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1 まえがき

高周波電磁界に曝露した人体における過度の温

度上昇による健康影響を防ぐために電波防護指針

が示されている［1］。電波防護指針は 1997 年に改

訂され、携帯電話等の人体に近接して利用する無

線機器を対象とした局所吸収指針が新たに追加さ

れている［2］。この局所吸収指針では四肢を除く任

意の組織 10 g 当たりで平均された局所 SAR が 2

W/kg を超えてはならないと規定している。

2000 年に携帯電話端末等の側頭部の側で使用

される携帯無線端末が局所吸収指針を満足してい

ることを確認するための方法が定められ［3］、2002

年 6 月から携帯電話等に対して局所吸収指針の適

合性評価が義務付けられている。また、2005 年

に頭部 SAR 測定法の国際標準化が行われたため
［4］、国内の標準測定方法も改訂されている［5］。図

1 に標準化された SAR 測定法の概念図を示す。

人体頭部形状を模擬した無損失誘電体の外殻内部

に人体頭部と等価な電気的特性を有する液剤を満

たし、液剤中を等方性微小電界プローブで走査す

ることにより、頭部内の局所最大 SAR 値を測定

する。

NICT では、これらの国内及び国際標準化に必
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要旨
携帯電話等の人体に近接して利用する携帯無線端末に対して、電波防護指針の適合性を確認するこ

とが求められている。この場合、人体内部に生じる局所 SAR を評価する必要がある。本稿では、人体

側頭部で使用される携帯無線端末に対する SAR 測定法と SAR 測定に使用する等方性微小電界プロー

ブの較正システムに関する研究を概説する。これらの研究を通じて、国際標準化された SAR 測定法を

日本人に適用することが妥当であることを示し、さらに適合性評価試験の再現性と信頼性向上を図る

ことができた。

Portable wireless terminals such as cellular phones are required to demonstrate their
compliance to radiofrequency radiation protection guidelines in terms of local specific absorption
ratio (SAR). In this report, we show studies on international SAR measurement methods used
for compliance tests of cellular phones and on calibration methods of small isotropic E-field
probes which used for the SAR measurement. These studies demonstrated that the
international standard of the SAR measurement can appropriately be applicable to Japanese
people and improved the repeatability and reliability of the compliance tests in Japan.
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要な測定方法の研究を進めるとともに、国内での

適合性試験のための較正システムの開発も行って

きた。本稿ではこれらの研究開発の概要について

述べる。

2 SAR標準測定法

2.1 頭部ファントム形状に関する研究

電波に曝露された人体内部の SAR を測定する

場合、人体と等価な電気的特性を持った代替モデ

ルを用いる。この代替モデルのことをファントム

と呼ぶことが多い。携帯電話等の局所吸収指針の

適合性試験では、頭部ファントムとしては国際的

に同一の形状のものが使用されている。この標準

頭部ファントムは欧米人の頭部寸法の 90 パーセ

ンタイル値を有しており、SAM（Spec i f i c

Anthropomorphic Mannequin）と呼ばれている（図

2）。我が国でもこの SAMモデルが標準頭部モデ

ルとして用いられているが、日本人頭部の平均的

サイズよりもかなり大きいため、その妥当性につ

いて実験的に検証した［6］。

また、携帯電話のアンテナ給電点に最も近接す

図1 標準SAR測定法の概念図

図2 国際標準頭部モデル（SAM）
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る頭部耳翼の形状が頭部 SAR に及ぼす影響につ

いても検討を行った。その結果、携帯電話端末の

保持角度の違いによる影響ほどは大きくないもの

の、耳翼形状により頭部 SAR が相当に変動する

ことを明かにしている［7］。この研究成果は IEEE

規格［8］において引用されている。しかし、IEEE

及び IEC 規格では耳翼を損失媒質で満たすこと

による測定手順の煩雑さと、耳翼の存在により頭

部とアンテナが遠く離れてしまい頭部 SAR を過

小に評価する可能性を考慮して、無損失の薄いス

ペーサを耳翼とすることとしている。

これらの研究では、欧米人の頭部寸法の 90 パ

ーセンタイル値を有する頭部ファントムに加え、

日本人の平均寸法を有する頭部ファントム（耳翼

付きと耳翼無し）を開発して用いている（図 3）。

これらの研究を通じて、国際標準頭部ファント

ム（SAM）を日本人に対する適合性評価試験に使

用することの妥当性を明かにすることができた。

現在は、頭部以外の場所で使用される携帯無線端

末用の評価ファントム形状についての研究を進め

ている。

2.2 ファントム液剤に関する研究

頭部ファントムには頭部と等価な電気定数を有

する液剤が満たされる。この液剤の電気的特性は、

電気的特性が異なる複数の組織から構成されてい

る実際の頭部に対して、より過大な SAR となる

ように電気定数が定められている［9］。表 1 にファ

ントム液剤の電気定数の目標値を示す。

表 1 のファントム液剤の電気定数の目標値を実

現するための液剤の組成についての研究開発も進

められているが、所望の周波数で比誘電率と導電

率を同時に満足することは容易ではない。特に 1

GHz 以上の周波数での電気定数の目標値を実現す

る液剤としては、これまでは有害なアルコールを

用いた液剤が使用されてきた。そこでNICT では、

英国の NPL 研究所とブリストール大学と共同で

環境への負荷が小さい材料を用いた液剤組成を開

発している［10］。

図3 頭部ファントム（耳翼付きと耳翼無し）

周波数 
MHz 
30 
150 
300 
450 
835 
900 
1450 
1800

比誘電率 
55.00 
52.30 
45.30 
43.50 
41.50 
41.50 
40.50 
40.00

電気定数 
導電率［s/m］ 
0.75 
0.76 
0.87 
0.87 
0.90 
0.97 
1.20 
1.40

周波数 
MHz 
2000 
2450 
3000 
4000 
5000 
5200 
5400 
6000

電気定数 
比誘電率 
40.00 
39.20 
38.50 
38.00 
36.20 
36.00 
35.80 
35.30

導電率［s/m］ 
1.40 
1.80 
2.40 
3.50 
4.40 
4.70 
4.90 
5.30

表1 ファントム液剤の電気定数の目標値

複素比誘電率実部：εr’ 

複
素
比
誘
電
率
虚
部
：
ε
r”
 

図4 ファントム液剤の組成比マトリックスの例
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ファントム液剤は長期間使用をしていると水分

蒸発等で組成比が変化し、電気定数が変化する。

また、温度が変化することによっても電気定数が

変化する。このため、NICT では様々なファント

ム液剤の組成比変化による電気定数の変動チャー

トと温度特性の評価を行っている［11］。

ファントム液剤の電気定数はこれまで市販の同

軸開口プローブにより測定されることがほとんど

であった。しかし、測定システムの不確かさやト

レーサビリティが明確でない等の問題が指摘され

ているため、NICT では英国 NPL 研究所で開発

された電気定数測定システムを整備し、複数の測

定システムによる相互比較を実施している。さら

に、国内外の複数の研究機関において、様々な液

体サンプルのラウンドロビン電気定数測定を実施

し、測定システムの妥当性評価のための標準試料

の確立に向けた研究を進めている。

これらの研究を通じて、液剤の作成と管理をよ

り簡便に行い、常に液剤の電気定数を目標値付近

に保つことが可能となり、適合性試験時の測定の

再現性向上が期待できる。現在、単一の組成で複

数の周波数の電気定数目標値を実現するものや温

度特性を改善したもの等、より高機能なファント

ム液剤の開発を進めている。

2.3 Type A不確かさ評価に関する研究

2005 年に国際標準化された SAR 測定法では、

詳細な不確かさ評価を義務付けている。特に、測

定オペレータが携帯電話等を頭部ファントム直下

の規定された位置に設置する際の誤差や、様々な

携帯電話を保持する低損失誘電体支持具の影響等

は、複数回の試行による統計的な誤差により評価

することとされている。このような不確かさは

Type A と呼ばれる。NICT はテレコムエンジニ

アリングセンターや NTT ドコモと共同で、我が

国における携帯電話端末を対象とした、これらの

Type A 不確かさ評価を実施している［12］。

3 SARプローブ較正方法

3.1 導波管型 SARプローブ較正システムの

構築と不確かさ評価

SAR 測定に使用する等方性微小電界プローブ

（以下、「SAR プローブ」と略記する。）は図 5 に

示すように、直交 3 軸に配置された微小ダイポー

ルの受信電圧をダイオード検波した直流信号を高

抵抗線を介して出力する。ダイオード検波となる

ため、出力される直流信号は受信電界強度の実効

値に比例したものとなる。また、高抵抗線は高周

波電磁界との結合が小さいため、プローブ周辺の

電磁界分布の変動を最小限にした状態での電界強

度測定を可能としている。

SAR プローブで測定を行う場合、測定電界強

度と出力直流電圧とを関係付ける感度比（較正係

数）を求める必要がある。通常、アンテナ等の較

正ではオープンサイトや電波暗室内等で較正を行

うが、SAR プローブの較正係数はプローブ周囲

の電気的特性に応じて変化するため、実際に

SAR 測定に使用するファントム液剤中で較正を

行う必要がある。

これまでに幾つかの SAR プローブ較正方法が

提案されてきたが、NICT では国際標準測定法で

推奨されている導波管を用いた SAR プローブ較

正システムを整備してきた（図 6）。このシステム

図5 SAR測定に使用する等方性微小電界プローブの概念図
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では導波管を直立させ、ファントム液剤と整合す

るように設計されたλ／4 誘電体整合板の上部に

ファントム液剤を満たしている。この場合、導波

管に入力する電力から液剤中に発生する電界強度

分布を理論的に算出することができるため、液剤

中に被較正 SAR プローブを挿入し、出力電圧と

理論電界値を比較することにより、SAR プロー

ブの較正を行うことができる。

導波管を用いた SAR プローブ較正システムで

は、様々な不確かさ要因が存在している。NICT

では現在、英国 NPL 研究所及び韓国電波研究所

と共同で、SAR プローブ較正の不確かさ評価に

関する研究を進めている。これらの研究を通じて、

我が国における SAR プローブ較正をより高精度

かつ信頼性の高いものにすることを目指してい

る。

3.2 SAR 較正システムの周波数拡張に関す

る研究

現在、国際電気標準会議（IEC）では SAR 測定

法の改訂に向けた作業を進めている。そのなかで、

次世代の携帯電話や業務用無線端末で使用されて

いる周波数帯を新たな対象とするべく、現在 300

MHz から 3 GHz の対象周波数を 30 MHz から 6

GHz に拡張することを目指している。特に 3 GHz

以上の周波数領域では導波管のサイズが非常に小

さくなるため、SAR プローブの影響を無視でき

なくなる。そのため、NICT では新潟大学と共同

で、新しい原理に基づく SAR プローブ較正方法

についての研究を進めている（図 7）［13］。また、

800 MHz 未満の周波数帯でも導波管のサイズが大

きくなり過ぎるため、従来の SAR プローブ較正

方法を適用することは難しい。そこで、温度測定

により求めた SAR 値と比較することによる SAR

較正方法についての研究も進めている（図 8）［14］。

4 むすび

本稿では電波防護指針のうち、特に携帯電話等

を対象とした局所吸収指針値の適合性確認のため

の試験方法に関する研究を紹介した。近い将来に

実現するユビキタスネットワーク社会では、様々

な携帯無線端末が人体の様々な部位に装着して利

図6 NICTにおけるSARプローブ較正システム

図7 SARプローブ較正用液剤中小型アンテ
ナの利得較正測定の概念図
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用されると考えられる。このような無線端末を安

全かつ安心して利用するために、SAR 測定法の

拡張と改良が急務となっている。NICT では、

SAR 測定法やその不確かさ評価及び較正方法等

について様々な研究を進めている。特に、国内外

の研究機関と積極的に連携して研究を進めてお

り、測定法国際標準化作業への影響力を保つとと

もに、国内への導入も円滑に行えるものと考えら

れる。

また、本稿では紹介しなかったが、携帯無線端

末以外にも VHF 帯における足首誘導電流の防護

指針値の適合性確認法に関する研究［15］や IH 機

器等からの中間周波数磁界強度の測定方法に関す

る研究［16］も進めている。これらの研究を通じて、

電波防護指針を適切に運用することで、様々な環

境で電波を安全かつ安心して利用できる環境の構

築を目指している。

図8 温度測定によるSARプローブ較正実験例

参考文献

01 電気通信技術審議会答申　諮問第38号，“電波利用における人体の防護指針”，平成2年6月.

02 電気通信技術審議会答申　諮問第89号，“電波利用における人体防護の在り方”，平成9年4月.

03 比吸収率（SAR）測定方法に関する電気通信技術審議会一部答申，平成12年11月.

04 IEC  international  standard  62209-1:  Human  exposure  to  radio  frequency  fields  from  hand-held

and  body-mounted  wireless  communication  devices - Human  models,  instrumentation,  and

procedures - Part  1:  Procedure  to  determine  the  specific  absorption  rate  (SAR)  for  hand-held

devices  used  in  close  proximity  to  the  ear  (frequency  range  of  300  MHz  to  3  GHz),  Feb.

2004.

05 人体頭部での電波吸収量の測定方法に関する情報通信審議会からの一部答申，平成18年1月.

06 望月章志，渡辺聡一，多氣昌生，山中幸雄，白井　宏，“携帯電話の頭部SAR測定法で用いる頭部ファントム

のサイズに関する検討”，電子情報通信学会論文誌，Vol.J85-B，No.5 pp.640-648，2002.

07 S.Watanabe,  H.Wakayanagi,  T.Hamada,  M.Taki,  Y.Yamanaka,  and  H.Shirai,  "An  experimental

study  on  the  dependence  of  local  SARs  on  a  human  ear  during  exposure  to  MW  from  a

cellular  telephone",  International  Symposium  on  Electromagnetic  Compatibility,  Tokyo,  Japan,

pp.341-344,  1999.



115

特
集

電
波
の
生
体
影
響
評
価
と
電
波
防
護
指
針
の
適
合
性
評
価
／
電
波
防
護
指
針
の
適
合
性
評
価
技
術

08 IEEE  Standard  1528-2003,  IEEE  Recommended  Practice  for  Determining  the  Peak  Spatial-

Average  Specific  Absorption  Rate  (SAR)  in  the  Human  Head  from  Wireless  Communications

Devices,  Measurement  Techniques,  Dec.  2003.

09 A.Drossos,  V.Santomaa,  and  N.Kuster,  "The  dependence  of electromagnetic  energy

absorption  upon  human  head  tissue  composition  in  the  frequency  range  of  300-3,000  MHz",

IEEE  Trans.  Microwave  Theory  Tech.,  Vol.48,  No.11,  pp.1988-1995,  2000.

10 K.Fukunaga,  S.Watanabe,  H.Asou,  and  K.Sato,  "Dielectric  Properties  of  Non-Toxic  Tissue-

Equivalnet  Liquids  for  Radiowave  Safety  Tests",  Proc.  2005  IEEE  International  Conference  on

Dielectric  Liquids,  ISBN  0-7803-8954-9,  pp.425-428.

11 渡辺聡一，麻生博之，福永　香，山中幸雄，佐藤賢一，“SAR評価用無公害ファントム液剤の開発”，2004

年電子情報通信学会通信ソサイエティ大会，B-4-37，p.307，2004.

12 市野ほか，“携帯電話のSAR測定における不確かさの評価”，信学技報　EMCJ2004-125，pp.49-54，

2005．

13 赤川拓平，石井　望，佐藤賢一，浜田リラ，渡辺聡一,“液剤中アンテナを用いたSARプローブ較正（2）”，

2005年電子情報通信学会ソサイエティ大会，B-4-60，p.384，2005. 9.

14 S.Watanabe,  H.Asou,  K.Sato,  L.Hamada,  and  T.Iwasaki,  "Development  of  a  SAR-probe

calibration  system  based  on  temperature  measurement",  Bioelectromagnetics  2005,  Dublin,

Ireland,  p.489,  2005.6.

15 高橋良英，荒井克明，渡辺聡一，有馬卓司，宇野　亨，“足首誘導電流評価用人体等価アンテナの開発”，平成

17年度電子情報通信学会東京支部学生会研究発表会，B-4，p.66，2006.3.

16 鈴木ほか,“日本人男女モデルを用いた IH調理器周辺磁界の曝露評価”，信学総大，B-4-27，p.388，2005.



EMC特集

116 情報通信研究機構季報Vol.52 No.1 2006

特集

わたなべそういち

渡辺聡一
無線通信部門生体 EMC グループリー
ダー　博士（工学）
生体電磁環境

わ け か な こ

和氣加奈子
無線通信部門生体 EMC グループ主任
研究員　博士（工学）
生体電磁環境

浜
はま

田
だ

リラ
り ら

無線通信部門生体 EMCグループ専攻
研究員　博士（工学）
比吸収率測定及びプローブ較正

ふくなが かおり

福永 香
無線通信部門 EMC 推進室主任研究員
博士（工学）
誘電絶縁材料

すず き あきら

鈴木 晃
無線通信部門 EMC 計測グループ主任
研究員
較正

やまなかゆき

雄
お

山中幸
無線通信部門 EMC 計測グループリー
ダー
EMC 測定

佐
さ

藤
とう

賢一
けんいち

NTTアドバンステクノロジ株式会社
電磁環境両立性

すぎやま つとむ

杉山 功
無線通信部門 EMC 計測グループ研究
員
EMC 測定

麻生
あ そ う

博之
ひろゆき

無線通信部門生体EMCグループ
電磁両立性（ＥＭＣ）

御代田
み よ た

至弘
ゆきひろ

NTTアドバンステクノロジ株式会社
電磁環境両立性

黒川
くろかわ

英
ひで

男
お

NTTアドバンステクノロジ株式会社



<<
  /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


