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里山の整備にあたっては、はじめに
その森がどのような森であるか、自然
的、社会的条件を調査することが大切
です。その結果に基づいて、その森の
利用目的を決め、それに適した目標林
型（目指す森のイメージ）を考え、そ
の目標林型を実現するための整備を行
っていきます（図3.1）。
人工林は、もともと木材の生産を目

的に人の手によってつくられ、整備が
行われてきた森です。ここでは、人工
林の調べ方について解説します。

天然林は、森林の更新が自然の力によって行われた森林で、切り株からの萌芽や、自然に
散布された種子によってつくられる森を示す言葉です。これに対して、種子をまいたり、苗
木を植えたりして、森林の更新が人の手によって行われる森を人工林と言います。このため、
人工林は天然林に比べて構成する樹種が少ない、階層構造が単純などの特徴があります。

樹種構成や林齢、成長などが一様で、隣り合う森林と区別できる
ひとまとまりの森林を林分（りんぶん）と言います。人工林を調べ
る場合には、この林分ごとに毎木調査を行います。
毎木調査は、10～20m四方の方形区、又は、50㎡か100㎡の円

形プロットを設定し、その中に生育する樹木（枯死木は除く）につ
いて、個体ごとに樹種や樹高、胸高直径、枝下高等を測定する調査
です（図3.2）。これにより、個体ごとのサイズが明らかになると同
時に、樹種別の立木密度や個体サイズの分布、胸高断面積合計、蓄
積（幹材積の合計）などが明らかになります。
また、定期的に毎木調査を行うことにより、個体ごとの成長量や

林分全体の成長量を把握することができ、個体ごと、林分全体の二
酸化炭素吸収量を算定することも可能になります。
人工林の成長をみるための毎木調査としては、全個体の胸高直径、
林分の上層樹高（被圧木を除いた林分の平均樹高）、林齢を確認す
る必要があります。なお、樹高の毎木調査が難しい場合は、10～
20％程度のサンプル調査を行い、胸高直径と樹高の関係式を求め、
その関係式を用いて残りの個体の樹高を推定します。

人工林と天然林

林分調査

図3.1 里山整備の手順

図3.2 毎木調査の
測定個所



ここでは人工林の管理で重要な樹高成長と直径成長についてみていきます。

（1）樹高成長
林齢は、スギやヒノキの苗木を植栽

した年を1年生として暦年で数えてい
きます。植栽木の樹高は林齢とともに
高くなり、林齢と樹高の関係を図化し
たものを樹高曲線と呼びます。樹高成
長は、植栽した土地の条件によって決
まります。たとえば、千葉県では、斜
面下部のスギの適地に実生スギを植栽
した場合、40年生では約20ｍの樹高
成長が見込めますが、スギの成長にあ
まり適していない場所では、同じ40
年生でも樹高は14ｍ以下になってしまいます（図3.3）。このような土地の条件の違いを
「地位」といい、3段階（上、中、下または1～3）から5段階（1～5）で表示します。この
樹高曲線は、地域ごと、樹種ごとに作成されており、人工林の成長量（収穫量）の予測にな
くてはならないものです。

（2）直径成長
樹高成長は、土地の条件によって決まってしまいますが、直径成長は立木密度の管理によ

って調整することができます。直径成長は、土地の条件が同じならば立木密度が低いほど大
きくなるため、間伐により立木密度を管理して生産目標に合うように直径成長をコントロー
ルします。一般的な柱材生産のための立木密度の管理方法は、林分収穫表として地域、樹種、
地位ごとに提供されています（表3.1）。

5

人工林の成長

図3.3 千葉県内の実生スギの樹高曲線

表3.1 サンブスギ林分収穫表（地位2）
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人工林は、木材生産などの目的をもって人の手によって造られた森林です。健全な状態を
維持し目的を達成するためには、その目的に応じたいろいろな管理が必要です。ここでは、
その管理技術について解説します。

人工林の管理の流れを図4.1に示しました。人工林の管理は、生産目標によって変わりま
すが、ここでは一般的な柱材生産の場合を例に管理技術のポイントについてみていきます。

（1）地ごしらえ
●苗木を植栽するために植栽
地を整理する作業。

●地形に合わせて、植栽後の
管理がしやすいように、苗
木の植栽位置を考えながら
行う。

●傾斜地では落石等の危険が
あるので上下作業にならな
いよう注意する。

（2）植栽
●苗木を植え付ける作業で、植栽密度は、育成単層林（一斉林）の場合、スギが2,000～
4,000本／ha、ヒノキが3,000～5,000本／ha。

● 植え穴の中で根を良く広げ、根が一方向に固まった鳥足状にならないようにする。
●苗木（特に根）は乾燥に弱いので、風や日光に当てないようにする。
●下刈りがしやすいようになるべく等間隔に植栽する。
●広葉樹を植栽する場合は、誤伐を防ぐため目印の支柱を立てる。

（3）下刈り・つる切り
●植栽木が雑草やツルに負けないようにこれらを刈り払う作業で、5年生程度までは毎年
下刈りを行い、つる切りは10年生程度まで必要に応じて行う。

●幹にからんだつるは取り外す。
●時期は、雑草が種を落とす前で、根に蓄えた養分を使い切った時期が良い。
●大鎌や刈払機を使用するので、隣接する作業者と安全な距離を保つ。
●傾斜地では落石等の危険があるので上下作業にならないよう注意する。
●蜂の活動が活発な時期なので刺されないよう注意する。

（4）除伐
●目的外の樹種や形質不良木を除去する作業で、10年生頃を目安に行う。

（5）枝打ち
●節のない優良材の生産、林内光環境の調節、病虫害の発生予防などを目的として行う。

人工林の管理の流れ

図4.1 人工林の管理の流れ
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● 腐朽や変色を防止するため、幹に傷をつけたり樹皮を剥がさないようにする。
●ノコギリを使用し、できるだけ枝の細いうちに行う。

（6）間伐
●立木密度を調整して個体間の競争を緩和し、直径成長を促進させて生産目標に合った木
材を生産するために行う。

●気象害を避けるため、形状比（樹高／胸高直径）の平均が80以下を目指して立木密度を
管理し、急激な密度低下は避ける。

●林分収穫表、林分密度管理図などを参考に間伐量を決める。

（7）主伐
●生産目標に達した材を収穫するための伐採。
●再造林することを考えて林地残材の運搬、集積を行う。

なお、植栽、保育、間伐に関する地域ごとの基準は、千葉県が樹立する地域森林計画、
市町村が樹立する市町村森林整備計画に掲載されています（表4.1、4.2）。

表4.1 保育の標準的な方法に関する指針（千葉南部地域森林計画書より抜粋）

下 刈 り

つる切り

除 伐

下 刈 り

芽 か き

除 伐

下 刈 り

芽 か き

保育種類

ス　ギ

ヒノキ

マ　ツ

クヌギ

コナラ

マテバシイ

樹　種
実 施 林 齢 ・ 回 数

備 　 　 考

ぼう芽更新し、胸高直径

10～16㎝で伐採するシイ

タケ原木林の場合

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

②

○

○

②

○

○

○

○

○

①

○

○

○

○

○

△

△

△

○

○

○

○

②

○

○

○

注）1 下刈りの②は、必要に応じて2回実行することを示す。
2 ○は１回実行、△は必要に応じて実行することを示す。
3 マテバシイの芽かきの①では残すぼう芽枝の数を6～10本に、②では同じく3～４本にする。

表4.2 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法に関する指針
（千葉南部地域森林計画書より抜粋）

注）1 初回間伐は、除伐を兼ねて行う場合である。
2 上記の間伐林齢は目安とし、実際の林木の競合状態に応じて決定する。

樹　種

ス　ギ

施業体系
間　伐　林　齢　（年）

初　回

11～
15

11～
15

11～
15

11～
15

２回目

16～
20

16～
20

16～
20

16～
20

３回目

25～
30

25～
30

26～
30

26～
30

４回目

31～
35

41～
45

36～
40

41～
45

５回目

55～
60

55～
60

６回目

71～
75

71～
75

備　　考

伐期　45年

伐期　90年

伐期　50年

伐期　90年

植栽本数3,000本／ha

生産目標：柱材等

生産目標：大径材

植栽本数3,000本／ha

生産目標：柱材等

生産目標：大径材

ヒノキ
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里山公開講座の実習では、森林研究所内のヒノキ林において、実際に毎木調査を行い、間
伐木を選木して間伐を行いました。ここでは、その内容を紹介します。

（1）毎木調査
実習場所は、傾斜が約30度の西向

き斜面で、ヒノキの林齢は42年生、区
域の一部にはスギ、シラカシが混交し
ていました。実習は、実習地を3つに
分け、3班に別れて班ごとに毎木調査
と選木を行いました。なお、今回は区
域が狭かったため、方形区を設定せず
に全数調査を行いました。
毎木調査の結果は、表4.3のとおり

です。3班の区域は、立木の約半数が
スギでしたが、今回は樹種を区分せず
に扱いました。なお、樹高については、
1～3班の毎木調査の結果から胸高直
径と樹高の関係式を導いて、胸高直径
から推定した値を用いました（図4.2）。
各班の平均胸高直径、平均樹高には

ほとんど差がありませんでした。立木
密度は、2班＞1班＞3班となり、最も
立木密度が高い2班の区域には枯死木
が9本と最も多くありました。

（2）間伐木の選木
毎木調査と同時に、間伐する個体の選木を行いまし

た。選木のポイントとして、傷や曲がりなどの形質不
良木、将来の立木の配置を考えました。各班で選木さ
れた本数は、1班が6本、2班が7本、3班が6本でした。
間伐木の本数から、本数間伐率と間伐前後の立木密度、
収量比数を計算したものが表4.4になります。間伐前
の収量比数は、0.85～0.90であり、過密な状態であっ
たことがわかります。今回の選木による間伐後の収量
比数は、いずれの班においても0.06～0.07低下し、
間伐により過密状態がやや解消すると考えられました。

ヒノキ林の間伐(実習)

収量比数：林分の混み合い方の指標で、0～１の値をとる。林分密度管理図を使って上層
樹高と立木密度から求められ、間伐量を決める指針となる。１は最も混み合った状態
であり、通常は0.8程度を上限に密度管理を行う。

毎木調査実習の方法
◆　山側から高さ1.2mの位置に№テープを打つ
◆　テープの位置で胸高直径を測定（輪尺使用）
◆　5本に1本の割合で樹高を測定（測竿使用）
◆　傷や曲がりなどの欠点等を記録

表4.3 毎木調査の結果

平均胸高直径
平均樹高
立木本数
枯死木本数
面積
立木密度

１班 ２班 ３班
（スギ含む）

全体
（スギ含む）

21.6
17.4
94
14
576
1,632

21.2
17.3
34
3

228
1,491

21.5
17.4
31
9

174
1,782

22.1
17.5
29
2

174
1,667

㎝
m
本
本
㎡
本/ha

表4.4 本数間伐率と間伐前後の立木密度、収量比数

収量比数（Ry）
間伐前 間伐後
0.88
0.90
0.85
0.87

0.82
0.83
0.79
0.81

立木密度（本/ha）
間伐前 間伐後
1,667
1,782
1,491
1,632

間伐率
（％）

21
23
18
20

１班
２班
３班
全体

1,322
1,379
1,228
1,302

図4.2 胸高直径と樹高の関係
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（3）胸高直径階分布からみた間伐
各班の胸高直径階別にみた間伐木の分布を図4.3に示しました。胸高直径階別の分布は、

１班では成長のバラツキが大きいのに対し、2班、3班は比較的成長がそろっていました。
また、選木された間伐木は、おおむね下層木（劣勢木）でした。したがって、今回の間伐の
種別は下層間伐、間伐の強度は、本数間伐率からみて弱度といえます。

（4）立木配置図からみた間伐
実習地の立木配置を図4.4

に示しました。班別にみると、
１班と3班に比べて2班は立
木が集中していることがわか
ります。また、2班の立木が
集中している付近には枯死木
が多く、過密な状態の中で劣
勢木が被圧され枯死している
状況と考えられます。
これに対して、１班と3班

はすでに枯死したと考えられ
る空間が空いていることがわ
かります。１班は、胸高直径
のバラツキが大きかったこと
から、比較的早い段階で何ら
かの原因によるかく乱が起こ
り、空間が開いたことにより
その近くの個体の成長が良く
なり個体間の成長差がついた
と考えることができます。
一方、3班の場合は、開いた
空間にシラカシが侵入してし
まったために、成長差が大きくならなかったと考えることができます。
今回の間伐では、形質不良木に加えて将来の立木の配置を考えた選木も行っているため、

間伐後の残存木の成長差は少なくなる方向に進むことが期待されます。

図4.3 胸高直径階別にみた間伐木と残存木の分布

図4.4 実習地の立木配置図
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（5）間伐による林分材積の変化
間伐による林分材積の変化を表

4.5に示しました。間伐前の材積は、
496～614m3と班によって差が認
められ、１班と2班が多く、3班は
その8割程度でした。これは、3班
の立木密度が低いことを反映して
いると考えられます。間伐後の材
積は、453～545m3となり、材積
でみた間伐率は9～16％でした。
これは、本数間伐率でみた場合の50～70％にあたります。下層間伐の場合は、一般的に材
積の小さい個体から間伐を行うため、このように本数間伐率＞材積間伐率となります。

（6）間伐による樹冠の変化
間伐による樹冠の変化をカメラで撮影してみました。今回の間伐木は、劣勢木が多かった

ためにあまり大きな空間は開きませんでしたが、開いた空間に隣接する個体は他の個体より
も成長が良くなる可能性があります。

表4.5 間伐による林分材積の変化

間伐前立木密度
間伐後立木密度
間伐前材積
間伐材積
間伐後材積

１班 ２班 ３班
（スギ含む）

全体
（スギ含む）

1,632
1,302
564
67
497

1,491
1,228
496
43
453

1,782
1,379
603
98
505

1,667
1,322
614
68
545

本/ha
本/ha
m3/ha
m3/ha
m3/ha

材積間伐率 1291611％

個体番号310と312の間で撮影（左：間伐前、右：間伐後）

個体番号349と354の間で撮影（左：間伐前、右：間伐後）



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages 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 <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /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.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




