指摘され、学会としての後押しが提案された。 

最後に、各パネリスト・モデレーターからの一言ずつのコメントが出された。  

道田氏：幅広い論点の合意形成には、国際協調が不可欠 

荒川氏：洋上風力導入に向けた合意形成のルールの確立に期待 

柴山氏：沿岸の管理は土木技術者の枠内だけでなく、他のセクターとの協力が必要 

白山氏：国際交渉のプロフェッショナルの養成が重要である 

中田氏：わかりやすく伝える努力が重要である 

許氏：国際交渉のツールとして科学が使える 

  

５．閉会 

閉会にあたり、來生副会長より、７年の歴史を重ねてきた学会として、ふさわしい充実

した年次大会であったという感想と関係各位への感謝、今後の学会での議論の発展、充実

への期待が述べられ、盛会のうち第７回の年次大会は閉会した。 

以上 
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大会スナップ 

 

 
 

開会挨拶：奥脇直也会長「海洋分野は宇宙同様重要であり、海も輝いていきたい」 

 

 
 

基調講演：西村康稔衆議院議員「成長戦略としての海洋政策」 
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基調講演：竹内俊郎東京海洋大学学長「海洋の持続可能な開発に向けた今後の在り方」 
 

 
 
パネル討論：「海洋の持続可能な開発と保全」（右から、モデレーター：道田豊事務局次長、

パネリスト：荒川忠一氏、柴山知也氏、白山義久氏、中田薫氏、許淑娟氏） 

 

 
 

ポスターセッション会場風景 
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○平成２７年度下期の活動日誌 
5月14日(木) 編集委員会（第１回）  

１．学会誌第5号投稿論文について 

２．査読スケジュール、査読方針 

３．理事会報告資料 他 

5月15日(金) 総務・財務合同委員会（第１回）  
１．H26年度事業及び収支報告JSOP Newsletter No.2 November 2015  

２．H27年度事業及び予算計画 

３．会員入退会、法人会員 

４．第7回年次大会の準備について 他 

5月22日(金) 学術委員会（第１回）  
１．課題研究３テーマ並びにテーマ追加募集について 

２．第7回年次大会開催について 

３．2015海の日論文審査について 

４．特別研究会等セミナー開催計画について 他 

5月29日(金) 運営会議（第1回）  
１．理事会議事次第（案）について 

２．理事会資料（主要議案）について 

３．第７回年次大会準備（会場、実行委員会日程）について 他 

5月29日(金) 広報委員会（第１回）  
１．H26年度活動報告、H27年度活動計画 

２．メールニュース、ニューズレターの発行について 他 

6月10日(水) 理事会（第14回）  

[審議事項]  
第１号議案 平成26年度事業報告及び収支決算並びに監査報告について 

第２号議案 会計細則の一部改正について 

第３号議案 平成27年度事業計画及び予算について 

第４号議案 副会長選出について 

第５号議案 会員の入退会の承認について 

第６号議案 第７回年次大会の準備・開催について  

[報告事項]  
報告事項１ 平成27年度常設委員会委員について 

報告事項２ 課題研究の実施について 

報告事項３ 2015「海の日」論文について 

報告事項４ 学会誌第5号の発刊について 

報告事項５ メールニュース、ニューズレター等の発行について 

8月24日(月) 年次大会実行委員会（第１回）  

１．年次大会統一テーマ、基調講演者、パネルテーマの選定 

２．年次大会開催運営について（運営、広告、予算、会場）  

３．準備工程 
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４．平成27年度新規募集課題研究2テーマへの応募状況 他 

9月14日(月) 運営会議（第２回）  

１．2015海の日論文表彰結果について 

２．第7回年次大会準備について 

３．課題研究テーマ応募2件への参加募集について 

４．笹川平和財団との共催セミナー開催計画について 

５．特別研究会開催計画について 他 

10月9日(金) 年次大会実行委員会（第2回）  

１．年次大会について  

a.開催プログラム、基調講演確認  

b.研究発表論文及びポスター発表採択  

c.パネルディスカッション  

d.準備工程について（開催案内、工程） 
12月5日(土) 第７回年次大会  

１． 開会 

２． 基調講演 

３． 研究発表 

４． パネルディスカッション 

５． ポスターセッション 

12月5日(土) 第７回定例総会 
[審議事項] 

第1号議案 平成26年度事業報告及び収支決算について  
第2号議案 平成27年度事業計画及び予算について 
第3号議案 会員の入退会の承認について 

［報告事項］ 
① 会計細則の一部改正について 
② 副会長選出について 
③ 平成27年度理事会等会議の実施状況 
④ 課題研究の実施状況について 
⑤ 2015年「海の日」論文の募集及び表彰結果について 
⑥ 「日本海洋政策学会誌第５号」の発刊について  
⑦ メールニュース、ニューズレター、ホームページについて 

12月5日(土) 理事会（第15回） 
[審議事項] 

第１号議案 会員の入退会の承認について 

第２号議案 海外からの入会等取り扱い並びに学会誌送付に関する内規の制定 

第３号議案 「共催等に関する細則」について 

[報告事項] 

報告事項１ 2015「海の日」論文について 

報告事項２ 課題研究の実施について 
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報告事項３「日本海洋政策学会誌第5号」の発刊について 

報告事項４ 海洋政策セミナー及び特別研究会開催について 

1月28日(木) 学会共催セミナー「海洋と宇宙に関する産学連携セミナー第４回」   
   会場：函館市国際水産・海洋総合研究センター 

   テーマ：１：宇宙と観測の現状 ２：水産と宇宙利用 

３：海洋産業と宇宙利用 ４：北極海と宇宙利用 

2月5日(金) 学会共催ワークショップ「SIMSEA Japan計画の支援に向けて」 
  会場：東大本郷キャンパス 理学部１号館７階７０１号室 

  テーマ：SIMSEA（東・南アジアの縁辺海における持続可能なイニシアチブ）のネット 

ワーク構築 、研究課題の提案、ケーススタディの実施と沿岸域の総合的管理 

に資する方策の提案 

2月29日(月) 海洋政策研究セミナー「国家管轄権外区域の海洋生物多様性（BBNJ）」 
   会場：笹川平和財団ビル 国際会議場 

   テーマ：１：国際法 ２：海洋遺伝子資源 ３：海洋保護区（MPA） ４：海洋調査 

 
○平成２８年度の主な予定 
 ４月１９日(火)    平成２７年度監査（実施済み） 
５月 ８日(日)   学会誌№６、論文等の〆切 
５月２０日(金) AM  編集委員会 

〃   PM  広報委員会 
５月２７日(金)PM  運営会議 
５月３０日(月) AM  学術委員会 
   〃   PM  総務・財務合同委員会 
５月３０日(月)   2016「海の日論文」、〆切 

 ６月１７日(金)    第 16 回理事会                                    
 ７月２０日前後   2016「海の日論文」表彰 
 ８月         第 8 回年次大会実行委員会発足         
 ８月～        特別研究会、課題研究会             
１０－１１月     学会誌 №６ 発行               

 １２月３日(土)  第８回年次大会、第 8 回定例総会・第 17 回理事会 
 １－３月     各常設委員会 
 

【海洋政策情報】 

●参与会議・PT 報告、3 月 28 日に海洋政策担当大臣に手交 
去る 3月 28日、「総合海洋政策本部参与会議意見書」が宮原耕治・総合海洋政策本部参

与会議座長から島尻安伊子・海洋政策担当大臣に手交された。同日、報告書一式が総合海

洋政策本部のホームページに発表された。以下に目次を示す。 

------------------------------------------------------------------------------- 

＜総合海洋政策本部参与会議意見書・目次＞ 
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１．新海洋産業振興・創出について  

２．海域の利用の促進等の在り方について  

３．海洋環境の保全等の在り方について 

４．海洋科学技術について  

５．海洋状況把握（MDA）についてのフォローアップ  

６．海洋政策の基盤と推進体制について  

７．結び            
別添１ 新海洋産業振興・創出PT 報告書 

別添２ 海域の利用の促進等の在り方PT 報告書 

別添３ 海洋環境の保全等の在り方PT 報告書 

別添４ 海洋科学技術PT 報告書総合海洋政策本部参与会議 

-------------------------------------------------------------------------------   

 同意見書の本文は、１～４までは４つの PT報告の要約、５.の MDA関係は平成 26年５月

にとりまとめられた参与会議意見書において指摘された海洋状況把握（MDA：Maritime 

Domain Awareness）のフォローアップで特別に切り出されたものである。 

「６．海洋政策の基盤と推進体制について」では、(1)海洋人材の育成及び海洋教育の充実、

(2)海洋状況把握、(3)官民連携による施策推進が述べられている。「７．結び」は昨年同様

に数行の結語である。 

意見書の本体に続く４つの PTの報告は以下のようになっており、全部合わせると約 100

頁にのぼる。目次が掲げられているのは新海洋産業振興・創出 PTのみで、残りの３PTは

頁数が少ないせいか目次はない。 

別添１：新海洋産業振興・創出 PT報告書（32頁） 

   別紙：洋上風力発電・海洋再生可能エネルギーWG（６頁） 

   別紙：海洋資源開発分野における日本企業の参入可能性について（１頁） 

別添２：海域の利用の促進等の在り方 PT報告書（６頁） 

   別紙：検討結果 H27.3.12（４頁） 

   別紙：検討概要（４頁）  

別添３：海洋環境の保全等の在り方 PT報告書（９頁） 

別添４：海洋科学技術 PT報告書（15頁） 

   別紙：構成員及び開催経緯（２頁） 

   別紙：海洋に関わる科学的知見の貢献事例（概要版）（22頁） 

 

●4 月 4 日、小学校理科単元「海のやくわり」新設の共同提案を提出、記者発表 
 去る 4月 4日(月)午前、日本海洋学会を中心に、本学会を含む 35学会が共同して、標記

の小学校理科単元「海のやくわり」新設の共同提案を、文部科学省初等中等教育局の小松

局長において手交した。提案主文は次のとおり。 

 

『理科第４学年初頭に、海では物理・生物・化学・地学分野の種々の現象・事項が互い

に関係していることの一端を学び、そのことを通して理科を総合的に学ぼうとする意欲

を高めることを目標とする総時間数 3 時間の単元「海のやくわり」を新設する。』 
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この提出に当たっては、日本海洋学会の日比谷紀之会長のほか、茅根創・日本サンゴ礁

学会事務局長、小松輝久・日仏海洋学会会長、石丸隆・日本プランクトン学会副会長、寺

島紘士・日本海洋政策学会副会長が同席した。 

また、この会談で小松局長からは、学習指導要領に提案の単元を加えても現場教員が取

り組むことにはならないので、今後、副読本・リーフレットの発行、シンポジウム開催な

どの活動を進めるべき、などのご助言を頂戴した。 

 さらに、同日午後、文部科学省記者クラブ記者会見室において日本海洋学会日比谷紀之

会長が茅根氏を除く３人の同席者ともども記者発表を行った。聴衆は同記者クラブの幹事

社を含め 5名ほどだったが、質問もいくつかあり、それなりの関心を喚起したとのことで

あった。 

 

●4 月 20 日、超党派議員立法により「有人国境離島法」成立 
 今国会に超党派による議員立法で、いわゆる「有人国境離島法」が成立した。正式名称

は、「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する

特別措置法」で、来年 4月１日施行。10年の時限立法。 

 同法は、人による継続的な居住が可能となる環境整備を図ることが特に必要とされる離

島について「特定有人国境離島地域」に指定し、国や自治体が船舶・航空運賃を一部負担

するほか、安定的な漁業経営のため必要な財政措置を行うなど、国による財政支援などを

柱といているが、領海や排他的経済水域（EEZ）の管理に資するのが狙い。指定された「特

定有人国境離島地域」は以下のとおり。 

    礼文島・利尻島・奥尻島（北海道）、佐渡島（新潟）、舳倉島（石川）、対馬・ 

    壱岐島（長崎）、種子島・屋久島（鹿児島）など８都道県の計 71島。 

 同法案の 3月 18日衆議院提出時の法案要旨は次のとおり。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

一、この法律は、我が国の領海、排他的経済水域等を適切に管理する必要性が増大してい

ることに鑑み、有人国境離島地域が有する我が国の領海、排他的経済水域等の保全等に関

する活動の拠点としての機能を維持するため、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境

離島地域に係る地域社会の維持に関する特別の措置を講じ、もって我が国の領海、排他的

経済水域等の保全等に寄与することを目的とする。 

二、この法律において「有人国境離島地域」とは、自然的経済的社会的観点から一体をな

すと認められ、領海基線を有する離島を含む二以上の離島で構成される地域内の現に日本

国民が居住する離島で構成される地域のほか、領海基線を有する離島であって現に日本国

民が居住するものの地域をいう。 

三、この法律において「特定有人国境離島地域」とは、有人国境離島地域のうち、継続的

な居住が可能となる環境の整備を図ることがその地域社会を維持する上で特に必要と認め

られるものをいう。 

四、国は、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のた

め必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 
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編集後記 

五、内閣総理大臣は、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会

の維持に関する基本的な方針（以下「基本方針」という。）を定めるものとする。 

六、国は、有人国境離島地域に国の行政機関の施設を設置するよう努めるものとするほか、

有人国境離島地域内の所定の土地について買取りその他の必要な措置を講ずるよう努める

ものとする。 

七、特定有人国境離島地域をその区域に含む都道県は、基本方針に基づき、当該特定有人

国境離島地域について、その地域社会の維持に関する計画（以下「計画」という。）を定

めるよう努めるものとする。 

八、国は、毎年度、予算で定めるところにより、計画の円滑な実施その他の特定有人国境

離島地域に係る地域社会の維持に関する施策の実施に必要な財政上の措置その他の措置を

講ずるものとする。 

九、国及び地方公共団体は、国内一般旅客定期航路事業等に係る旅客の運賃及び料金の低

廉化について特別の配慮をするほか、住民の雇用機会の拡充を図るため、事業に係る一定

の費用の負担の軽減について適切な配慮をする等、特定有人国境離島地域に係る施策を講

ずるものとする。 

十、この法律は、一部を除き、平成二十九年四月一日から施行し、平成三十九年三月三十

一日限り、その効力を失う。 

 

第 3 号となる日本海洋政策学会ニューズレター（JSOP Newsletter）をお

届けします。年次大会、メールニュースと二人三脚（三人四脚？）で、

学際領域としての海洋政策学に取組む皆さまの情報共有・意見交換の仕組みとして、より

良い形を模索しながらの編集作業を進めております。本号では、本学会のメインイベント

であります年次大会について、詳細にご報告しました。特にパネルディスカッションでは、

学際的なパネリストの発言、会場の参加者との本気のやり取りの面白さ、迫力を感じてい

ただけたのではないかと思います。 
 速報性を保ちながら、同時に確実な情報をしっかり伝えることの難しさとやりがいを

一編集委員として感じております。会員の皆様の良き架け橋になれるよう Newsletter も進

化を続けております。ぜひ、年次大会への参加と共に、学会誌・Newsletter への投稿、「海

の日論文」への応募、各種勉強会・セミナーへの参加などを通して、日本海洋政策学会の

活動に積極的にご参加いただきたいと存じます。      
（広報委員会幹事・古川恵太） 

 
 
 
 
 

JSOP Newsletter （日本海洋政策学会ニューズレター） №.３ 
発行：2016 年 4 月 28 日 

       日本海洋政策学会事務局 
       〒105-0001 港区虎ノ門 1-15-16 笹川平和財団ビル６F 

（公財）笹川平和財団海洋政策研究所気付 
       TEL/FAX 03-6457-9701、e-mail アドレス：office@oceanpolicy.jp 

Website: http://oceanpolicy.jp 
 

 


	【学会からのお知らせ】
	〇学会誌第６号の論文等募集（5月8日〆切）
	〇第8回「2016海の日」論文・作文の募集（5月30日〆切）

	【賞金】
	【高校生の部】（新設）
	≪テーマ設定≫
	「海の魅力、そして私の夢・挑戦」
	－日本の海洋・船舶・水産の活性化に向けた自らの想いと提案－
	◇参考資料「海の未来－海洋基本計画に基づく政府の取組－」
	https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/youth_kihonkeikaku/uminomirai.pdf
	【応募要領】
	【応募資格】
	高校生（日本国内の公私立高等学校と専門校等の在校生。高等専門学校の場合は１，２，３年生）の個人またはグループ
	【賞品】
	○第7回年次大会報告（平成27年12月5日開催）
	○平成２７年度下期の活動日誌
	○平成２８年度の主な予定

	【海洋政策情報】
	●参与会議・PT報告、3月28日に海洋政策担当大臣に手交
	●4月4日、小学校理科単元「海のやくわり」新設の共同提案を提出、記者発表
	●4月20日、超党派議員立法により「有人国境離島法」成立

	編集後記


<<
  /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


