
（１）宇宙開発振興法（法令第０７５３８号） 

第1条（目的）この法は、宇宙開発を体系的に振興し、宇宙物体を効率的に利用・管理することができるように
することで、宇宙空間の平和的利用と科学的探査を促進し、国家の安全保障及び国民経済の健全な発展と国民
生活の向上に貢献することを目的とする。 

第2条（定義）この法で使用する用語の意味は次のとおりである。 
1. “宇宙開発”とは、次の各目のいずれか一つに該当するものをいう。
カ．宇宙物体の設計・製作・発射・運用等に関する研究活動及び技術開発活動 
ナ．宇宙空間の利用・探査及びこれを促進するための活動 
2. “宇宙開発事業”とは、宇宙開発の振興のための事業とこれと関連する教育・技術・情報化・産業等の発展
を推進するための事業をいう。 
3. “宇宙物体”とは、宇宙空間で使用することを目的に設計・製作された物体（宇宙発射体・人工衛星・宇宙
船及びその構成品を含む。）をいう。 
4. “宇宙事故”とは、宇宙物体の発射（発射準備・試験発射及び成功することができない発射を含む。）及び
運用時の故障・墜落・衝突及び爆発等をいう。 
5. “衛星情報”とは、人工衛星を利用して、獲得した映像・音声・音響・データ又はこれらの組み合わせで処
理された情報（それらを加工・活用したものを含む。）をいう。 

第3条（政府の責務） 
①政府は、他の国家及び国際機構と大韓民国が結んだ宇宙関連条約を守り、宇宙空間の平和的利用を図る。
②政府は、宇宙開発のために総合的な施策を立て、推進しなければならない。

第4条（他の法律との関係）宇宙開発の振興と宇宙物体の利用・管理に関しては、他の法律に特別な規定がある
場合を除き、この法に定めるところによる。 

第5条（宇宙開発振興基本計画の樹立） 
①政府は、宇宙開発の振興と宇宙物体の利用・管理等のために次の各号の事項が含まれた宇宙開発振興基本計
画（以下“基本計画”という。）を立てなければならない。 
1. 宇宙開発政策の目標及び方向に関する事項
2. 宇宙開発の推進体系及び戦略に関する事項
3. 宇宙開発推進計画に関する事項
4. 宇宙開発に必要な基盤拡充に関する事項
5. 宇宙開発に必要な財源の調達及び投資計画に関する事項
6. 宇宙開発に必要な専門人力の養成に関する事項
7. 宇宙開発の活性化のための国際協力に関する事項
8. 宇宙開発事業の振興に関する事項
9. 宇宙物体の利用・管理に関する事項
10. 衛星情報等宇宙開発結果の活用に関する事項
11. その他宇宙開発振興と宇宙物体の利用・管理に関して大統領令で定める事項
②政府は、5年毎に基本計画を立て、第6条第1項の規定に基づく国家宇宙委員会の審議を経てこれを確定する。
基本計画を変更しようとする場合にもまた同じ。ただし、大統領令で定める軽微な事項を変更する場合には、
この限りではない。 
③未来創造科学部長官は、第2項の規定に従い、確定された基本計画を公告し、基本計画に従い、関係中央行政
機関の長（国家情報院長を含む。以下同じ。）と協議して、毎年その施行計画を立て、施行しなければならな
い。ただし、国家の安全保障に関する内容は、公告しないことができる。 

第6条（国家宇宙委員会） 
①基本計画の樹立等宇宙開発に関する事項を審議するため、大統領の所属に国家宇宙委員会（以下“委員会”
という。）を置く。 
②委員会は、次の各号の事項を審議する。ただし、第6号の事項は国家の安全保障等必要な場合には委員会の審
議を省略することができる。 
1. 基本計画に関する事項
2. 基本計画と関連した政府の重要政策及び関係中央行政機関（国家情報院を含む。以下同じ。）の主要業務の
調整に関する事項 
3. 第7条に基づく宇宙開発専門機関の指定及び運用等に関する重要事項
4. 宇宙開発事業の利用・管理の評価に関する事項
5. 宇宙開発事業に必要な財源の調達及び投資計画に関する事項
6. 宇宙発射体の発射許可に関する事項
7. 第19条第2項に基づく宇宙開発の是正に関する事項
8. その他委員会の委員長が審議に付す事項



③委員会は、委員長1名を含15名以内の委員で構成する。
④委員長は、未来創造科学部長官とし、委員は次の各号の者とする。
1. 企画財政部次官、外交部次官、産業通商資源部次官、大統領令で定める関係中央行政機関の次官級公務員
2. 宇宙分野に関する専門知識と経験が豊富な者の中から大統領が委嘱する者
⑤委員会の業務を効率的に遂行するため、委員会に未来創造科学部次官を委員長とする宇宙開発振興実務委員
会を置く。 
⑥委員会及び宇宙開発振興実務委員会の構成・運用に必要な事項は、大統領令で定める。

第6条の2（宇宙開発事業の推進） 
①未来創造科学部長官は、基本計画を効率的に推進するため、「基礎研究振興及び技術開発支援に関する法律」
第14条第1項各号の機関や団体と協力を結び宇宙開発事業を実施するようにすることができる。 
②政府は、第1項に基づく宇宙開発事業の実施に所要される費用の全部又は一部を出捐することができる。

第7条（宇宙開発専門機関の指定） 
①未来創造科学部長官は、宇宙開発事業を体系的・効率的に推進するための専門機関（以下“宇宙開発専門機
関”という。）を指定し、支援することができる。 
②宇宙開発専門機関は、次の各号の事業を遂行する。
1. 基本計画に基づく宇宙開発事業の遂行
2. 宇宙物体の開発・発射及びその運用等の統合遂行
3. その他大統領令で定める宇宙開発事業の関連業務
③宇宙開発専門機関の指定基準及び支援内容等に必要な事項は、大統領令で定める。

第8条（宇宙物体の国内登録） 
①大韓民国国民（法人を含む。以下同じ。）が、国内外から宇宙物体（宇宙発射体は除外する。以下この条、
第9条及び第10条で同じ。）を発射しようとする場合には、発射予定日より180日前までの大統領令で定めると
ころにより、未来創造科学部長官に予備登録をしなければならない。 
②大韓民国の国民ではない者が、第1項により未来創造科学部長官に予備登録をしようとする場合は、次の各号
と同じ。 
1. 大韓民国領域又は大韓民国の管轄権が及ぶ地域・構造物から発射しようとする場合
2. 大韓民国政府及び国民が所有している宇宙発射体を利用して国外から発射しようとする場合
③第1項及び第2項により、宇宙物体を予備登録しようとする者は、次の各号の事項が含まれた発射計画書を添
付しなければならない。 
1. 宇宙物体の使用目的に関する事項
2. 宇宙物体の所有権者又は利用権者に関する事項
3. 宇宙物体の基本的軌道に関する事項
4. 宇宙事故発生時の損害賠償責任の履行に関する事項
5. その他宇宙物体の発射・利用及び管理と関連する事項として大統領令で定める事項
6. 削除 ＜2011.3.9＞
7. 削除 ＜2011.3.9＞
8. 削除 ＜2011.3.9＞
9. 削除 ＜2011.3.9＞
④未来創造科学部長官は、第3項に基づく発射計画書を検討した結果、第14条に基づく損害賠償責任を負担す
ることができる能力が十分でないと判断した場合には、是正・補完を要求することができる。 
⑤第1項及び第2項に基づく宇宙物体を予備登録した者は、その宇宙物体が衛星軌道に進入した日から90日以内
の大統領令で定めるところにより、未来創造科学部長官に宇宙物体を登録しなければならない。ただし、「外
気圏に発射された物体の登録に関する条約」により、発射国の政府と協議し、外国に登録した宇宙物体につい
てはこの限りではない。 
⑥第1項及び第2項により予備登録した者又は第5項により宇宙物体を登録した者は、第3項各号の内容に変動が
発生した場合には、その事実を知った日から15日以内に未来創造科学部長官に通報しなければならない。 

第9条（宇宙物体の国際登録） 
①未来創造科学部長官は、第8条第5項により宇宙物体の登録があれば、「外気圏に発射された物体の登録に関
する条約」により外交部長官を経由して国際連合に登録しなければならない。ただし、「電波法」第44条第1
項により国際連合に登録する人工衛星についてはこの限りではない。 
②未来創造科学部長官は、宇宙物体の寿命完了等によって第1項本文により国際連合に登録した内容に変動が発
生した場合には、これを外交部長官を経由して国際連合に通報しなければならない。 

第10条（宇宙物体の登録台帳の管理）未来創造科学部長官は、未来創造科学部令に定めるところにより、宇宙
物体の予備登録台帳及び登録台帳を維持・管理しなければならない。 

第11条（宇宙発射体の発射許可） 
①宇宙発射体を発射しようとする者は、次の各号のいずれか一つに該当する場合には、未来創造科学部長官の
許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときにもまた同じ。ただし、大統領令で
定める軽微な事項を変更した場合には、変更後30日以内にこれを届け出なければならない。 



1. 大韓民国領域又は大韓民国の管轄権が及ぶ地域・構造物から発射しようとする場合
2. 大韓民国政府又は国民が所有している宇宙発射体を国外から発射しようとする場合
②第1項に基づき発射許可を受けようとする者は、安全性分析報告書、搭載体運用計画書、損害賠償責任負担計
画書等大統領令で定める発射計画書を添付して未来創造科学部長官に申請しなければならない。 
③未来創造科学部長官は、第1項に基づき発射許可をするときには、次の各号の事項を考慮しなければならない。 
1. 宇宙発射体の使用目的の適正性
2. 発射に使用される宇宙発射体等に対する安全管理の適正性
3. 宇宙事故の発生に備える損害賠償責任保険の加入等財政負担能力
4. その他宇宙発射体の移動等発射及び発射準備に必要な事項として未来創造科学部令に定める事項
④未来創造科学部長官は、第1項に基づき許可をするときには必要な条件を付することができる。

第12条（欠格事由）次の各号のいずれか一つに該当する者は、第11条に基づく宇宙発射体発射許可を受けるこ
とができない。 
1. 禁治産者又は限定治産者
2. 破産者として復権しない者
3. この法に違反し、懲役の実刑を受け、その執行が終了（執行が終了したとみる場合を含む。）し、又は（訳
者追記）執行が免除された日から2年が過ぎていない者 
4. この法に違反し、懲役刑の執行猶予の宣告を受け、その猶予期間中にある者
5. 第1号から第4号までのいずれか一つに該当する者が代表である法人

第13条（発射許可の取消し及び聴聞） 
①未来創造科学部長官は、次の各号のいずれか一つに該当する場合には、宇宙発射体の許可を取り消すことが
できる。 
1. 正当な事由なく、許可された発射予定日より1年以上発射を遅滞した場合
2. 虚偽やその他の不正な方法により発射許可を受けた場合
3. 関係中央行政機関の長が、国家の安全保障に深刻な脅威が予想され、許可取消しを要請した場合
4. 宇宙発射体の発射前の燃料の漏水、通信システムの欠陥等宇宙発射体の安全管理に異常がある場合
5. 第11条第1項後段に違反し、変更許可を受けない場合
6. 宇宙発射体の発射許可を受けた者が第12条の各号のいずれか一つに該当するようになった場合。ただし、第
12条第5号の場合には、代表者が欠格事由に該当するようになった日から3ヵ月以内にその代表を交代して任命
した場合には、この限りではない。 
②未来創造科学部長官は、第1項により宇宙発射体の発射許可を取り消そうとする   場合には、聴聞を実施
しなければならない。ただし、第1項第3号及び第4号の場合には聴聞を経ないことができる。 

第14条（宇宙事故による損害賠償責任）第8条及び第11条により宇宙物体を発射した者は、その宇宙物体に起
因する宇宙事故による損害賠償責任を負担しなければならない。この場合、損害賠償の範囲と責任限界等に関
しては別に法律で定める。 

第15条 削除 ＜2007.12.21＞ 

第16条（宇宙事故調査団の構成等） 
①未来創造科学部長官は、大統領令で定める宇宙事故が発生した場合、その宇宙事故を調査するため、宇宙事
故調査団を構成・運営することができる。 
②宇宙事故調査団は、団長1人を含み5名以上11名以下で構成し、団員は大統領令で定める資格を有する者の中
から未来創造科学部長官が委嘱し、団長は団員の中から未来創造科学部長官が定める。ただし、大統領令で定
める国家の安全保障と関連した事項については、大統領令で定めるところにより、別途の宇宙事故調査団を構
成することができる。 
③宇宙事故調査団は、その任務を遂行するため、次の各号のいずれか一つに該当する者に対して、調査を実施
することができる。この場合、調査対象者は、正当な事由がない限りこれに応じなければならない。 
1. 第8条により宇宙物体を予備登録し、又は（訳者追記）登録した者
2. 第11条により宇宙発射体の発射許可を受けた者
3. その他宇宙物体の製作者、宇宙物体の性能を試験した者等宇宙物体の関連者
④宇宙事故調査団の団長は、宇宙事故が起きた地域に対する出入統制やその他調査に必要な事項に関して、関
係の行政機関の長に協助を要請することができる。この場合、要請を受けた関係の行政機関の長は、正当な事
由がない限りこれに協助しなければならない。 
⑤第1項から第4項までに規定する事項の他に宇宙事故調査団の構成・運営及び活動期間等に必要な事項は、大
統領令で定める。 

第17条（衛星情報の活用） 
①未来創造科学部長官は、基本計画に基づいて開発した人工衛星により獲得した衛星情報の普及・活用を促進
するために専担機構の指定・設立等必要な措置を講ずることができる。この場合、「国家空間情報に関する法
律」に基づく空間情報に関しては、国土交通部長官と協議しなければならない。 
②未来創造科学部長官は、予算の範囲で衛星情報の普及・活用の促進に必要な経費を支援することができる。
③政府は、衛星情報を活用するとき、個人の私生活が侵害されないよう努力しなければならない。



第18条（民間の宇宙開発事業の支援） 
①未来創造科学部長官は、民間部門の宇宙開発事業を活性化し、研究開発投資の拡大を誘導するため、優秀な
宇宙開発人力の供給、税制上・財政上の支援及び優先購買等の支援施策を講じなければならない。 
②未来創造科学部長官は、第1号に基づく支援施策のため、関係中央行政機関の長に協助を要請することができ
る。 

第19条（宇宙開発の中止及び是正） 
①未来創造科学部長官は、国防部長官が戦時・事変又はこれに準ずる非常事態で軍の作戦遂行のために大韓民
国国民が遂行する宇宙開発に対して中止を要請した場合には、その国民に宇宙開発の中止を命じなければなら
ない。 
②未来創造科学部長官は、関係中央行政機関の長が公共秩序の維持又は国家の安全保障を理由に大韓民国国民
が遂行する宇宙開発に対して是正を要請した場合には、委員会の審議を経て、その国民に宇宙開発の是正を命
ずることができる。 

第20条（宇宙開発の支援及び協助要請） 
①未来創造科学部長官は、宇宙開発を推進するために必要であると認定する場合には、関係中央行政機関の長
や地方自治団体の長に、次の各号の事項について支援及び協助を要請することができる。この場合、支援及び
協助を要請された関係中央行政機関の長又は地方自治団体の長は、正当な事由がない限りこれに応じなければ
ならない。 
1. 国内の宇宙物体の発射に基づく周辺地域（領海及び領空を含む。）の出入統制と関連した事項
2. 通信、火災鎮圧、緊急救難・救助及び安全管理等と関連した事項
②未来創造科学部長官は、第1項の規定に基づく支援及び協助を要請する場合には、宇宙開発に必要な最小限の
範囲で制限しなければならない。 

第20条の2（宇宙物体の発射による被害補償） 
①国家と地方自治団体は、第20条第1項第1号に基づく出入統制により被害を受けた者に損失を補償しなければ
ならない。 
②第1項に基づく損失補償の基準と手続き及び補償金の支給方法等に必要な事項は、大統領令で定める。

第21条（国家の安全保障関連の宇宙開発事業の推進） 
①未来創造科学部長官は、国家の安全保障と関連した宇宙開発事業を推進する場合、あらかじめ関係中央行政
機関の長と協議しなければならない。 
②第1号に基づく宇宙開発事業に関する保安体制の樹立及び施行に必要な事項は、大統領令で定める。

第22条（宇宙飛行士の救助）政府は、外国の宇宙物体に搭乗した宇宙飛行士が、大韓民国領域や近接した公海
上に非常（訳者注：緊急。以下同。）着陸や遭難又は事故にあった場合には、可能な援助を提供しなければな
らず、宇宙飛行士をその宇宙物体の発射に対して責任を負う発射国・登録国又は国際機構に帰還させなければ
ならない。 

第23条（宇宙物体の返還）政府は、外国の宇宙物体が大韓民国の領域に墜落や非常着陸場合した場合には、そ
の宇宙物体の発射に対して責任を負う発射国・登録国又は国際機構にこれを安全に返還する。 

第24条（宇宙開発等に関する資料収集及び実態調査） 
①未来創造科学部長官は、宇宙開発を体系的に振興し、効率的に推進するために宇宙開発及び宇宙分野の事業
に関する資料収集又は実態調査を実施することができる。 
②未来創造科学部長官は、第1項に基づく国内実態調査のために必要であると認定する場合には、関連の行政機
関、研究機関、教育機関及び企業に資料の提出や意見の陳述等を要請することができる。 
③第1項に基づく資料収集及び実態調査の内容・時期・手続き等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

第25条（秘密厳守の義務）この法に基づく職務に従事し、又は（訳者追記）従事していた人は、その職務上知
りえた秘密を漏洩し、又は（訳者追記）この法の目的外にこれを利用してはならない。 

第26条（権限の委託）未来創造科学部長官は、この法に基づく権限中の次の各号の業務を大統領令で定めると
ころにより、「科学技術分野の政府出捐研究機関等の設立・運用及び育成に関する法律」に基づいて設立され
た科学技術分野の政府出捐研究機関や関係専門機関に委託することができる。 
1. 第11条第1項前段及び後段に基づく許可及び変更許可と関連した安全性審査
2. 第24条に基づく宇宙開発及び宇宙事業に関する資料収集及び実態調査に関する事項

第27条（罰則） 
①第11条第1項前段及び後段に基づく許可及び変更許可を受けず、宇宙発射体を発射した者は、5年以下の懲役
又は5千万ウォン以下の罰金に処する。 
②次の各号のいずれか一つに該当する者は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。
1. 第19条に基づく中止又は是正命令を履行しなかった者
2. 第25条に違反した者



第28条（両罰規定）法人の代表者や法人又は個人の代理人、使用人、その他の従業員が、その法人又は個人の
業務に関して第27条の違反行為をするならば、その行為者を罰する他、その法人又は個人にも同条の罰金刑を
科する。ただし、法人又は個人がその違反行為を防止するため、該当業務に関して相当な注意と監督を怠らな
かった場合には、この限りではない。 

第29条（過料） 
①次の各号のいずれか一つに該当する者には、1千万ウォン以下の過料を賦課する。
1. 第8条第1項又は第2項に違反し、宇宙物体の予備登録を行わなかった者
2. 第8条第5項に違反し、宇宙物体の登録を行わなかった者
3. 第11条第1項ただし書きに違反し、変更事項の届出をしなかった者
②次の各号のいずれか一つに該当する者には、500万ウォン以下の過料を賦課する。
1. 第8条第6項に違反し、15日以内に変動事実を通報しない、又は（訳者追記）虚偽を通報した者
2. 第16条第3項に基づく事故調査を拒否・妨害又は忌避した者
③第1項及び第2項に基づく過料は、大統領令で定めるところにより、未来創造科学部長官が賦課・徴収する。
④削除 ＜2011.3.9＞
⑤削除 ＜2011.3.9＞
⑥削除 ＜2011.3.9＞

附則＜第7538号、2005.5.31＞ 
①（施行日）この法は、公布後6ヵ月が経過した日から施行する。
②（宇宙開発振興基本計画に関する経過措置）第5条の規定により宇宙開発振興基本計画が立てられるときまで
は、「科学技術基本法」第9条の規定に基づく国家科学技術委員会の審議を経た宇宙開発中長期基本計画を宇宙
開発振興基本計画とみなす。 
③（宇宙物体の登録に関する経過措置）この法の施行当時、大韓民国が国際連合に登録した宇宙物体について
は、第8条の規定により登録したものとみなす。 

附則＜第8714号、2007.12.21＞（宇宙損害賠償法） 
①（施行日）この法は、公布後6ヵ月が経過した日から施行する。
②（他の法律の改正）宇宙開発振興法の一部を次のように改正する。
第15条を削除する。 

附則＜第8852号、2008.2.29＞（政府組織法） 
第1条（施行日）この法は、公布した日から施行する。ただし、（省略）、附則第6条により改正された法律中、
この法の施行前に公布されていたが、施行日が到来していない法律を改正した部分は、各々該当の法律の施行
日から施行する。 
第2条から第5条まで 省略 
第6条（他の法律の改正）①から＜136＞まで省略 
＜137＞宇宙開発振興法の一部を次のように改正する。 
第6条第5項中、“科学技術部長官”を“教育科学技術部長官”とする。 
第10条中、“科学技術部長官は、科学技術部令が”を“教育科学技術部長官は、教育科学技術部令で”とする。 
第11条第3項第4号及び第15条第2項中、“科学技術部令”を各々“教育科学技術部令”とする。 
第5条第1項本文、第6条第4項各号以外の部分、第7条第1項、第8条第1項・第2項各号以外の部分・第4項・第5
項本文・第6項、第9条第1項本文・第2項、第11条第1項各号以外の部分前段・第2項・第3項各号以外の部分、
第11条第4項、第13条第1項各号以外の部分・第2項本文、第16条第1項・第2項本文、第17条第1項前段・第2
項、第18条第1項・第2項、第19条第1項・第2項、第20条第1項各号以外の部分前段・第2項、第21条第1項、
第24条第1項・第2項、第26条各号以外の部分及び第29条第3項から第5項まで中、“科学技術部長官”を各々
“教育科学技術部長官”とする。 
第17条第1項後段中、“建設交通部長官”を“国土海洋部長官”とする。 
第7条 省略 

附則＜第9440号、2009.2.6＞（国家空間情報に関する法律） 
第1条（施行日）この法は、公布後6ヵ月が経過した日から施行する。 
第2条及び第3条 省略 
第4条（他の法律の改正）①省略 
②宇宙開発振興法の一部を次のように改正する。
第17条第1項中、“「国家地理情報体系の構築及び活用等に関する法律」に基づく地理情報”を“「国家空間
情報に関する法律」に基づく空間情報”とする。 

附則＜第10087号、2010.3.17＞ 
この法は、公布した日から施行する。 

附則＜第10447号、2011.3.9＞ 
この法は、公布した日から施行する。ただし、第6条第4項、第6条の2、第8条第3項及び第16条の改正規定は、
公布後3ヵ月が経過した日から施行する。 



附則＜第10775号、2011.6.7＞ 
①（施行日）この法は、公布した日から施行する。
②（宇宙物体の発射に基づく被害補償対象に関する適用例）第20条の2の改正規定は、2009年8月1日よりこの
法の施行前まで、宇宙物体の発射に基づく出入統制により被害を受けた者に対しても適用する。 

附則＜第11690号、2013.3.13＞（政府組織法） 
第1条（施行日）①この法は、公布した日から施行する。 

②省略
第2条から第5条まで 省略 
第6条（他の法律の改正）①から＜54＞まで 省略 
＜55＞宇宙開発 振興法の一部を次のように改正する。 
第5条第3項本文、第6条第4項各号以外の部分、第6条の2第1項、第7条第1項、第8条第1項、同条第2項各号以
外の部分、同条第4項、同条第4項本文、同条第6項、第9条第1項本文、同条第2項、同条第3項各号以外の部分、
同条第4項、第13条第1項各号以外の部分、同条第2項本文、第16条第1項、同条第2項本文、第17条第1項前段、
同条第2項、第18条第1項・第2項、第19条第1項・第2項、第20条第1項各号以外の部分前段、同条第2項第21
条第1項、第24条第1項・第2項、第26条各号以外の部分及び第29条第3項中、“教育科学技術部長官”を各々
“未来創造科学部長官”とする。 
第6条第4項第1号中、“外交通商部次官、知識経済部次官”を“外交部次官、産業通商資源部次官”とする。 
第6条第5項中、“教育科学技術部次官”を“未来創造科学部次官”とする。 
第9条第1項本文及び同条第2項中、“外交通商部長官”を“外交部長官”とする。 
第10条及び第11条第3項第4号中、“教育科学技術部令”を各々“未来創造科学部令”とする。 
第17条第1項後段中、“国土海洋部長官”を“国土交通部長官”とする。 
＜56＞から＜710＞まで 省略 
第7条 省略 




