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高速道路の SA（サービスエリア）・PA（パーキングエリア）と連結する商業施設等について、広く民
間事業者等による整備・運営を促すための情報提供を進める取り組みについてご紹介致します。

1 はじめに
民間事業者等が、高速道路の SA・PAにおいて商業施設等の運営を行うためには、道路管理者（国又

は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構等）の連結許可を受ける必要があります。これは、道路
法第 48 条の 5若しくは高速自動車国道法第 11 条の 2で定められているものであり、当該高速道路の通行
者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設又は利用者のうち相当数の者が当該高速道路を通行
すると見込まれる商業施設、レクリエーション施設その他の施設について、道路管理者の許可を受けるこ
とにより高速道路と連結することを可能としているところです。具体的な施設としては、ショッピングセ
ンター、テーマパーク、遊園地、物流施設等を想定しており、民間事業者等からの連結許可申請を受け、
道路管理者が連結許可の可否について個別具体的に判断することとなります。
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2 SA・PA事業における民間活力の活用
我が国の高速道路における SA・PAについては、道路管理者が整備をする自動車駐車場の部分と、民
間事業者等が整備・運営をする商業施設等の部分からなっております。この商業施設等の部分については、
多様なサービスの提供を図ることにより高速道路通行者の利便に資するものとなるため、民間活力を活用
した多様な事業を推進することとしております。
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しかしながら、現状としては、SA・PA事業の将来計画や供用中の SA・PAの情報等について、道路
管理者による十分な広報がなされていないことなどから、民間事業者等の参入が進んでいない状態となっ
ております。そのため、民間事業者等の資金やノウハウを十分に活かすべく、今般、道路管理者からの積
極的な情報提供を進めることと致しました。

3 道路管理者による広報
各道路管理者は、工事実施に際しての現場説明会の開催や、自らのホームページ等による開通目標の公
表、また、決定した道路区域の公示など、従来から各事業実施段階での広報を行っているところですが、
SA・PAに限定をした広報の実施はなされておりませんでした。
そのため、平成 25 年 10 月に、高速道路における連結許可に関する取扱いを定める「高速自動車国道又
は自動車専用道路に連結する施設の許可の取扱いについて」（平成 17 年 10 月道路局長通達）別添「連結
許可に係る取扱い方針」の一部を改正し、高速道路の SA・PAと商業施設等との連結に関する情報提供
について追記を致しました。これにより、SA・PA事業への参入にあたり必要となる SA・PA事業の将
来計画や具体的な位置、道路施設の概要等に関する情報を道路管理者のホームページ等で把握することが
可能となり、民間事業者等の参入促進につながるものと考えております。
情報提供をすることとして上記通達に追記した内容は以下（1）～（3）の通りです。

（1）新設又は改築が予定されるSA・PAにおける連結に関する情報提供

道路管理者は、事業の進捗状況や地域の実情に配慮しつつ、新設等 SA・PAについて、以下に
掲げる時期において、それぞれ定める必要な情報をホームページ等で公表すること等により、連結
に関する情報提供を行うものとする。また、公表している情報について変更が生じた場合には、必
要に応じて更新を行うものとする。
なお、複数の道路管理者が施行する事業を組み合わせて整備する場合には、関係する道路管理者等

において協議し、公表の時期、公表する主体等の調整を行った上で、当該情報提供を行うものとする。

①　道路整備特別措置法第 22 条第 1項に基づく道路に関する工事の公告を行った時　新設等 SA・
PAの名称、路線名、供用予定、位置（市町村）等
②　道路法第 18 条第 1項若しくは高速自動車国道法第 7条第 1項に基づく高速道路の区域の決定
又は地元説明会の実施等により、道路本体及び道路附属物の構造が公表された時　新設等 SA・
PAの名称、路線名、供用予定、位置（地名、地番）、規模、道路管理者が建設及び管理する施設（駐
車場、公衆便所、休憩所等）の概要、高速道路の区域の決定に際して一般の縦覧に供する図面等

（2）供用中のSA・PAにおける連結に関する情報提供

道路管理者は、地域の実情に配慮しつつ、供用中の SA・PAについて、名称、路線名、位置（地名、
地番）、規模、道路管理者が管理する施設（駐車場、公衆便所、休憩所等）の概要、占用主体又は連
結主体が管理する施設（休憩所、商業施設、給油所、レクリエーション施設等）の概要、道路法第
18 条第 2項又は高速自動車国道法第 7条第 2項に基づき供用の開始に際して一般の縦覧に供した図
面その他必要な情報をホームページ等で公表すること等により、連結に関する情報提供を行うものと
する。また、公表している情報について変更が生じた場合には、必要に応じて更新を行うものとする。
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（3）連結手続きに関するスケジュール等の情報提供

道路管理者は、連結の申出があった場合には、申出のあった連結を希望する施設の位置及び種類、
当該申出に係る連結手続きに関するスケジュールその他必要な情報をホームページ等で公表するこ
と等により、連結手続きに関する情報提供を行うものとする。また、公表している情報について変
更が生じた場合には、必要に応じて更新を行うものとする。
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4 期待される効果
民間事業者等の参入を促進することにより、高速道路における PPP ／ PFI の活用が進み、民間事業者
等の資金やアイデアを高速道路の SA・PA事業に取り込むことが可能となり、多様化・高度化する高速
道路利用者のニーズを踏まえたサービスの向上や、特に地方部などにおける SA・PAを活用した地域活
性化の促進などの効果が期待されるところです。

5 おわりに
平成25年 6月に民間資金等活用事業推進会議にて決定された「PPP／PFIの抜本改革に向けたアクショ
ンプラン」において、「真に必要な社会資本の整備・維持更新と財政健全化を両立させるために、民間の資金・
ノウハウを最大限活用することは急務である。そのためには、官と民が適切に連携することにより最適な
公共サービスの提供を実現するという、PPP ／ PFI の本来の趣旨に立ち返り、できるだけ税財源に頼る
ことなく、かつ、民間にとっても魅力的な事業を推進することにより、民間投資を喚起し、必要なインフ
ラ整備・更新と地域の活性化、経済成長につなげていくことが必要である」とされているところです。
高速道路の SA・PA事業についても、民間事業者等の資金・ノウハウによりサービスの向上が図られ
ることにより、高速道路利用者の利便が増進し、より快適な高速道路の利用環境が整備されることに繋が
るものと期待しております。

・国土交通省ホームページ
　http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/sapa_jigyo/

・独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構ホームページ
　http://www.jehdra.go.jp/sapajyouhouteikyou.html

（参照条文）

道路法（昭和 27 年法律第 180 号）
（自動車専用道路との連結の制限） 

第四十八条の四　次に掲げる施設以外の施設は、第四十八条の二第一項又は第二項の規定による指定を受けた
道路又は道路の部分（以下「自動車専用道路」という。）と連結させてはならない。
一　道路等（軌道を除く。次条第一項及び第四十八条の十四第二項において同じ。） 
二　当該自動車専用道路の通行者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設又は利用者のうち相当
数の者が当該自動車専用道路を通行すると見込まれる商業施設、レクリエーション施設その他の施設 
三　前号の施設と当該自動車専用道路とを連絡する通路その他の施設であつて、専ら同号の施設の利用者の
通行の用に供することを目的として設けられるもの（第一号に掲げる施設を除く。） 
四　前三号に掲げるもののほか、当該自動車専用道路の道路管理者である地方公共団体の条例（国道にあつ
ては、政令）で定める施設 

（連結許可等） 

第四十八条の五　前条各号に掲げる施設の管理者は、当該施設を自動車専用道路と連結させようとする場合に
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おいては、当該管理者が道路管理者であるときは当該自動車専用道路の道路管理者と協議し、その他の者で
あるときは国土交通省令で定めるところにより当該自動車専用道路の道路管理者の許可（以下「連結許可」
という。）を受けなければならない。自動車専用道路以外の道路等を自動車専用道路と立体交差以外の方式
で交差させようとする場合においても、同様とする。 
2　自動車専用道路の道路管理者（次項及び第四十八条の七から第四十八条の十までにおいて単に「道路管理
者」という。）は、前項前段の場合にあつては当該協議に係る施設又は当該連結許可の申請に係る施設が次
の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める基準に適合するときに限り、同項後段の場合にあつては当該交
差が第四十八条の三ただし書に規定する場合に該当するときに限り、同項の協議に応じ、又は連結許可をす
ることができる。 
一　前条第一号に掲げる施設　当該連結が当該自動車専用道路の効用を妨げないものであること。 
二　前条第二号から第四号までに掲げる施設　政令で定める連結位置に関する基準及び国土交通省令で定め
る施設の構造に関する技術的基準に適合するものであること。 

3・4　（略）

高速自動車国道法（昭和 32 年法律第 79 号）
（高速自動車国道との連結の制限） 
第十一条　次に掲げる施設以外の施設は、高速自動車国道と連結させてはならない。 
一　道路、一般自動車道又は政令で定める一般交通の用に供する通路その他の施設 
二　当該高速自動車国道の通行者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設又は利用者のうち相当
数の者が当該高速自動車国道を通行すると見込まれる商業施設、レクリエーション施設その他の施設 
三　前号の施設と当該高速自動車国道とを連絡する通路その他の施設であつて、専ら同号の施設の利用者の
通行の用に供することを目的として設けられるもの（第一号に掲げる施設を除く。） 

四　前三号に掲げるもののほか、政令で定める施設 

（連結許可等） 

第十一条の二　前条各号に掲げる施設（高速自動車国道を除く。）を管理する者は、当該施設を高速自動車国
道と連結させようとする場合においては、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣
の許可（以下「連結許可」という。）を受けなければならない。 
2　国土交通大臣は、連結許可の申請があつた場合において、当該申請に係る施設が次の各号に掲げる区分に
応じ当該各号に定める基準に適合するときに限り、連結許可をすることができる。 
一　前条第一号に掲げる施設　第五条第一項又は第三項の規定により定められた整備計画に適合するもので
あること。 
二　前条第二号から第四号までに掲げる施設であつて、これを管理する者以外の者の管理する他の通路その
他の施設に連結するもの　第五条第一項又は第三項の規定により定められた整備計画及び国土交通省令で
定める施設の構造に関する技術的基準に適合するものであること。 
三　前条第二号から第四号までに掲げる施設であつて、前号に掲げるもの以外のもの　政令で定める連結位
置に関する基準及び同号の国土交通省令で定める技術的基準に適合するものであること。 

3 ～ 7　（略）
　



<<
  /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 1.3
  /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 /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 600
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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 <FEFF65e57d4c537052377528>
  >>
  /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 [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


