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１．はじめに 

（１）研究の背景と目的 

「世界遺産条約履行の作業指針（以下,「作業指針」）」第104項

によると,「緩衝地帯は, 推薦資産の効果的な保護を目的として  

推薦資産を取り囲む地域に, 法的又は慣習的手法により補完的な

利用・開発規制を敷くことにより設けられるもうひとつの保護の

網である。」とされている。韓国の文化財保護法には緩衝地帯とい

う言葉はないが, 上記の「作業指針」の定義の緩衝地帯に該当す

るものとして「保護区域」と「歴史文化環境保存地域」がある（図

－1）。いずれも文化財に隣接する地域における開発規制を目的と

した制度である（表－1）。本研究では「緩衝地帯」を「保護区域」

と「歴史文化環境保存地域」とする。 

保護区域とは, 文化財保護法第2条4項に規定された指定文化

財を保護するために指定する区域であり, 文化財の保護のため特

に必要な場合に指定することができる（同法第27条）1) 。保護区

域内の行為は, 文化財庁の庁長の許可事項である（同法第8条,第

35条1項）。一方,「歴史文化環境保存地域」は, 文化財の周辺地

域で, 自然景観もしくは歴史的又は文化的価値の高い空間を文化

財と共に保護するために設定される地域である（同法第2条6項,

第13条1項）。範囲は文化財又は保護区域の境界線から500m以

内で, 文化財の指定と同時に設定される。歴史文化環境保存地域

は幾つかの区域に細分化され, 区域ごとに文化財の保存に影響を

与える開発行為の範疇や程度を示す許容基準が告示される。許容

基準を超える場合は文化財庁の庁長の許可事項になる（同法第35
条2項）。後述するように「歴史文化環境保存地域」が設定される

前に, 保護区域が緩衝地帯として機能した時期があったため, 本

研究では保護区域と歴史文化環境保存地域を緩衝地帯として検討

する。 

韓国では保護区域と歴史文化環境保存地域による緩衝地帯の制

度は文化財だけではなく, 世界遺産の保存管理にも重要な役割を

担っているが, 制度の運営に対しては批判が多い。 

表－1 保護区域と歴史文化環境保存地域 

区分 保護区域 歴史文化環境保存地域 

区域設定 必要な場合,文化

財庁の庁長が指定 

市・道知事が条例で規定 

文化財又は保護区域の境界線

から最大500m 
行為検討 文化財委員会の 

審議 

許容基準等により検討後, 

影響があると判断された場合

文化財委員会の審議 

許可権限 文化財庁の庁長 文化財庁の庁長 

備考 損失補償可能 損失補償不可 

 

緩衝地帯を対象にした既往研究として, Kang, Dong-jin2)は,

文化財を都市型, 非都市型, 歴史的集落に分類し, その類型によ

って緩衝地帯の運営方法を提案したが, 緩衝地帯が設定されなけ

ればならない理由は言及されていない。なお, 文化財庁も「歴史

文化環境保存地域」に関する政策研究を多数実施してきたが, 緩

衝地帯の問題点からその改善方案を模索した内容が大半である 3)。 

本研究では韓国における文化財保護法上の緩衝地帯の概念の変

化を整理し, 具体的な事例からこれまで管理されてきた文化財の

緩衝地帯の課題を明らかにする。その結果から文化財保護法によ

る緩衝地帯の今後のありかたについて考察することを目的とする。  

 

 
図－1 文化財, 保護区域, 歴史文化環境保存地域の概念図 

韓国における文化財保護法による文化財の緩衝地帯の適用に関する考察 

A study on the buffer zone under the Cultural Heritage Protection Act in Korea 
 

李 珣媄*   黒田 乃生** 

Soonmi LEE Nobu KURODA   
 
 
Abstract: To protect the cultural heritage, there is a buffer zone system under the Cultural Heritage Protection Act, together with
the urban planning and building act in Korea. This study aims 1) to review the changes and applications of buffer zone system
under the Cultural Heritage Protection Act ; 2) to analyze the cases of various development activities and regulations performed
within the cultural properties and buffer zones in the subjects with Changdeokgung Palace and Hahoe Village in Andong; and 3)
to suggest improvement plans including establishment of urban planning considering the surrounding area of cultural properties,
information sharing and participation support of the inhabitants and elaboration of review of impact on the preservation of the
cultural heritage; and to summarize the needs of buffer zones for cultural properties in the perspective of the preservation and
utilization of Korean cultural properties. 
 
 
 
 
Keywords: protection area, preservation area of historic and cultural environment, Changdeokgung Palace, 
Hahoe Village in Andong 
キーワード：保護区域, 歴史文化環境保存地域, 昌徳宮, 安東河回村 

*筑波大学大学院人間総合科学研究科  **筑波大学芸術系 

■研究発表論文

599ランドスケープ研究 82 (5)，2019



 

 

  （２）研究の方法 

まず,『文化財庁 50 年史』等の文献資料を用いて文化財保護法

における緩衝地帯の時代ごとの変化を整理した。あわせて文化財

庁の審議機関である文化財委員会の会議録のうち, 公開されてい

る1985～2017年までの会議録をもとに, 審議された内容を分析

した。文化財委員会の会議録は, 一部公開されていない年度や案

件があるが, 文化財保護法における緩衝地帯で行われている大き

な傾向を把握することが可能である。 

次に昌徳宮と安東河回村を対象に緩衝地帯および文化財の指定

区域の許可申請と審議結果を中心に審議内容を整理した。2 箇所

の事例はいずれも指定が古く緩衝地帯の変遷と申請を対応させる

ことが可能であること, また, 緩衝地帯の面積が昌徳宮は小さく

安東河回村は大きく対照的であること, 管理団体が昌徳宮は国,

安東河回村は自治体であること, 昌徳宮は都市部にあり, 安東河

回村は農村で住民が居住しているという相違点がある。 

 

２．韓国の文化財保護法上の緩衝地帯の概念と適用の変化 

（１）時代区分 

緩衝地帯に関する制度は 1962 年から以下のように 3 つの時期

にわけることができる。第1期は，1962～1999年まで保護区域が

唯一の緩衝地帯であった時期, 第2期は2000～2010年までの保

護区域の外に文化財保存影響検討区域が設定された時期, 第3期

は 2011 年以降の歴史文化環境保存地域が緩衝地帯として定着す

る段階である。 

（２）第１期：文化財の保護区域（1962～1999年） 

1962 年に制定された文化財保護法では, 文化教育部の長官が

指定文化財の保護区域を指定できることとされた。同法施行規則

には保護区域の指定基準が指定文化財の種類別に定められた。た

とえば寺址や故宮の場合は文化財の境界線から 5～50m であった。 

1971年にソウル市が無断で南大門（国宝1号）の保護区域を通

過する地下鉄の建設工事をし, それに対し文化財委員会が抗議を

した。しかし, 1970年代の経済発展の時期の重要な公共事業だっ

たため, 文化財の保存に及ぶ影響を最小限にするという条件を付

けて可決した 4)。 

1984 年に同法施行規則の改正により保護区域の指定は最大

2000mまで可能になった。しかし, 保護区域に指定されると規制

が強く, 保護区域内の私有地における建物の新改築が不許可にな

ることが多かった。1990年代に入り, 文化財管理局は保護区域に

対しても文化財と同様に, 毎年予算を投入し私有地の買収や支障

物の撤去を行った。1990年代は市民社会の成長と私有財産に関す

る意識が高まり, 文化財そのものではないにもかかわらず文化財

と同様に規制する保護区域に対する住民の反対が増加した 5)。ま

た, 1990 年代後半の経済危機と規制改革の流れで, 保護区域制

度の再検討が行われた。 

第1期は, 私有地等における開発行為の不許可と私有財産権の

制限に対する反発が課題であったといえる。 

（３）第２期：文化財保存影響検討区域（2000～2010年） 

2000 年の文化財保護法の改正により, 保護区域の適正性を定

期的に検討し, 保護区域の解除および範囲の変更が可能になった。

同時に, 建設工事などの開発から文化財を保護する目的で, 保護

区域の周囲に文化財保存影響検討区域が導入された。市道知事（広

域自治体の首長）が条例で定める地域内の建設工事に対して文化

財庁の庁長と協議し, 文化財の保存に及ぼす影響を検討すること

が義務付けられた。同法施行令では文化財の境界線から最大500m
が規定された。国家指定文化財の場合, ソウル市では文化財又は

保護区域の境界線から 100m, 他の市道は 200～500m の文化財

保存影響検討区域が定められた。 

導入の背景として 2000 年度は経済成長に伴い民間による開発

事業が盛んだったことがあげられる。1990年代以降の国内観光の

増加に伴い, 各自治体が競って観光施設を整備した。一方, 社会

の民主化, インターネットの普及と共に, 情報公開・参加に関す

る要求も高くなった。  

制度が導入された初期は, 基礎自治体（市・郡・区）では関係す

る専門家3名が, 開発行為が文化財に及ぼす影響を検討した。し

かし, 文化財保存影響検討区域における許可の申請件数が急増し

たため, 予測的な検討が必要になった。このため, 2006年「国家

指定文化財の周辺地域における許容基準の樹立指針」（行政規則）

が制定された。同基準案は, 文化財ごとに基礎自治体（市・郡・

区）が専門家と地域住民の意見を集約して作成し, 文化財委員会

の審議を経て文化財庁の庁長によって告示された。 

開発行為の多様化に対応し, 審議する文化財委員会の専門性を

強化するため, 2007 年に景観分課が新設され, 文化財だけでは

なく都市計画, 造園学, 景観工学, 市民運動, 観光の専門家が審

議に加わることになった。審議の結果不許可になると経済的な損

失が生じるため, 文化財保存影響検討区域に関する訴訟が増加し

た。大法院（最高裁判所）まで争った事例に, 2005年の光陵の周

辺地域における住宅及び近隣生活施設の新築に対する不許可処分

に関する訴訟, 2006年の獻仁陵の周辺地域における農業倉庫の新

築に対する不許可処分に関する訴訟がありいずれも原告が敗訴し

た。原告が勝訴したものに2007年の昌徳宮の周辺地域における近

隣生活施設の新築に対する不許可処分に関する訴訟がある。訴訟

の増加は, 2007 年以降, 許容基準が全国の国家指定文化財に普

及する契機になった。 

第 2 期には第 1 期の課題をふまえて新たな制度の導入と定期的

な検討が行われるようになったが, 検討結果に対する抗議が訴訟

の増加につながったことが課題として挙げられる。 

（４）第３期：歴史文化環境保存地域（2011年～現在） 

2010 年には文化財保護法の改正により文化財保存影響検討区

域が廃止され, かわりに歴史文化環境保存地域が規定された 6)。

文化財の規制が国民の私有財産等に及ぼす影響を減らすことを目

的として, 新たに規制が設定される文化財の種類を明記した。さ

らに, 歴史文化環境保存地域を区域区分し, 区域ごとに開発行為

等に関する具体的な許容基準を告示することを法律で義務付けた。

しかし, 歴史文化環境保存地域における訴訟は毎年増加し, 2014
年は4件, 2015年は5件, 2016年は7件であった。  

2010年から2013年にかけて, 歴史文化環境保存地域を都市計

画の保存地区と統合させる計画があったが 7), 統合には至らなか

った。統合しようとした理由は, 目的が類似する2つの規制が重

なることによる私有財産権の制限から国民の負担を減らすためで

あった。統合できなかった理由については公式に発表された内容

がなく不明である。しかし, 都市計画の保存地区には文化財と保

護区域のみ含まれ, 歴史文化環境保存地域は入っていない。文化

財指定と同時に設定される歴史文化環境保存地域と異なり, 都市

計画の保存地区は自治体の長の指定が必要で, 統合されると歴史

文化環境保存地域が設定できない可能性が高いことが要因として

考えられる。さらに 2015 年は, 経済不況による全国的な規制緩

和の影響で, 歴史文化環境保存地域が改善すべき規制に選定され

た。また, その時期に一部の自治体では歴史文化環境保存地域の

縮小を国（文化財庁）に要請した。規制改革の要求に対し, 文化

財庁は歴史文化環境保存地域の制度自体は維持する一方, 許容基

準の規制を全国的に緩和または調整する計画を発表した。また, 

2015 年からは歴史文化環境保存地域における景観に関する検討

項目を細分化し, 文化財の類型別に検討できることにした。 

歴史文化環境保存地域に関する新たな動きとしては 2013 年か

ら始まった国土交通部の都市再生事業に文化財庁も対象地域の検

討段階に参加したことが挙げられる。企画財政部, 未来創造科学
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部, 教育部, 安全行政部, 文化体育観光部, 農林畜産食品部, 産

業通商資源部, 保健福祉部, 環境部, 雇用労働部, 女性家族部, 

国土交通部, 海洋水産部, 文化財庁, 山林庁, 中小企業庁の16
機関が参加して検討された。その結果2016年に発表した33か所

の地域づくりでは, 文化財とその周辺地域を活用した案件が多数

含まれていた 8)。 

第 3 期には都市計画等他の制度との区域の設定範囲の重複と規

制内容の齟齬が課題となったが, その後地域づくりという大きな

枠組みで機関を超えた動きもあることが明らかになった。 

 

３．事例から見た韓国の文化財の緩衝地帯における課題 

（１） 事例１：昌徳宮 

１) 概要 

昌徳宮は, 朝鮮王朝の宮殿の一つである。1405年に正宮である

景福宮の離宮として建てられたが, 1592年再建された後は朝鮮王

朝の中心的な宮殿として利用された。前面には朝廷を, 後面には

寝殿を置く宮殿の基本的な配置原則に従っているが, 景福宮と比

べて昌徳宮の建築は自然地形に従って配置されている。中でも後

園は自然との調和を重視する, 伝統的な造園技法の代表例として

価値が高い。1963年, 史跡第122号として指定され, 1997年に

は世界遺産に登録された。管理団体は文化財庁である。 

２）緩衝地帯の変遷（図－2） 

保護区域は 1973 年に指定された。保護区域は, 昌徳宮の東側

と西側の石垣の一部と文化財指定された昌徳宮の正門である敦化

門から約10mの空間が指定されている。 

文化財保存影響検討区域はソウル市の文化財保護条例によって

文化財または保護区域の境界線から 100m の範囲が指定された。

条例には文化財の周辺に新築する際の仰角 27 度以内の高さ規制

がある。2010年には文化財保存影響検討区域の許容基準が告示さ

れ, 現在も適用中である（表－2）9)。1区域は「保存区域」とされ, 

文化財と歴史文化環境の保護のために, 地形・森林・水系等の保

存や建築物の規制及び行為の制限が不可避で特別な検討が必要な

区域である。「保護区域」とは別であり,「個別審議区域」とも呼ば

れる。また, 文化財の境界に接しているため1区域における全て

の開発行為は文化財委員会の審議の対象になる。 

2011 年には文化財保存影響検討区域が歴史文化環境保存地域

に変更され, そのまま世界遺産の緩衝地帯になった。 

３）時期ごとの審議内容と課題 

時期区分ごとの審議の件数と内容は表－3 のとおりである。緩

衝地帯（保護区域, 文化財保存影響検討区域, 歴史文化環境保存

地域）における審議件数59件のうち, 保留・否決は33件だった。 

a) 第1期 

保護区域はすべて住民による住宅の増改築の申請で 7 件の審議

で4件が否決または保留された。 4件はすべて西側に位置する10)。

1960 年代, 文化財管理局は予算確保のために国有地だった昌徳

宮の周辺地域を民間に払い下げた 11)。その後, 宮殿に隣接する一 

部の住宅が宮殿の石垣を自宅の壁として使っていたため文化財委 

 

表－2 昌徳宮の歴史文化環境保存地域の許容基準  

員会は, 文化財の保存管理や周辺景観の保護のためそれらの住宅

を整備するべきであると審議した。以降, 文化財委員会は昌徳宮

の景観を改善しながら増改築の許容基準として, 宮殿の石垣から

最低3m離すこと, 規模を3階以下にすること, 外観を宮殿に相

応しいものにすることを示した。  

b) 第2期 

保護区域、文化財保存影響検討区域あわせて 40 件申請があり、

26件が否決または保留された。 

保護区域内における26件の中で、住宅等の新築・増築は24件

でそのうち 2002～2003 年に申請された 8 件は否決または保留と

なった。昌徳宮の西の地域ではソウル市による伝統的な韓屋保存

の「北村づくり」が進められている。これに関連したソウル住宅公

社による保護区域内の韓屋の修理のための申請があった。しかし, 

石垣から 3m 離すという許可条件に従えば既存の韓屋を撤去しな

ければならない。このため条件の再審議を要請したが, 否決され

た 12)。文化財庁による昌徳宮の原型保存とソウル市による伝統家

屋の活用の間の基準に関する合意がなかったと考えられる。昌徳

宮のように文化財庁が直接管理する文化財の場合, 周辺地域の管

理主体（自治体）との協力が必要である。 

 文化財保存影響検討区域では, 2007年に訴訟があった 13)。昌徳

宮の正門の保護区域の境界線から 50m 離れた地点で地上 5 階高

さ18.3mの近隣生活施設の新築に関する許可の申請があり, 文化

財委員会は文化財の周辺における歴史文化景観の侵害を事由に否

決し, 事業者が提訴した。建物の高さはソウル市の文化財保護条

例に示された仰角27度と, ソウル市が2002年告示した都市計画

上の高さ基準 20m の範囲内であり, 新築の建物周辺には同じ高

さの建物がすでに存在していることを主張した。それに対し, 裁

判所は文化財の保存に影響があるとは言いにくく, 影響があると

しても財産権の侵害に比べ極めてわずかなものであると原告の勝

訴判決を下した。不許可の理由が歴史文化景観の侵害だけでは文

化財の周辺に高層ビルが多い都心部の規制には不十分であるとい

うことが明らかになった。また昌徳宮の正門から眺望できる地域

は都市計画上では建物の高さが 20m と定められおり, 当時のソ

ウル市の文化財条例と文化財委員会の審議には不一致があった。 
また, 第2期から文化財の指定区域で活用事業が増え, 文化財

庁は観覧客総合支援センターの計画を申請したが, 規模の超過で

否決された 14)。その後, 規模を調整し条件付で可決された。事業

地の一部は, 2008年度に文化財区域に編入された。 

この時期は都心の景観に関する検討基準の不備が明らかになり, 

不許可処分に対する訴訟もあった。文化財の管理主体と自治体と

の合意の不在も課題としてあげられる。  

c) 第3期 

保護区域では, 砂防事業と自治体による周辺整備が可決された。 

 

表－3 昌徳宮における文化財委員会での審議件数と内容 

時期 
文化財 

（指定区域） 
保護区域 

文化財保存影響検討

区域・歴史文化環境

保存地域 

第1期 

1985～ 

1999年 

11 (3) 
●保存管理6 
★道路4,生活施設1 

7 (4) 
◎住宅の増改築 7 

ㅡ 

第2期 

2000～ 

2010年 

53 (7) 
●保存管理 38,活用 

15 

26 (20) 
◎建物の新築・増築

24 
★周辺整備2 

14 (6) 
◎建物の新築・増築8 
★周辺整備4 
●活用2 

第3期 

2011年 

～現在 

30 (2) 
●保存管理19,活用9 
★生活施設2 

2 (0) 
●保存管理1 
★周辺整備1 

10 (3) 
◎建物の新築8,  
その他2 

* 数字は審議件数, ( )は保留・否決の件数    (総審議件数 n=153) 

* ◎住民, ★自治体, ●国（文化財庁） 

区分 
許容基準 

陸屋根の建築物 勾配(10:3以上)のある屋根の建築物 
1区域 保存区域 
2区域 建築物の高さ：5m以下 建築物の高さ：7.5m以下 
3区域 建築物の高さ：8m以下 建築物の高さ：11m以下 
4区域 建築物の高さ：11m以下 建築物の高さ：14m以下 
5区域 建築物の高さ：14m以下 建築物の高さ：17m以下 

共通 
事項 

既存の建築物・施設物の範囲内での改築・増築は許容する。 

建築物の高さは, 塔屋・階段室・昇降機塔等を含めて計算する。 
昌徳宮の東北側（文廟の隣接地域）は昌徳宮の指定・保護区域の
石垣より建築物の高さを制限する。 
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図－2 昌徳宮の歴史文化環境保存地域の範囲及び許容基準区域の区分 9) 

図－3 安東河回村の歴史文化環境保存地域の範囲及び許容基準区域の区分 16) 
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歴史文化環境保存地域では, 建物の新築に関する文化財委員会 

の否決は1件のみであった。その理由として許容基準が明示され,

文化財の周辺地域における高さ基準が共有されたことが考えられ

る。2010年に告示された許容基準では今まで審議件数が少なかっ

た昌徳宮の東北側にも, 建築物の高さを石垣より低くすることが

示されたことは文化財の周辺景観を管理する試みであるといえる。 

この時期には大きな訴訟がないが, 第2期に訴訟があった場所

は5区域に設定され, 許容基準は高さ17m以下である。都市計画

の制限高さ20mとの齟齬は継続している。17m以上20m未満の

建築計画が文化財委員会で審議され否決された場合, 都市計画上

は新築できるため訴訟につながる可能性が高いと考えられる。 

（２） 事例２： 安東河回村 

１）概要 

安東河回村は, 韓国の代表的な氏族村であり, 両班村である。

背山臨水の伝統的な村の立地で,  儒教の礼法に立脚した家屋の配

置, 両班氏族村の宗家, 書院と書堂がある。周辺の農耕地や河川

等の自然景観も残り, 著作物, 芸術品, 儀礼, 遊びも保存されて

いる。1984 年に重要民俗資料第 122 号として指定され, その後

2011 年に重要民俗文化財, 2017 年に国家民俗文化財に名称変更

された。2010年には良洞村と共に世界遺産に登録された。管理団

体は慶尚北道安東市であり, 安東河回村保存会も活動している。 

２）緩衝地帯の変遷（図－3） 

1984年の文化財指定に関する官報と1989年の『安東河回村に

関する調査研究報告書』には保護区域という言葉は使われていな

い。しかし,『文化財庁50年史』には1984年に屛山書院(史跡第

260 号)と周辺の砂浜までを編入し 150 万坪という広大なエリア

が保護区域として指定されたと記されている 15)。さらに, 指定以

降の文化財委員会の会議録にも保護区域という文字が散見される。

つまり, 安東河回村の場合, 集落だけではなく集落から屛山書院

を含む集落の外のエリアを制度上は保護区域ではないが, 保護区

域に相当するものととらえていたと考えられる。一方, 2010年の

世界遺産の登録の際には, 同じ指定区域でも, 集落は世界遺産の

構成資産となり, 集落の外は文化財保存影響検討区域と合わせて

緩衝地帯として設定された。指定区域だが文化財委員会会議録で

保護区或等の用語が使われた集落の外における案件 8 件を表－5
に別途に整理した。 

2000年, 安東河回村の文化財保存影響検討区域は慶尚北道文 

 

表－4 安東河回村の歴史文化環境保存地域の許容基準 

区分 
許容基準 

陸屋根の建築物 勾配(10:3以上)のある屋根の建築物 
1区域 保存区域 
2区域 建築物の高さ：5m以下 建築物の高さ：7.5m以下 
3区域 建築物の高さ：8m以下 建築物の高さ：12m以下 
4区域 国土の計画及び利用に関する法律, 建築法等関連法令によって

処理。今回の告示以降, 文化財保存影響検討区域における関連
法令（都市計画又は自治体の条例等）の内容が変更された場合, 
文化財に及ぶ影響を考慮し, 許容基準を再調整すること。 

5区域 史跡第260号屛山書院の許容基準を準用 
共通 
事項 

上記の基準を超える行為は文化財庁の庁長の許可事項であり。 
その他, 以下の事項も文化財庁の庁長の許可事項であり。 
全区域で10階以上の建築物 文化財の保護区域から200m以
内の地域における一片の長さ 25m, 建築面積 330m2を超える
建築物（許容基準上の3区域に限り）危険物貯蔵及び処理施設, 
糞尿及びゴミの処理施設, 畜殺場, 廃棄物処理施設等 傾斜地
の盛・切土又は平地の盛土によって高さ3m以上の石築, 擁壁
が建てられる場合（但し地下層の切土は除外, 地盤線の高さの
算定は建築法による）道路, 橋梁等の施設物の新設及び拡張。 
既存の建築物・施設物の範囲内での改築・増築は許容。 
建築物の高さは塔屋・階段室・昇降機塔等を入れて計算。 
文化財に相応しい低い明度と彩度の色相を奨励（屋根の色は茶
色, 暗い灰色）。原色は使用制限。材質は, 光を反射しない材料
を奨励。 

化財保護条例により, 文化財又は保護区域の境界線から500mの

範囲に定められた。2010年に安東河回村の文化財保存影響検討区

域における許容基準が告示され, 現在も適用中である（表－4）16)。

5 区域に分かれ, 許容基準上全区域に適用される共通事項には昌

徳宮にはない面積, 用途等に対し制限が設けられている。 

2011 年には文化財保存影響検討区域が歴史文化環境保存地域

に変更された。 

３）時期ごとの審議内容と課題 

文化財委員会の審議内容は表－5 の通りである。集落の外の指

定区域を含め, 緩衝地帯における審議件数48件のうち保留・否決

は21件だった。保留・否決の理由として, 景観の保存, 村の進入

部の景観の阻害, 自然環境, 特に川沿いの保存が指摘された。  

a) 第1期 

集落の外の指定区域を含め, 緩衝地帯に関する案件はない。指

定区域では, 集落の原型保存のため, 家屋の新改築が規制され,

可決の場合も集落と調和するように条件づけられた。  

b) 第2期 

集落の外の指定区域及び文化財保存影響検討区域における自治

体による申請が 25 件中 15 件と 3 分の 2 を占める。これは 2000
年度から慶尚北道と安東市が慶尚北道北部の儒教文化圏の観光開

発事業と連携して安東河回村を観光拠点とする計画があったこと

が要因である。その一環で, 安東河回村の周辺と, 集落と屛山書

院の間での循環道路の拡幅, 舗装工事が集落の外で申請され, 一

部区間の取消と道路幅員の縮小などの調整を経て可決された。一

方, 集落への進入路付近の散策路の整備は否決された 17)。 

文化財保存影響検討区域では, 集落内の商店の移転を伴う観光

団地を村の入り口から 700m 程度離れた位置に建設する計画が 6
回にわたって審議された 18)。その際, 移転場所に分布する墳墓群

の遺構と石碑等の保護, 集落周辺の環境, 村の入口周辺の景観の

保存が検討された。観光地整備においても, 最小限の施設のみの

設置とすることと, 道路と川側に樹林を設け, 村の入口の雰囲気

を最大限保存することが条件付けられた。商店の移転と観光団地

の造成が完了した 2008 年には, 村から観光団地までの歩道

1.2km造成の申請が可決された 19)。安東河回村では自治体が文化

財の管理団体であり, 同時に開発主体でもある。このため自治体

の中で, 文化財と開発部署の間で協議する機会が増える利点があ

るが, 同時に自治体の開発事業を文化財委員会が制限することは

昌徳宮より難しいと考えられる。   

2010年には国の国土交通部によって全国の川を対象にダムの 

 

表－5 安東河回村における文化財委員会での審議件数と内容 

時期 
文化財（指定区域） 文化財保存影響検討 

区域・歴史文化環境 

保存地域 集落 集落の外 

第1期 

1985～ 

1999年 

29 (9) 
◎家屋の新改築21 
★生活施設1,道路, 

堤防4,観光施設3 

ㅡ ㅡ 

第2期 

2000～ 

2010年 

48 (26) 
◎家屋,工場29 
★観光施設・活用15,
道路,堤防3, 
保存管理1 

8 (4) 
◎家屋,工場3 
★観光施設3, 
道路,橋梁2 

17 (8) 
◎家屋,工場,ホテル, 

農地6 
★商店の移転,観光団

地の造成,歩道10 
✚河川1 

第3期 

2011年 

～現在 

44 (18) 
◎家屋の新改築11 
★観光施設・活用14, 
道路舗装 3,生産・生

活10,河川の整備6 

ㅡ 23 (9) 
◎家屋,ホテル17 
★観光施設 2,道路の

整備1,生産・生活3 

* 数字は審議件数, ( )は保留・否決の件数    (総審議件数 n=169) 

* ◎住民, ★自治体, ✚国（国土交通部） 
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設置と河道浚渫工事が行われた。安東河回村の周辺の川も対象に

なり, 文化財委員会で審議された20)。ダムの予定地は村から5km
離れており, 集落の水質, 水量, 気候への影響がないとの判断で

可決された。韓国の文化財保護法では水系に影響を与える行為は

歴史文化環境保存地域の設定範囲を超える場合でも審議可能であ

るが, 審議事例は見つからなかった。一方, 河道浚渫に関しては

審議の結果, それが砂原, すなわち安東河回村の景観や自然環境

に影響を与え, 世界遺産としての安東河回村の価値を損なうとい

う理由で否決された。大規模な開発事業は文化財の保存に回復不

可能な被害を与える可能性が高いため事前検討が必要である。 

c）第3期 

歴史文化環境保存地域である屛山里における家屋の新築申請は 

2015年と2016年に文化財委員会で3回審議され, 対象地が川沿

いにあることで, 世界遺産としての安東河回村の歴史文化環境の

保存に必要な場所であるとして否決された 21)。対象地は 2016 年

に安東河回村の文化財の指定区域に追加された。文化財の保存に

重要な場所は指定区域に編入されるべきであるが, 安東河回村の

場合は, 指定区域に入ると原型保存で強い規制が課せられるため

住民の負担になる。指定区域には入れず歴史文化環境保存地域で

も私有財産権の補償があれば, 周辺環境を守りながら住民と共生

できると思われる。 

 

４．まとめ 

韓国における文化財の緩衝地帯は保護区域にはじまり, 文化財

保存影響検討区域としてより広い範囲を管理できるようにし, そ

れが歴史文化環境保存地域として現在に至る。第 1 期には戦後の

周辺国有地の売却の影響による私有財産権の補償の不備があり, 

第 2 期には自治体との合意がなく都市域の景観に関する検討基準

の不十分さおよび大規模開発事業に対する事前検討の必要が指摘

された。さらに第 3 期では文化財の緩衝地帯を考慮しない都市計

画の問題があった。 

改善方案として, まず, 文化財の緩衝地帯を考慮した都市計画

を作るためには, 国と自治体の連携だけでなく, 文化財の管理主

体と開発部署との連携が強化されなければならない。現在「国土

の計画及び利用に関する法律」が規定する都市計画には関係行政

機関との協議を自治体に義務付けているが, 文化財の管理主体も

文化財の保存に必要な場所の管理基準が都市計画に反映できるよ

うに協議が必要である。次に, 緩衝地帯における文化財保存への

影響の検討は規制が必要なところを見直す必要がある。 景観に関

する検討基準を誰でもわかりやすくする必要がある。さらに, 文

化財の管理主体は, 住民と文化財の緩衝地帯を管理する基準を共

有し, 許容基準に規制の内容だけではなく規制の目的や否決した

事由を伝えると緩衝地帯を管理するに合意形成もできると考えら

れる。住民に対する損失補償も必要である。しかし, 規制だけで

は, 文化財に相応しい周辺景観を形成していくのに限界がある。 

文化財の緩衝地帯に関する経済的な支援は個別の私有財産権に関

する補償だけではなく, 住民の努力と教育に必要な財源を注ぐべ

きである。昌徳宮と調和できる街の景観や, 安東河回村に相応し

い農村景観に関して, 住民の自発的な景観探しとそれを守る努力

が土台にならなければならない。 

一方, 文化財保護法における文化財の緩衝地帯の効果としては

多くの審議が否決されたことはすなわち文化財をとりまく景観は

ある程度維持されていると考えられる。否決とその後の対策によ

って文化財の歴史文化景観の保存, 文化財の保存管理に及ぼす影

響の回避, 文化財への追加指定などもみられた。昌徳宮における

国有地売却の影響を鑑みると, 経済不況等により文化財の緩衝地

帯が直面する環境は厳しくなると考えられる現在こそ文化財の周

辺地域に関する政策は必要である。一方, 昌徳宮, 安東河回村の

ように韓国では現在 13 か所の世界遺産を含め, 全国の文化財の

指定区域, 保護区域を毎年整備し, 活用事業も実施されている。

文化財の環境は, 絶えず変化しており, こうした整備が指定区域

だけに集中すると, 指定区域と周辺地域との間に格差が生じる恐

れがある。周辺地域を指定区域とともに活性化させることやまた

指定区域に観光客が集中し, 文化財の本質的な価値が脅かされる

場合, 安東河回村のようにその負担を緩衝地帯が分担, 吸収して

いくことも今後の緩衝地帯に求められる役割として重要である。 

 

 

補注及び引用文献  

1) 韓国法制研究院：文化財保護法：英文法令ホームページ 

<https://elaw.klri.re.kr/kor_service/lawView.do?hseq=48663&lang=ENG>, 

2018.12.7参照 

2）Kang, Dong-jin(2006): Establishment of Buffer Zone Management 

Concept for the World Cultural Heritage in Korea：Journal of Korea 

Planning Association 41(1), 7-20 

3）文化財庁(2015)：文化財の類型別による歴史文化環境保存地域内の許容

基準の改善方案：文化財庁,373-386 

4）文化財庁(2011)：文化財庁50年史：文化財庁,147 

5) 前掲注4),469 

6) 施行日は2011年である。 

7) 国務調整室 : 報道資料(2013.1.11): 国務調整室ホームページ  

＜http://www.pmo.go.kr＞ 2018.9.24参照 

8) 国土交通部：報道資料(2016.4.18): 国土交通部ホームページ 

＜http://www.molit.go.kr＞ 2018.9.24参照 

9) 文化財空間情報サービスホームページ,許容基準の告示(昌徳宮)：   

＜http://gis-heritage.go.kr＞, 2018.12.7参照, 筆者加筆 

10) 文化財庁(1993):文化財委員会会議録(1992):文化財庁,599 

文化財庁(1995):文化財委員会会議録(1994):文化財庁,552,656-692 

文化財庁(1996):文化財委員会会議録(1995):文化財庁,377,594,762  

＜http://www.cha.go.kr>, 2018.12.7参照 

11) 前掲注4),58 

12) 文化財庁(2003):文化財委員会会議録(2002):文化財庁,1223  

文化財庁(2004):文化財委員会会議録(2003):文化財庁,23,381,668, 

761,886,1124,1236 ＜http://www.cha.go.kr>,2018.12.7参照 

13) 文化財庁(2009)：文化財判例集：文化財庁, 239-245 

（大法院2008두20321） 

14) 文化財庁(2008):文化財委員会会議録(2007):文化財庁,620 

文化財庁(2009):文化財委員会会議録(2008):文化財庁,599 

＜http://www.cha.go.kr>, 2018.12.7参照  

15) 前掲注4), 267  

16) 文化財空間情報サービスホームページ,許容基準の告示(安東河回村)：

＜http://gis-heritage.go.kr＞, 2018.12.7参照, 筆者加筆 

17) 文化財庁(2002):文化財委員会会議録(2001):文化財庁,9,126  

文化財庁(2005):文化財委員会会議録(2004):文化財庁,272  

＜http://www.cha.go.kr>, 2018.12.7参照  

18) 文化財庁(2002):文化財委員会会議録(2001):文化財庁,218 

文化財庁(2003):文化財委員会会議録(2002):文化財庁,69,95,191, 

362, 文化財庁(2006):文化財委員会会議録(2005):文化財庁,153 

＜http://www.cha.go.kr>, 2018.12.7参照  

19) 文化財庁(2009):文化財委員会会議録(2008):文化財庁,895,909 

＜http://www.cha.go.kr>, 2018.12.7参照  

20) 文化財庁(2011):文化財委員会会議録(合同)(2010):文化財庁,1-3  

＜http://www.cha.go.kr>, 2018.12.7参照  

21) 文化財庁(2016):文化財委員会会議録(民俗)(2015):文化財庁,7, 23  

文化財庁(2017):文化財委員会会議録(民俗)(2016):文化財庁,1-4 

＜http://www.cha.go.kr>, 2018.12.7参照 

604 JJILA 82(5)，2019



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /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 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 false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /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 350
  /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>
    /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.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /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




