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第１世代システムの更新促進に向けた取組みについて

　平成24年６月26日に開催しました「地域衛星通
信ネットワーク担当者連絡会議」においてもご説
明しましたが、第1世代システムの更新促進に向
けて検討してまいりました都道府県庁と各市町村
をスター型ネットワークで結ぶ「簡易システム」
の検討結果と、現行第2世代システムの機能を削
減することで価格低減を図る新たな取組み「機能
スリム化」の検討内容等をご紹介します。
１．簡易システムの検討結果 
　昨年９月にまとまりました「簡易に構築可能な
ネットワーク構成と展開に関する調査研究会」の
報告を受け、機構ではその後も実際に導入する際
の制度・手続や運用、機構経営面に与える影響等
について検討してまいりましたが、以下の懸念の
解決が図れないとの結論に至り、簡易システム導
入に関する検討を断念することとしました。
（１）接続遅延増大の懸念
　機構では、調査研究会終了後も東日本大震災の
現地調査を継続してまいりましたが、その中で現
行システムの1ホップ通信でも「通話遅延が気に
なり衛星電話は使用しにくい」との声が想像以上
に多く寄せられました。簡易システムでは現行シ
ステムに比べ、下図のとおり最大３ホップ通信と
なりますので、災害時のコミュニケーションが円
滑に行えるのか懸念されます。

（２）トランスポンダ帯域逼迫の懸念
　新たなサービスとしてヘリサットの導入が決定
されています。予めトラポン帯域の割当が必要な
ヘリサットに加え、都道府県毎に帯域の固定割当

を行うこととなる簡易システムの導入が増加した
場合、トラポン間での帯域融通性が低下し、トラ
ポン帯域の逼迫と相まって、災害時における通信
輻輳に発展する可能性が生じることが懸念されま
す。
（３）異なるシステム間の相互接続性担保の懸念
　簡易システム導入は都道府県の入札によるた
め、単一システムで統一できない可能性がありま
す。このため下図のように、現行の第１・第２世
代システム、及び、複数の異なる簡易システム間
の相互接続性担保をどのように行うかなどが懸念
されます。

２．機能スリム化の検討 
　簡易システムの検討断念を受けて、第1世代シ
ステムの更新を促進する方法として、現行の第2
世代システムVSAT局の機能をスリム化して提
供する方法について、新たに検討を開始していま
すのでご紹介します。
（１）検討の背景
　現行の第２世代システムVSAT局は、下図に
示すように、全てのアプリケーションに対応する
ため、個別通信モデム/IP通信モデム、一斉受令
モデム等をフル装備で実装しており、高価となっ
ています。
　このため、機能スリム化では機能単位の切り出
しを行い、オプションにより必要機能を選択でき
る形態とすることで、利用ニーズに合わせた機能
のみを提供して設備費・工事費・保守費等の低廉
化を図るものです。
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（２）基本構成
　屋内設備は下図のように、必要最小機能である
“個別通信1CH”、又は、“IP型データ伝送1CH”
のVSATを基本構成とし、これにCSCモデムや一
斉受令モデム等を、利用ニーズに合せて拡張オプ
ションとして選択できる構成を検討しています。

　また、屋外設備については、機能スリム化と合
わせて0.75ｍφ又は1.2ｍφの小口径アンテナの採
用により、従来の架台基礎工事や設置に関わる工
事費の低減を図ることを検討しています。
（３）機能スリム化の長所・短所
　機能スリム化では、機能単位ごとに切り出しを
行いますが、基本的には現行の第2世代システム
に準拠したシステムです。提供価格の見通しは今
後となりますが、主な長所・短所として、以下の
点があげられます。
【長所】
①利用する機能単位での価格設定
②屋内設備、屋外設備の省工事化
③省スペース・省電力・省熱量化
④ メッシュ型ネットワークのため、国内全局と１
ホップ通信が可能
⑤ 通話要求時帯域割当（DAMA）方式のため、
トラポン帯域の有効利用が可能（一部制約有り）

⑥ 第２世代システム準拠のため、山口管制局での
統一的な監視・制御が可能（一部制約有り）

⑦ 一斉指令回線を利用しない場合には、都道府県
庁局もVSAT局化できる可能性がある

【短所】
　機能スリム化では価格低減を図る上で回線制御
用のCSCモデムをオプションとしていますが、
それに起因する短所は次のとおりです。
① IP型データ伝送の通信中に割当周波数変更が
行われた場合は一旦通信断となる

② IP型データ伝送では通信速度が低速（128kbps
程度）での固定化となる

③ CSCモデム無しVSAT間の通信時は、管制局
制御での強制切断ができないため、災害時の
被災地への優先帯域割当では、通信時間制限
を持たせるなどの運用対処の可能性がある

　また、その他の主な短所は次のとおりです。
④ 小口径アンテナを採用した場合、回線稼働率が
低下する

⑤ 運用後に機能を追加する場合、無線局免許の変
更が必要となると共に、能力増強のための設備
改修が発生する

（4）現在の状況
　現在は地域衛星通信ネットワークにおけるモデ
ム提供各社へ機能スリム化実現度の確認を実施中
であり、併せて基本設計書改訂案の第一段を技術
協議会（地域衛星通信ネットワークに係る関係社
で構成する協議会）に提示し、意見を収集してい
る状況です。
　加えて、上記の“強制切断が出来ない”短所に
関して、技術面・運用面からの対応策がないかの
検討を実施しています。
（5）今後の予定
　重大な問題・課題が無いことを前提としていま
すが、今後の大まかな取組みは以下の予定です。
　・DAMAへの影響度の確認試験の実施
　・基本設計書／運用手順書の改訂・制定
　・各社モデムの接続試験の実施
　今年度中に基本設計書等改訂を行い、平成25年
度中には機能スリム化のサービス提供が可能とな
るよう検討を推進したいと考えています。
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【背景】
　東日本大震災においては、広域的な公衆通信回
線障害、固定電話・携帯電話の発信制限、消防救
急無線の輻輳、消防救急無線基地局の被災等によ
り、緊急消防援助隊の消防活動応援調整本部、指
揮支援隊及び指揮下各活動隊並びに派遣元の消防
本部間等の通信連絡の一部に問題が生じた。
　また、緊急消防援助隊の円滑な運用には、大規
模災害発生初期においてできる限り多くの被害状
況を把握することも重要であり、「東日本大震災
を踏まえた今後の消防防災体制のあり方に関する
答申（平成24年１月30日消防審議会）」においても、
消防庁及び緊急消防援助隊間の情報共有と緊急消
防援助隊の広域的な情報収集体制を強化すること
が求められ、「消防救急無線の中継機や衛星電話
等の情報通信機器を搭載した車両の配備」も有効
な手段として掲げられている。
　このようなことを背景に、消防庁では平成23年
度第三次補正予算において、消防組織法第50条に
基づく車両・資器材の配備に係る予算を計上し、
平成24年度内に無線中継車及び可搬型衛星地球局
の配備を進めている。

【無線中継車の概要】
　無線中継車は、長期間に及ぶ広域消防応援体制
を支えるため、以下の機能を備えた仕様としてい
る（図１・図２）。
　車体は、操作性を考慮した普通車（ハイエース
クラス）をベースとしており、指揮隊車としての
活用も考慮し、車体後部に資器材積載スペースを
確保、また、打合せ用のひさし等も設置している。

●主な機能
・電話及びFAX機能（ラスコム衛星回線）
・映像の送受信機能（ラスコム衛星回線）
・ 衛星自動追尾方式の衛星携帯電話機能（一般の
衛星携帯電話）

・無線LANのアクセスポイント機能
・ BS放送、地上デジタル放送の受信機能（一般
のBSアンテナ）

・ 衛星インターネット機能（民間の衛星インター
ネットサービス）

・ 消防救急無線の中継機能（ラスコム衛星回線等）

（図１）無線中継車機能概要図

（図２）無線中継車イメージ図

緊急消防援助隊の情報収集体制の強化について
（無線中継車及び可搬型衛星地球局の整備）

消防庁　防災情報室
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【可搬型衛星地球局の概要】
　可搬型衛星地球局は、小型・軽量で容易に搬送
可能な特徴を活かし、地上系の電波が利用できな
い場合でも緊急消防援助隊の通信連絡を確保する
ため、以下の機能を備えた仕様としている（図３）。
●主な機能
・電話及びFAX機能（ラスコム衛星通信回線）
・映像の送受信機能（ラスコム衛星通信回線）
・ 消防救急無線の中継機能（ラスコム衛星回線）

（図３）可搬型衛星地球局機能概要図

【配備予定】
　配備予定数は、無線中継車21台及び可搬型衛星
地球局40式となっており、配備予定先の消防本部
は表１及び表２のとおりである。

【おわりに】
　大規模災害発生時において、無線中継車及び可
搬型衛星地球局が有効活用され、消防庁及び緊急
消防援助隊間の情報共有と緊急消防援助隊の広域
的な情報収集体制が強化されることが期待され
る。

（表１）無線中継車配備予定本部

地区 消防本部（都道府県）

北海道 旭川市消防本部（北海道）

東北
新潟

仙台市消防局（宮城）・郡山地方広域消防組
合（福島）

関東
高崎市等広域消防局（群馬）・千葉市消防局（千
葉）・横浜市消防局（神奈川）・川崎市消防局
（神奈川）・長野市消防局（長野）

東海 名古屋市消防局（愛知）

東近畿
金沢市消防局（石川）・湖南広域消防局（滋賀）・
京都市消防局（京都）

近畿
大阪市消防局（大阪）・堺市消防局（大阪）・
神戸市消防局（兵庫）・姫路市消防局（兵庫）・
和歌山市消防局（和歌山）

中四国
岡山市消防局（岡山）・福山地区消防組合消
防局（広島）・高知市消防局（高知）

九州 春日・大野城・那珂川消防本部（福岡）

（表２）可搬型衛星地球局配備予定本部

地区 消防本部（都道府県）

東北
新潟

青森地域広域消防事務組合消防本部（青森）・
盛岡地区広域消防組合消防本部（岩手）・大
崎地域広域行政事務組合消防本部（宮城）・
登米市消防本部（宮城）・いわき市消防本部（福
島）・上越地域消防事務組合消防本部（新潟）・
村上市消防本部（新潟）

関東

つくば市消防本部（茨城）・塩谷広域行政組
合消防本部（栃木）・前橋市消防局（群馬）・
久喜地区消防組合消防本部（埼玉）・船橋市
消防局（千葉）・横浜市消防局（神奈川）甲
府地区消防本部（山梨）・峡南消防本部（山梨）・
松本広域消防局（長野）・飯田広域消防本部（長
野）

東海
下呂市消防本部（岐阜）・岡崎市消防本部（愛
知）

東近畿

富山市消防局（富山）・南越消防組合消防本
部（福井）・相楽中部消防組合消防本部（京都）・
奈良市消防局（奈良）・五条市消防本部（奈良）・
吉野広域行政組合消防本部（奈良）

近畿
大阪市消防局（大阪）・尼崎市消防局（兵庫）・
宍粟市消防本部（兵庫）・日高広域消防事務
組合消防本部（和歌山）

中四国
鳥取県東部広域行政管理組合消防局（鳥取）・
広島市消防局（広島）・小松島市消防本部（徳
島）・高幡消防組合消防本部（高知）

九州

八女消防本部（福岡）・対馬市消防本部（長崎）・
熊本市消防局（熊本）・由布市消防本部（大
分）・宮崎市消防局（宮崎）・鹿児島市消防局
（鹿児島）・那覇市消防本部（沖縄）
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平成23年度機構事業報告

Lascom News 2012-10, No.48

　本年６月８日に評議員会及び６月12日に理事会がそれぞれ開催され、平成23年度の事業報告が承認され
ましたのでお知らせします。

第１　地域衛星通信ネットワーク事業
　平成23年度末現在、地域衛星通信ネットワークの地球局の数は市町村合併後の地球局の配置の見直し等
により約3,900となっており、47都道府県全てと全国の市町村の約86％、消防本部の約65％をカバーし、
映像の受発信やデータ通信、一斉指令などの機能を持つ世界にも類例のない衛星通信ネットワークとなっ
ています。
　平成15年４月からは、第二世代システムの運用を開始し、さらに平成18年４月からは地域衛星通信ネッ
トワークの地球局免許人としてネットワークの管理運用と免許関係事務の一元的な処理を行っています。
一方、都道府県の第二世代化システムについては、平成23年度末現在20都府県で運用されています。
　また、平成19年度には、映像ディジタル化により映像伝送の多チャンネル化の実現を図り、以後、映像
発信事業の充実に努めています。
　平成22年度からは、消防庁の全国瞬時警報システム（J-ALERT）に係る衛星通信の利用に際して、機
構は、その支援を行っています。

１　ネットワークの円滑な運営
（１）ネットワークの安定的運用と一元的管理
　 　地域衛星通信ネットワークの安定的な運用に努めるとともに、引き続き地球局免許人として、電
波法令の遵守、電波法関連手続き（免許、各種申請・届、検査、電波利用料納付等）の効率化と全
地球局の適正な管理に努め、地方公共団体における免許関係経費の節減を図りました。
　 　一般地球局で免許の有効期間が満了するものについては、関係機関と調整を図り、再免許を受け
るとともに、全ての一般地球局の免許の有効期限を平成27年11月30日に統一しました。

（２）山口・美唄管制局の衛星通信設備等の更新
　 　平成15年から運用している山口・美唄管制局の第二世代システムの衛星通信設備用サーバ等につ
いては、設置から８年を経過し、修理等が困難となりつつあることから、長期計画に基づき、平成
23年度は、管制局設備監視制御装置、一斉指令装置等の更新を進めました。

（３）ネットワークセキュリティ対策の強化
　 　山口及び美唄管制局設備に係るセキュリティの維持・管理及び対策強化に努めるとともに、第二
世代システムを構築した21都府県に対して、セキュリティ診断システムによる定期診断を実施しま
した。また、道府県が第二世代設備を整備する場合のセキュリティ対策に係る情報提供を行いまし
た。

（４）第二世代システムの普及促進
　 　今後、第二世代化を計画している団体に対して、情報の提供及び技術支援を行いました。また、
現時点において、第二世代化計画のない団体に対しても適宜情報の提供を行い、普及促進に努めま
した。

２　衛星通信サービスの推進
（１）映像発信の充実、映像コンテンツの有効利用等
　 　従来からの災害情報、地域情報の発信のみでなく、地方公共団体に有意義な全国知事会議、国の
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各種会議等の映像を積極的に配信するとともに、機構ホームページの自治チャンネル、消防チャン
ネルにおいても速やかにオンデマンド配信を実施するなど、映像コンテンツの有効活用・映像配信
の充実に努めました。
　 　平成23年３月11日の東日本大震災に際しては、機構は、被災地映像の送信を優先するため、映像
を送信中であった地球局に対して停波を要請して、ディジタル映像用のチャンネルを確保し、被災
地からの映像の送信に備えました。その後、関係県庁局からの同地震に係るディジタル映像は、最
大５つのチャンネルが同時に使用され、同年５月１日までの間に延べ999時間にわたり送信され、
災害情報の伝達に活用されました。

（２）次世代ネットワークに関する調査・研究
　 　地方公共団体の老朽化した第一世代システムの更新を促進するため、平成21年度に「簡易に構築
可能なネットワーク構成と展開に関する調査研究会」を設置し、平成23年度は、平成22年度の事例
調査、実証実験での実現可能性の検討を踏まえ、新システムを導入するための技術面、運用面の導
入可能性の検討を行いました。

第２　公的個人認証サービス事業
　当機構は、平成15年11月に、総務大臣から電子署名に係る地方公共団体の認証業務（公的個人認証サー
ビス）の指定認証機関として指定されました。
　その後、各都道府県知事の委任を受けつつ、システムの整備を終え、平成16年１月から公的個人認証サー
ビス事業を開始しました。
　平成21年度にはシステム更改を行い、平成22年１月から新システムによる運用を開始しました。
　電子証明書の累計発行件数は、平成18年度末までの約２年間で24万件でしたが、平成19年度税制改正に
おいて、所得税をe-Taxで申告を行った場合の税額控除制度が措置されたこと等から、同年度以降増加し、
平成23年度末現在では210万件となっています。
機構としては、平成22年度に引き続き適正な認証事務等の執行に努めました。

１　都道府県認証局の運営
　 　委任を受けている都道府県及び電子証明書の発行窓口である市区町村と連携し、電子証明書の発
行及び失効、失効情報の作成及び提供等に係る認証事務を適切に実施しました。
２　個人認証ブリッジ認証局の運営
　 　公的個人認証サービス都道府県協議会からの委託を受け、都道府県認証局と相互認証する個人認
証ブリッジ認証局を運営するとともに、政府認証基盤との相互認証を実施しました。
３　署名検証者に対する失効情報等の提供
　 　オンライン申請等を行う国・地方公共団体等の行政機関、認定認証事業者等の署名検証者等に対
する失効情報等の提供を適切に実施するとともに、新たに署名検証者等となる機関に対しテスト環
境等を提供しました。
４　公的個人認証サービス共通基盤運用事業の実施
　 　公的個人認証サービスの安定的運用を図るため、公的個人認証サービス都道府県協議会からの委
託を受け、公的個人認証サービス共通基盤運用事業を実施しました。
５　認証業務情報保護委員会の運営
　 　認証業務情報の保護に関する事項の調査審議等を行うため、学識経験者からなる認証業務情報保
護委員会を開催し、「公的個人認証サービスにおけるセキュリティ対策」等について報告し、了承
されました。
６　暗号アルゴリズムの危殆化に対する対応等
　　暗号アルゴリズムの危殆化に適切に対応するため、暗号移行計画を策定しました。
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１　会場から県庁局までの伝送
　会場（JRホテルクレメント高松）から香川県
庁の地球局がある香川県庁本館までは、直線距離
で約1.4㎞離れています。この区間を可搬型の無
線中継装置２台（１台バックアップ）で伝送する
こととし、会場からの送信用に、ＪＲホテルクレ
メント高松５階テラスに無線中継用アンテナを仮
設置しました。

会場の様子

　会議の模様をくまなく撮影するために、会場に
は、中継用のビデオカメラを４台配置しました。
また、撮影した映像は、会場中央の大型スクリー
ンでもライブで放映しました。

２　県庁局での映像受信とアップリンク
　会場からの映像受信用に、県庁本館13階会議室
に無線中継用アンテナを仮設置し、さらにそこか
ら有線ケーブルを６階の機器室まで引き込み、衛
星送信架まで送り地域衛星通信ネットワークに
アップリンクを行いました。

　機構では、平成24年７月19日・20日に香川県高松市で開催された地方開催全国知事会議の模様を、香川
県危機管理総局危機管理課にご協力いただき地域衛星通信ネットワークでライブ中継しました。 

ディジタル映像伝送の活用事例紹介
―地方開催全国知事会議の生中継―

Lascom News 2012-10, No.48

会場側の無線中継用
アンテナ

正面中央のビルが香川県庁

県庁側の無線中継用アンテナ（県庁13階
会議室）中央高層ビル右側が会場

ディジタル映像伝送設備（県庁機器室）

香川県庁局アンテナ（県庁屋上）
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映像情報の発信事例
全国知事会議（全
国知事会）
全国市長会議（全
国市長会）
地方公営企業会計
基準の見直し等に
関する説明会（総
務省）
平成24年度地域衛
星通信ネットワー
ク担当者連絡会議
（自治体衛星通信機構）
　平成24年６月～９月に開催された各種の会議の
模様を放映しました。

市長フォーラム2012（全国市長会）
「地域力創造」全国市町村長サミット2012in香
川（総務省・香川県）
　平成24年６月～９
月に開催されたイベ
ント・大会等の模様
を放映しました。

防災訓練（各都道府県・市町村）
　９月１日の防災の
日前後に都道府県・
市町村で防災訓練が
開催され、その映像
が訓練の一環として
送信されました。
　右は平成24年９月１日に千葉県市川市で行われ
た九都県市合同防災訓練（千葉県会場）の様子です。

　２日間の会議期間中は天候にも恵まれ、会場か
らの映像・音声の無線中継、香川県庁局からのディ
ジタル映像伝送ともに良好で円滑に生中継を行う
ことができました。

　また、香川県の方々には、事前の準備段階から
ディジタル映像伝送の安定送信にご協力いただき
大変お世話になりました。改めてお礼申し上げま
す。

平成24年度衛星電話番号簿を発行しました
●先般、平成24年度衛星
電話番号簿の冊子版を作
成し、関係機関に配布し
ました。
　衛星電話番号簿は、機
構ホームページにも掲載
されていますので、必要
に応じて閲覧、ダウンロー
ドしてご活用ください。
●ホームページに掲載さ
れているデータ（都道府県別ファイル）は、
随時修正等を受け付けています。番号等に変
更が生じた場合は、ご連絡ください。

自治体衛星通信機構人事異動
退任　平成24年６月30日付け
　参与　　　　　　岡山　　宏
着任　平成24年７月 １日付け
　参与　　　　　　山口　卓郎
退任　平成24年９月30日付け
　公的個人認証サービスセンター
　　　技術主査　　翠川　智之
着任　平成24年10月１日付け
　公的個人認証サービスセンター
　　　調査役　　　木梨　博和

地域衛星通信ネットワークでの映像情報の
発信について

●地方公共団体の皆様へ：
　都道府県庁局、ディジタル映像伝送の設備
を持つ一部の政令市局・消防本部局からは、
ディジタル映像伝送サービス利用の申込をす
れば、自局の設備から、いつでも会議・イベ
ントその他の行政情報等の映像を県内、全国
の地球局に向けて放映することが可能ですの
でご活用ください。
●自治・消防関係団体の皆様へ：
　会議・式典などの模様、広報用ビデオなど
を機構東京局から全国の地球局に向けて放映
いたします。詳しくは機構情報企画課までご
連絡ください。
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VSATの免許等に関するよくあるお問い合わせ
～免許管理課～

Lascom News 2012-10, No.48

　当機構は、平成18年に地球局の免許人となり、免許関係事務の一元的な処理を行うことにより、地方公
共団体における諸手続の負担軽減や免許関係経費の節減を図っています。
　技術部 免許管理課には免許関連の多くのお問い合わせが寄せられますが、今回は、これまで寄せられ
たお問い合わせのうちVSATの免許等に関するものにつきまして、主なものをQ＆A形式で説明します。

Q１　VSATを設置する予定ですが、免許手続はどうなるのでしょうか？

A１ 　地域衛星通信ネットワークのVSATは、機構が一括した免許(包括免許)を受けており、新た
に開設する際、直接ユーザ様に免許の手続をしていただく必要はありません。無線局検査もあり
ません。

　　　ただし、免許手続は不要ですが、情報企画課へ必要な利用申込み手続きを行ってください。
　　　また、無線局免許状も機構が本部にて一括して管理しています。

Q２　VSATを使う場合、無線従事者は必要ですか？

A２　無線従事者は要りません。
　　　VSATは無線従事者がいなくても簡単な技術操作で扱える設計になっています。
　　　ただし、規定を超えた操作や設備の一部の取り外し、取り替え等の操作はできません。

Q３　VSATが故障した場合の修理について教えてください？

A３ 　VSATは設備の変更を一切行わないことを条件に免許された無線局で、基本的に手を加えるこ
とはできません。

　　 　故障に際しては、アンテナ、ODU又はIDUについて、修理期間中、同一メーカーの同一型式・
規格の予備品を一時的に用いることが考えられます。この場合は、免許人である機構（担当：免
許管理課）にご一報下さい。なお、「同一」は有効ですが、「同等規格」、「同等品」は認められま
せん。

Q４ 　役場の庁舎に固定されているのに、識別信号に「可搬」という名称が付いているのはなぜです
か？

A４ 　「包括免許」の地球局は、運搬、移設しても使えることを前提に免許されていますので、総務
省の識別信号(名称)に関する規定に基づき「可搬」という名称が使われています。

 ～お問い合わせは、技術部 免許管理課まで～
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e-Taxによる確定申告に向けて

１　公的個人認証サービスの現状
　平成16年１月にスタートした公的個人認証サー
ビスは、平成21年度にシステム更改を行い、平成
22年1月から新システムによる運用を行っていま
す。これまで多くの皆様に支えられ、大きな障害
等もなく順調に運用を続けており、電子証明書の
発行件数は、平成24年９月末現在で累計約223万
件に達しています。
　近年は、e-Tax（国税電子申告・納税システム）
で所得税の申告を行った場合の税額控除の措置な
どにより、累計発行件数は着実に増加しています。

２　e-Taxによる税額控除
　平成19年度の税制改正により導入されたe-Tax
による税額控除は、e-Taxで所得税の申告を行っ
た場合、最初の1回に限り所得税の税額控除を受
けられる措置で、平成24年分の控除額は、最高で
3,000円となっています（本控除の適用は、平成
19年分から平成24年分の間で1回限りであること
にご注意ください。）。
　本年は、本控除の最終年であるため、電子証明
書の取得希望者の増加が予想されます。窓口で１ 
日に発行できる電子証明書の枚数には限度があり

ますので、各市区町村におかれましては、住民の
方々に対して、電子証明書の取得・更新手続きを
早めに行っていただくよう周知をお願いします。

３　確定申告に向けた今後の取組
　当機構では、電子証明書の利用機会が増加する
来年１月からの確定申告期間に向けて、利用者の
利便性向上のための取組を考えています。
　まず、パソコンのセットアップ方法等の手順を
分かりやすく記載した「公的個人認証サービス　
電子申請・申告スタートアップガイド」等につい
て、改正点等を踏まえて内容を更新するとともに、
ホームページ「公的個人認証サービスポータルサ
イト」（http://www.jpki.go.jp/）に掲載する予定
です。
　また、利用者の方々の質問等に迅速に対応でき
るよう、昨年度と同様に平成25年１月中旬から３
月中旬の平日に「利用者ヘルプデスク」を開設す
る予定です。
　これらの情報は、上記サイトに随時掲載します
ので、住民の方々に周知していただくとともに業
務の参考にしていただければ幸いです。
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山口管制局からのお願い

　当機構山口管制局は、地域衛星通信ネットワークの管制を行うハブ局として、24時間

体制で全体の運用・管理業務を行っています。

● ネットワークの管理の課題として、VSAT局等、地球局から不要波の発射が増加
していることが上げられます。不要波発射の主な要因としては、地球局設備の
故障や操作ミス等がありますが、操作ミスについては、そのほとんどが保守作
業中に発生しています。

● 不要波の発射はネットワーク内の他の地球局に妨害を与えるほか、場合によっ
ては地域衛星通信ネットワーク以外の利用者に迷惑をかけることとなります。
このような事態を防ぐためにも、当局としては、出来る限り各地球局の作業状
況を把握し、早期に不要波を検知・処置出来るよう努めているところであります。

● つきましては、各都道府県において、地球局の保守作業等の予定が決まりまし
たら、すみやかに山口管制局までお知らせいただきますようご協力をお願いい
たします。
　 　また、作業前後には、保守作業担当者から直接山口管制局へ連絡いただきま
すよう、ご指導いただけると幸いです。

● 地域衛星通信ネットワークや各地球局の状況などについてご質問などありまし
たら、下記までお気軽にごお問い合わせ下さい。

（財）自治体衛星通信機構　山口管制局
運用・技術課

衛星ＴＥＬ：０４８－１００
衛星ＦＡＸ：０４８－１１０

山口管制局

P002-011.indd   12P002-011.indd   12 2012/10/22   9:06:192012/10/22   9:06:19


	P001
	P002-003
	P004-005
	P006-007
	P008-009
	P009
	P010
	P011
	P012.pdf


<<
  /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
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /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 false
  /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 false
  /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 <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


