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１．はじめに 

 

最近、日本地質学会が規定した地質基準 1)では、日本列

島の基盤岩類を、6 つの地質体(正常堆積物、付加体堆積物、

火山岩、深成岩、変成岩、特殊地山)に大別することが提案

されている。この区別は、岩盤構造物と基礎の地質との体

系化に都合よく分類されている。 

過去の地質工学的問題解決に携わった施工事例を整理し

てみると、約半数以上が付加体と呼ばれる地質体に位置す

るものであった(図 1 参照)。さらに、断層破砕帯と認識し

ていたものの大半が、泥質岩からなる基質部分が顕著なせ

ん断変形を被って著しく脆弱となった部分であった。 

図 2 は、1982 年、和歌山県すさみ町で施工された獅子目

トンネル工事において遭遇した断層破砕帯の地質構造図で

ある。当時、破砕帯と判定された地質は、現在の地質学的

見地では、付加体に特有な、脆い黒色の泥質基質部分であ

ったと想定される。 

本報告では、「付加体」について、地質工学的問題点を

抽出し、付加体に対応した地質予測手法の提案を試みた。

すなわち、過去の施工例を整理し、今まで培った経験を生

かして付加体からなる岩盤の地質特性と工学的諸問題につ

いてまとめ、現在施工中の焼坂第二トンネルで実証した事

例を紹介し、付加体からなる岩盤構造物対象工事での安全

で経済的な施工技術ツールおよび総合評価方式での技術提

案資料となることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付加体からなる岩盤の地質予測手法 

要旨 

日本地質学会が規定した地質基準では、日本列島の基盤岩類を、6 つの地質体(正常堆積物、付加体堆積物、火山岩、

深成岩、変成岩、特殊地山)に大別することが提案されている。この区分は、岩盤構造物と基礎の地質との体系化に都

合よく分類されている。筆者らは、過去の地質工学的問題解決に携わった施工事例を整理し、新しい観点で地質解析を

行い、岩盤構造物対象工事での安全で経済的な施工技術ツールおよび総合評価方式での技術提案資料となるデータベー

スの構築を目指している。本報告では、各地質体の中で特に日本列島の大部分を占める「付加体」について、過去の事

例を基に地質工学的問題点を抽出し、施工中の焼坂第二トンネルで実証した事例を紹介し、付加体に対応した地質予測

手法の提案を試みたので紹介する。 
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図 1 日本列島・西南日本の地質体区分 2) と施工事例 

(藤田，2002 をもとに一部加筆) 
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図 2 断層に遭遇した獅子目トンネルの地質構造 

四万十層群 
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２．付加体の地質工学的特性 

 

2.1 付加体の地質学的特性 

西南日本外帯は、図 1 に示したように東西帯状の配列に

よって特徴づけられる。その内、付加体からなる地質体は、

「秩父累帯」、「四万十帯」及び「丹波・美濃・足尾帯」で

ある。30 数年前までは、それらは、古生代～中生代の「地

向斜」と呼ばれて、現在の場所に位置していた仮想的な堆

積盆において形成されたとみなされてきた。ところが 1970

年代に、｢プレートテクトニクス｣という新しい地球観の登

場によって、それまでの学問体系が覆された。すなわち、

日本列島の地質構造については、プレート運動によって

次々と海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む際に、

海洋プレートの一部が剥ぎ取られて陸側プレートに付け加

わることにより、衝突･付加して形成される寄せ木細工のよ

うに集積した｢付加体｣が、段階的に日本列島を成長させて

いることが次第に明らかとなってきた。以上の付加体形成

の造構過程を模式的に示したのが、図 3 3)である。 

 したがって付加体を構成する地層は、岩相の上から大き

く粗粒砕屑岩相とメランジュ相の 2 つに分けられる。粗粒

砕屑岩相は、様々な量比で互層する砂岩と泥岩からなる。

メランジュ相は、泥質岩を主体とし、その基質中に種々の

年代を有する多種類の岩層(砂岩・砂岩／泥岩･緑色岩類･

チャート･頁岩・石灰岩など)が、大小のブロックとして含

まれる地質体をいう。 

 

2.2 付加体の地質工学的特性 

メランジュ相が分布する領域では、岩層の側方への連続

性が悪く岩相の変化が激しいため、地表踏査やボーリング

のデータから地下の地質状態を推定する場合や、トンネル

掘削中に前方の地質の状況を把握する場合に、困難を伴う。

また、物性を著しく異にする岩石種が大なり小なり、せん

断されて脆弱な泥質岩中に混在することから、施工上、注

意を要する地質状態である。とくに泥質岩基質が顕著なせ

ん断変形を被っていて著しく脆弱となり，切羽の崩壊や斜

面崩壊などの素因となることが多い。 

したがって、このような地質体が分布することが判明し

た場合には、事前に十分な調査を行い綿密な対策工を考慮

した上で、細心の注意をはらって工事を進める必要がある。 

一方、付加体でも粗粒砕屑岩相の場合は、基本的には整

然層で構成され、これらの岩相が分布する領域では地層の

連続性は基本的にはよいことから、地質状況を把握するの

は比較的容易で、土木地質的には、より脆弱な泥質岩の優

勢な岩相が広く分布する部分、風化帯および変質帯，断層

破砕帯あるいはせん断帯に注意を払えばよいことになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 付加体の形成モデル 3) 

(日本地質学会，2000 より引用) 

この例は、美濃帯の

形成過程のモデル

であるが、四万十帯

もメカニズムは同

じである。 

図 4 日本列島における付加体堆積物の分布 1) 

(日本地質学会地質基準委員会，2001 を基に一部加筆)

平成 19 年度～20 年度において 

付加体堆積物からなる岩盤での

施工現場位置 

足利西工事切土 

焼坂第二トンネル

長和トンネル 

穂別トンネル 

長沢トンネル 

神路トンネル切土

佐野東工事切土 

浦之迫トンネル 

付加体堆積物 
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３．ステレオ画像記録に基づいた地質解析例 

 

この事例は、地質構造の複雑な付加体で掘削したトンネ

ル工事において、ステレオ画像記録による地質構造の実態

解明に成功した最初の例である。このトンネルは、1989 年、

静岡県の大井川上流の長島ダム建設において仮排水路とし

て施工されたものである。切羽および側壁の 150m の連続観

察記録をする機会があり、付加体特有の複雑な地質構造を

明らかにすることができた(当時は付加体の概念が地質工

学分野には十分に認識されていなかった)。 

 

3.1 設計段階での地質構造の想定 

対象トンネルの岩盤は、設計時点での地質縦断図(図 5)

によると、四万十累層群に属し、大局的には成層した砂岩、

粘板岩、砂岩粘板岩互層からなると想定されていた。 

 

3.2 地質構造に起因した崩落 

上半掘削施工中において、図 5 中に記した「天端崩落個

所」にて掘削終了数日後に予期せぬ天端から岩塊の崩落が

発生した。この崩落の原因は、砂岩層は堅固にもかかわら

ず、その間に挟まる粘板岩はせん断が著しく、そのため岩

層境界面がすべり易い状態となっていたことにあると判断

された。さらに、掘削による応力開放とその境界面への湧

水の滲出が誘因となり、岩塊の崩落が発生したものと考え

られた。この場合、崩落に影響を及ぼした顕著なすべり面

が存在しているにもかかわらず、掘削時点に実施していた

切羽観察において把握されていなかったのは、この不連続

面が、切羽面にほぼ平行な走向を呈する地質構造であった

為であった(図 6)。 

 

3.3 施工段階での地質構造の把握 

崩落原因を確認するため、下半掘削の施工段階において、

崩落地点付近を含む約 150ｍ区間の側壁部の地質観察を実

施した。地質観察の結果、黒色の粘板岩と砂岩優勢の粘板

岩互層から構成され、大局的にはトンネル軸に若干斜交し

流れ盤となる N65°E55°N の走向傾斜を呈して分布して

いた。しかし、細かく見ると泥質岩は著しくせん断されて

おり、砂岩もレンズ状やサイコロ状になっている部分もあ

り、複雑な地質構造であることが判明した(図 7)。崩落が

発生した区間は、薄いせん断した泥岩層を挟んだ厚い砂岩

層が分布していることが確認できた。 
 

3.4 付加体での地質構造と工学的問題 

 図 8 は、側壁観察記録を基に地質構造をモデル化して三

次元表現したものである。今回のトンネル掘削方向は、切

羽面とほぼ同じ走向傾斜を呈する層理面が存在していたた

め、切羽面の観察だけでは充分に地質構造が把握できなか

った例である。なお、これらの調査の結果、図 8 に示した

ダム軸付近に位置する断層 F-②を含むせん断帯が明らか

になった。調査横坑でも把握できなかったダム軸付近を通

る破砕帯の存在を、ダム本体工事の前に確認できたため、

設計変更によりダム軸をずらすことでダムの安定性を確保

するとともに、難工事となることを回避することができた。 

 図 5 対象トンネル設計段階の地質縦断図 

図 6 切羽のステレオ写真 

図 7 側壁観察に観察された砂岩層の破断構造 

 

 

 
図 8 側壁観察に基づく付加体の地質構造モデル 
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４. 付加体における地質検討事例 

 

2009 年、付加体の分布する地域で施工された焼坂第二ト

ンネル工事のうち和田トンネル区間においては、掘削前に、

既存の調査報告書と地表地質踏査により地質構造を予測検

討し、地質工学的問題点を提示した。そして掘削完了後は、

切羽観察を基に地質構造の見直しを行い、続いて掘削する

焼坂第二トンネルにおける未掘削区間の地質状況について

同様の検討を行なった。この一連の作業は、付加体におけ

る構造物施工時の入札時の技術提案から、設計、施工後ま

での地質関連業務の基本モデルとなるものであり、地質解

析事例として以下にその詳細を述べる。 

 

4.1 掘削前の地質解析 

4.1.1 既存地質報告書によるトンネル周辺の地質概要 

この付近の地質は、四万十帯と呼ばれる白亜紀～古第三

紀の堆積岩類が分布している（図 9）。成り立ちが図 3 に示

すように、プレートテクトニスの立場から、沈み込み帯に

おける付加作用による堆積物であるために、主に砂岩泥岩

互層を主体とする岩相を示しているが、付加体に特徴付け

られる複雑な地質構造からなる。すなわち、巨大な硬い砂

岩層のブロックを含む黒色の脆弱な泥質基質などを混在し

た荒々しい岩相と多数の走向断層や褶曲がみられ、激しく

破砕・変形をうけた構造を示すのが一般的である。 

4.1.2 空中写真判読による不連続面の分布 

図 10 に示した空中写真の地形判読により、和田･焼坂第

二トンネルルートに関与するリニアメントは、図 11 に示し

たように大きなもので 6 本(破線)認められ、和田トンネル

に交差するのはリニアメント①である。リニアメント①の

方向が NS 方向で、地層の走向（Ｎ60°Ｅ）とは異なり、か

つ直線的であることから、N-S 系の走向を持つ断裂帯を反

映した断層などの不連続面の分布が想定された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 地形判読に用いた空中写真（立体視用） 

図 11 空中写真判読により判読した不連続面の分布 

 

4.1.3 現地地質調査による地質情報 

掘削前に、既存の調査報告書と地表地質踏査により地質

構造を予測検討し、地質工学的問題点を提示した。概略的

な地表踏査を行ったが、風化状態と草木の繁茂により露頭

状態が悪く（図 12）、充分なる地質情報が得られなかった。

地表踏査の結果では大きな破砕帯を伴うような断層の兆候

は見られなかった。 

なお、掘削対象岩盤に分布する四万十層群は、プレート

沈み込み帯の影響下で形成されたため、地層の連続性が悪

く、急激な変化、消滅、他の岩相への漸移的な変化などに

特徴付けられるため、地表からの情報で、地質構造を推定

することは困難であることが多い。 

 

 

図 12 露頭に分布する砂岩泥岩互層状態（立体視用） 

焼坂第二ﾄﾝﾈﾙ

硬質なレンズ状の砂岩ブロック、周辺の泥質岩は強風化 

和田ﾄﾝﾈﾙ

和田・焼坂第二ﾄﾝﾈﾙ 

図 9 検討施工現場周辺の地質図 4) 

(四国地方土木地質図，1998 より引用。凡例は略す)
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4.1.4 掘削前に想定された地質工学的問題点 

 以上の既存地質報告書、地形判読及び地表地質踏査に基

づいて想定した地質構造（図 13）より地質工学的問題点は

以下のとおりであった。 

①和田トンネルの西側坑口部(図 13 中の A 切羽)と、東側坑

口部(図 13 中の C 切羽)の地質構造は、ほぼ東西の走向で同

様であり、地層の大局的な走向（Ｎ60°Ｅ）がトンネル軸

にほぼ平行（Ｎ50°Ｅ）しているので、坑口部の法面の切

土によって観察された高角度で傾斜した頁岩優勢の頁岩砂

岩のリズミカルな互層が、切羽でもほぼ変化なく続くもの

と想定される。 

②頁岩層の中には薄い白色の酸性凝灰岩の薄層を数枚挟ん

でいる。切羽でこの凝灰岩層が乱れもなく連続していれば、

岩盤は安定している。しかし、連続性がとぎれたり、形状

に異常があれば、断層などの地質構造が考えられ、凝灰岩

にそのような状態が観察されれば、周辺の岩盤状態に注意

が必要である。 

③硬い岩質ながら、節理が非常に発達していて、サイコロ

状に割れやすい岩盤が続くものと想定される。 

④湧水に関しては、地質構造から判断すると、山体からの

地下水は、粘土化した凝灰岩層で遮断されて、地表からの

雨水による滴水程度で少ないものと考えられる(図 13 中の

②)。そのため、切羽では、地下水の影響が少なくなり未風

化となり灰黒色を呈するようになる。 

⑤地形判読や既存ボーリング結果から岩盤状態を考慮する

と、東側坑口部付近では、N-S 系の走向を持つ断層破砕帯

が STA.65+07 付近に想定される。あるいは、著しく破砕を

受けて細粉化し、土被りが小さく、湧水の影響で強風化し

ている箇所も多いので、この付近に N-S 系の断裂帯の存在

も考えられる(図 13 中の③区間)。 

したがって、STA.65+10 付近から東側坑口までの約 40m

区間は、土被りが小さく、岩盤に多数の亀裂が発達するた

め、岩盤が脆弱化して、天端からの肌落ちや崩落、小規模

の崩壊が懸念される。特に、岩質境界や亀裂面からの湧水

に注意が必要である。 

⑥トンネル全区間にわたって懸念される点は、頁岩層の中

に介在する非常に硬い砂岩のレンズ状の岩塊が天端附近に

分布していた場合、時間の経過とともに、ブロックとして

崩落する危険があることである。湧水があれば、砂岩ブロ

ックの表面に黒色泥質基質の鏡肌がすべり面となり、さら

に危険が増大するものと想定される(図 13 中の B 切羽)。 

 

4.2 掘削中・掘削後の地質解析 

 図 14 は、掘削完了後に切羽観察記録に記された地質構造

を抜粋して表現したもの(約 10m 間隔にて)である。図 15 

 

 

は、これらを基に想定した地質縦断図である。図 14 に示し

た観察結果の地質解析によって得られた見解は以下のとお

りである。 

①随所に付加体特有の地質構造が確認でき、砂岩層は、大

小さまざまなブロックまたはスラブ状を呈しており、硬い

砂岩のブロックやスラブに挟まれた泥質基質(泥岩)部分が、

著しく破砕され千枚岩状となり、粘土混じり礫の土砂状と

なっている。 

②地層の大局的な走向は、Ｎ80°～85°Ｅである。この方

向は、掘削前に行なった地表地質踏査において、両坑口部

図 13 掘削前に想定した和田トンネルの地質構造 

図 14 掘削完了区間の切羽観察記録 

図 15 和田トンネルの地質構造モデル 
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で測定された走向と同様(図 13)であり、トンネル軸（Ｎ

50°Ｅ）と約 30°で斜交している。傾斜は、高角度で北方

向が卓越している。 

③砂岩優勢層のブロックの分布する区間では、砂岩が硬質

のため侵食作用に強く、尾根を形成している箇所と一致し

ており、地形に岩相の違いがよく反映されている。 

④STA.65+09～STA.65+06 の切羽で発生した小崩落の原因

については、この付近に、N－S 系の走向を持ち、ほぼ垂直

の断層破砕帯あるいは脆弱層の存在が想定される。この脆

弱層については、図13に示したように、掘削前にSTA.65+07

付近に想定した推定断層と一致する。これは、地形判読に

よるリニアメント①(図 10)により想定したものである。こ

の位置では、土被りが約 6ｍ前後と非常に小さく、泥質基

質(泥岩)部分が著しく破砕を受けて細粉化し、湧水の影響

で強風化して部分的に土砂化していたのが原因である。 

⑤小崩落した切羽から採取した岩塊の鉱物学的試験により、

地質工学的に判断した結果は以下のとおりである。 

・岩塊の肉眼観察―崩落箇所のサンプリングした岩塊は、

黒色を呈した泥質岩で、著しくせん断破壊され亀裂が発達

して、手で圧力を加えると砕けてしまう程度の脆弱な状態

になっている。図 16 は、その岩塊の表面の拡大画像である。

断層鏡肌のような光沢を呈した著しい鱗片状劈
りんぺんじょうへき

開
かい

が見ら

れ、潜在的に発達した劈開面によって、層状に割れやすく

なっている。すなわち、著しい大きなせん断変形を被り、

変形して破砕した泥質岩である。 

・岩塊の鉱物学的試験―図 17 の回折図は、粘土のみを抽出

して泥質部分の鉱物分析を行ったものである。葉片状鉱物

の雲母が多量に含まれており、雲母鉱物が一定方向に並ぶ

と、平滑な面＝鱗片状劈開面が形成され、これがすべり面

の役目を果たすことになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥地質構造と小崩落の関係は、以上のように、著しく鱗片

状劈開の発達した破砕され脆弱な泥質岩の下位に位置する、

トンネル軸方向に流れ目となっていた顕著な不連続面に沿

って地下水が存在し、掘削によって泥質岩の下端が開放さ

れ、雲母を含む鱗片状劈開面と不連続面の境界がすべり面

となり、小崩落が発生したものと想定される。 

⑦図 15 の地質縦断図は、切羽観察記録を参考に、フラクタ

ルを応用して(図 18)、地質構造をモデル化して作成した。 

 

５．まとめ・今後の課題 

  

以上のように、付加体岩盤におけるトンネル施工におい

ては、付加体堆積物が造構作用を受けて形成されたもので、

非常に複雑な地質構造を呈しており、掘削において予想さ

れる地質工学的問題点は、次のようにまとめられる。 

・大小さまざまなサイズの硬い砂岩のブロックが存在する

ため、天端からの肌落ちや崩落、小規模の崩壊が懸念され

る。 

・泥質岩優勢の岩盤では、脆弱化していることから、切羽、

天端の崩壊、抜け落ちの可能性が懸念される。 

・湧水が砂岩ブロックの表面に付けばすべり面となり、砂

岩ブロックの崩落が懸念される。 

 また、付加体での施工中における調査方法としては、切

羽から水抜きを兼ねた先行ボーリング(ノンコアでスライ

ムで判定)が最適であり、地質解析には、図 18 に示したよ

うに、フラクタル的な概念の応用が有効である。 

 今後は、他の地質体についても、過去の事例を再整理・

解析し、最適な地質予測手法を提案構築する予定である。 
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図 16 岩塊の表面の拡大画像(立体視用) 

著しい鱗片状劈開を有する泥質岩 

図 17 黒色泥質岩のＸ線回折図 

切羽→ ｍスケール ズリ岩塊の切断面の拡大画像

ｃｍスケール 

図 18 付加体地質構造で見られるフラクタル(自己相似性) 

10mm 



<<
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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 true
  /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 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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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.)
  >>
  /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


