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 事 業 概 要 

本事業は、企業や市民の協力を募り、台風被害や、

手入れ不足により、不健全となったスギ・ヒノキ林の群

状間伐を行い、針葉樹と広葉樹の入り混じる豊かな生

態系の森林に整備することを目的としています。 

本事業では、この群状間伐による森づくり活動を、

パッチワークの森づくりとネーミングしました。 

近年の林業の不振は、スギ・ヒノキ人工林の手入れ

不足を招き、そこに襲いかかる強い台風は、多くの風

倒木被害をもたらしました。特に、平成3年の台風19号

をはじめとする被害は、地球温暖化との関連が予測さ

れているだけでなく、管理不足や大規模な一斉造林

手法との関係性も指摘されています。 

小規模な森林整備手法（群状間伐）を行うパッチ

ワークの森づくりは、一斉造林されたスギ・ヒノキ林、特

に、風倒木被害を受けた場所や、立地的に適さない

場所、自然環境や景観に配慮した方が良い場所、ま

た、地主の管理が難しい場所などに、部分的に広葉

樹種等を導入することを目標としています。 

この手法は全国的にも事例が少ないため、行政や

森林組合、森林所有者の立場では、なかなか取り組

むことができません。パッチワークの森づくりは、小さな

森づくりのメリットを生かし、企業や団体、市民の協力

を得ながら地域と連携し、様々な森づくりのかたち、連

携のかたちを目指す活動です。 
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  5 日：地権者への説明会 

 

 

 15m×15m方形区設置候補地の選定 

 ・場所決め、土地境界の確認 

 ・種組成調査、林内照度調査 

 

  

  3日：方形区の下刈り 

 

 

 

 

  

 

  24日：危険木の除伐 

 

 方形区内のスギの伐採 

 玉切り・枝払い搬出作業 

 

 

 1日：植樹準備 

 2日：植樹作業（苗木の植えつけ） 

 

 

  

 

  方形区内の照度調査 

 21日：苗木調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2日：苗木の生育調査 

 

 7日：意見交換会 

 目 的 

 目 標 

 スケジュール 
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 「パッチワークの森づくり」の目指す将来像 

市 民 参 加 の 水 土 保 全 の 森 づ く り 

資料：農林水産省「森林資源の循環利用に関する意識・意向調査」（平成17年6月） 

 右のグラフは、農林水産省により行われ

た森へのニーズに関する林業者と消費者

の意識調査です。トップは両者とも「国土

保全や水源涵養への配慮」を求めていま

す。ところが、林業者が「木材生産」を次に

求めているのに対し、消費者は「地球温暖

化の防止」「動植物の保全」、そして「森林

と人のふれあい」です。 

 今、私達は、生産を柱としながらも、人と

自然に配慮した森づくりを求めています。 

森の中に光が差し込み、多様な下草が生え、ふかふかの土壌が保

全された森が水源涵養力の高い健全な森です。 

したがって、密植されるスギ・ヒノキ人工林では生長に応じて間伐が

不可欠ですが、現状では図のように間伐管理が遅れ、不健全なモヤ

シ林となっています。他の動植物の生息する余地が少なく、台風など

の災害に見舞われた場合、多くの被害を受けるリスクが高くなります。 

 そこで、本事業では「群状間伐」という間伐手法を取り入れま

した。局所的に伐採し、森の林冠に穴を開けることにより、適度

に光の入る場所を作ります。 

 そこには、広葉樹等の苗を植えることもできますし、もしくは、

自然に生えてきた様々な植物を育てることもできます。 

 広さが小規模なので、市民活動に適しており、また、木立に

囲まれた半日蔭の環境は、倒木の後にできた空間のように、

植物の生長を助けます。 

 林冠に穴を開けるので、風も入り込みます。弱いスギ・ヒノキ林

だと、さらに倒れる可能性もあります。しかしながら、安定した森を

作るために必要ではないでしょうか。 

 開いた空間に何の樹木を育てるのか、それは、皆様の期待す

る、この空間の、そして、樹木の利用目的次第です。様々な動植

物の保全、薪・炭の生産、家具や建築材の生産、そして、汗を流

し森とふれあう空間として、きっと、人と生き物の集う場所になるに

違いありません。 
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 風倒木被害の状況と群状間伐による15m×15m方形区の設定 

 ボランティアによる15m×15m方形区の伐採、玉切り、搬出作業 

 15m×15m方形区への落葉広葉樹種の植樹活動 

対象林地と方形区の位置図 

方形区１付近 （樹高約16.5m、平均胸高幹直径15.7cm) 

立木が傾いた程度の風倒被害地です。 

方形区６付近 （樹高約18.5m、平均胸高幹直径19.5cm) 

多くの立木が倒れ、大きな風倒被害を受けた林地です。 

 今回の林地は、保安林指定のかからない共有林、

および、個人の土地所有地で、39年生のスギ林と43

年生のヒノキ林の分布する林地です。 

 方形区の位置の検討は、風倒被害の状況と立地

をみて、図のように方形区１～３の立木が比較的残

存する緩斜面と、方形区４～６の立木の倒れ方は

様々ですが、比較的傾斜のある立地、合わせて６か

所を選定しました。 

 植樹活動は、コナラ１２０本（平均苗高104cm)、ヤマザクラ５本(平均苗高

132cm)を参加者１３名、スタッフ４名で植樹しました。 

 朝のオリエンテーション、目的や作業手順、注意事項の説明、準備体操、

そのあとは、２人組をつくり植え付けを行うという流れです。 

コナラ 

ヤマザクラ 

竹棒 

植樹位置の決定 広葉樹苗の植樹 

方形区の植樹等位置図 

植樹位置は、コナラ5本を約1m四方内に

巣植え、ヤマザクラは中央に１本、また、林

内照度測定用に、竹の棒を挿しました。 

立木の伐採は、「プロが教える山仕事講座『チェーンソー伐木編』」を兼ね一部実施しました。 
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 間伐、植樹をした15m×15m方形区の風景 

 広葉樹苗の巣植えと生長 

 方形区内外の積算照度分布 

方形区３ 

周囲の立木に囲まれています。林

道が近く、伐木した材は搬出しま

した。 

方形区６ 

周囲の立木が少なく明るくなりまし

た。林道が遠く、傾斜が急なた

め、伐木した材は残しています。 

方形区の断面図 

群状間伐後の断面は、図に書くとこのようになりま

す。今回は、ほぼ樹高と同じ幅の空間を開け、下

記の効果を期待しました。 

• 林間の穏やかな照度環境  

  （ストレス低減、下草伸長抑制） 

• モザイク林の育成 

  （風への抵抗、生物多様性の向上） 

１ １ｍ 

巣植えの模式図 

巣植えとは、苗の初期生長において、種間競争へ

の対応（菌根菌、密度効果）と種内競争（同上）によ

る上伸を得ることを期待した植樹方法です。今回

は、上記のような配植を行いました。 約1mのコナラの苗 ウサギの食害にあった苗 

伐採前後の積算日射量 （方位：左側が北） 

 調査区内外の照度環境を把握し、苗木生長との関係性を検

討するために左図の１～５の各地点に竹竿を設置し、竹竿の

上に「光感応フィルム」を貼り、その退色率により積算日射量

を把握しました。 

伐採前の積算照度を青線、伐採後を赤線で示しています。

伐採前の照度分布は一様ですが、伐採後は、方形区の北側

が最も高く、南側の立木の影の影響で、方形区内の積算日射

量は南に下るにつれ徐々に低減する傾向がありました。 

今後、下草の伸長と苗木の生長を観察してゆく予定です。 
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 15m×15mの森づくり報告会 
2008年7月7日に本事業の報告会を実施しました。植樹後の生育状況、現地視察、そして、ワークショップでの話題をご

紹介します。 

 

    日時：2008年7月7日（月）10時半～16時    会場：椿原公民館 

    内容 ・現地視察 

        ・2007年度モデル整備の報告・・・九州大学芸術工学研究院助教  朝廣和夫 

        ・市民、ＮＰＯ、企業が参加しやすい森づくりの提案・・・山村塾事務局  小森耕太 

        ・質疑応答、意見交換・・・進行 （有）里山計画研究所  志賀壮史 

                     アドバイザー 九州大学芸術工学研究院教授  重松敏則 

現地視察 

 最初に15m×15m方形区の現地視察を行いました。このような群状間伐地は

本地域でも珍しいことから、興味深く観察することができました。しかしながら、

コナラの90.0％、ヤマザクラの33.3％がウサギの食害を受けており、食害を受け

た苗のその後の生存率は、コナラ（74.2％）、ヤマザクラ（100％）でした（2008年

7月2日調査）。コナラの苗の中には、ウサギの食害を受けながらも元気に新芽

を出しているものもあることから、枯死の原因は食害だけでなく、苗の状況や植

え方などの影響も推測されました。 
現地視察の様子 

意見交換会 

現地視察を終えて、意見交換会を行いました。下図は、今回の意見交換会に参加された方々の参加理由をまとめた

ものです。群状間伐による里山・林業再生への期待や、その科学的根拠、協働の可能性について期待されていま

す。意見交換会の内容を、Q&Aというかたちで次のページに紹介します。 
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Q. なぜ、15ｍ×15ｍの森づくりが必要なのですか？ 

・針葉樹人工林の森の中に、草地や広葉樹林等

の島を作り、生き物や景観の多様性を作るた

めです。 

・昨今、台風被害を受けた森が多く、このまま

放置するのではなく、比較的手のかからな

い、豊かな森づくりをするためです。 

・森林ボランティアは年に数回しか参加できま

せん。15ｍ四方だと５人/日程度で伐採できま

す。その後の植樹、下草刈りを含め達成感の

あるプログラムを作りやすいメリットがあり

ます。 

・植樹活動を希望する森林ボランティアは多い

ですが、植樹できる場所は多くありません。

群状間伐は新たなフィールドづくりにもなり

ます。 

・生き物のための森も必要ですが、一方で、

薪・炭や建築用材の生産などを目的とするこ

ともできます。 

 
Q. 新たな場所は、どのように選ぶのですか？ 

・地権者と一緒に森の現状や将来像を話し合

い、現地で実施場所を選定します。育てる

森、樹木の将来の利用方法等もイメージしな

がら選ぶことが大切です。必要であれば、大

きな方形区を分割する事もできます。 

Q. 植樹方法や苗木の種類は？ 

・今回は、土なしのごぼう苗で巣植えをしまし

たが、ポット苗の利用や、樹種も日当たり等

の立地に応じて配植することも望ましいで

す。 

・植え傷みを減らし、より自然に近い森を作る

のであれば、近くの芽生えを移植したり、そ

の場に生えている有用木に印をつけて、周り

の草刈りをして育てることもできます。 

 

 

 

Q. 苗木の枯死は、ウサギの影響ですか？ 

・ウサギの食害があっても萌芽する苗はあるた

め、植え方等の他の影響も考えられます。 

・他の地域ではシカによる食害も多く、必要と

判断されれば柵等で保護する必要がありま

す。 

 

Q. 広葉樹は手間がかからないのですか？ 

・樹木を育てるには、ツル切り、下草刈りが必

要です。目的に応じて、粗放管理を検討でき

ます。 

・針葉樹人工林に対する広葉樹のメリットは

様々ですが、台風被害の際に広葉樹は幹折れ

しても、切株から芽ぶき、早く森の再生が行

われます。 

Q. ここが良い森という証明はありますか？ 

・目的に応じて評価する必要があります。認証

システム等とは連動していません。 

 

Q. 企業はどのような関わり方ができますか？ 

・８頁に「パッチワークの森づくり活動」、

「支援金の10万円」、そして「参加すると」

に取りまとめています。森の将来像を共有

し、提供いただく支援金により１パッチの整

備と5年間の管理を行います。様々な体験活

動にご利用できます。 

 

Q. 植樹した樹木は誰のものですか？ 
・樹木は地主さんのものです。参加者のメリッ

トは体験活動や、社会への貢献です。 

 

Q. コーディネイトは誰がするのですか？ 

・全国各地で、行政などの呼びかけにより企業

の森づくりが進められています。本事業は自

治体に加え市民団体が動くことで、環境保

全、地域振興、産業振興をからめた森づく

り、人づくり、地域づくりが期待されます。 

７ 
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パッチワークの森づくりは、下記の様な方向性について、検討を重ねます。 

・群状間伐地における広葉樹等の導入手法について、育てる樹木の用途やパッチの役割を念頭に置きながら、苗や樹種の

選定、また、周辺からの移植や、伐採跡地に出てきた萌芽木や実生木の選択的育林について検討します。 

・植樹後の管理について、下草刈り、ツル切りの頻度や、除伐の有無、樹木の生長量について観察を続けます。 

・協力いただく地主さん、ボランティア、企業の方々の関わり方について整理し、ニーズに応じたプログラムを検討します。 

パッチワークの森づくり活動 
パッチワークの森づくりは、１口10万円の支援金を募り、風倒木被害や手入れ遅れで不健全となったスギ･ヒノキ林

に、1 パッチあたり15 ｍ四方の小規模伐採を行い、そこに広葉樹を育て、広葉樹の森を点在させることを目指していま

す。小規模整備なので、伐採後の土壌浸食が少なく、半日陰の環境は、苗が日焼けするのを防いだり、下草の生育を

抑えることが期待されます。また、小規模な作業は、山村塾のようなボランティア団体のマイペースな活動でも、少しず

つ取り組める作業で、成果がわかりやすい利点があります。 

●豊かな生態系 
針葉樹と広葉樹が入り

混じった多様な環境が

生まれます。 

●森林ボランティア 
小規模なので、取り組み

やすく、やりがいある作

業を行うことができま

す。 

●企業や市民が参加 
社員、家族、そして森林

ボランティアまで、参加

しやすく分かりやすい活

動です。 

●地域の森づくり 
地域の山主さん、NPO、

市民、企業が連携した活

動を行うことができま

す。 

支援金（10万円）の使途 
支援いただいたお金は、次のように使用します。 

●1パッチの整備 

 ボランティアが中心となって、調査、伐採、地ごしらえ、植樹の

作業を行います。（ボランティアの活躍の場が生まれます。） 

●植樹後5年間の管理 

 植えた苗木が草に負けないよう、下草刈り、つる切りなどを行

います。 

●成果とりまとめと事務運営費 

 資料作成やＨＰでの広報。（Googleマップなどを利用し、ＨＰ

上から成果を見ることが出来ます。 

 連絡、調整、通信費（生長の様子を５年間報告します）。 

参加すると 
次のようなことができます。 

●1パッチの支援者になる 
1パッチ単位の整備費を募ります。 

ＨＰで紹介します。（整備成果の写真や図面、データ含む。） 

年1回の生長記録、隔月の山村塾通信が届きます。 

●その他オプションに参加できます 
○環境学習、森林ボランティア体験 
 現地の視察を通じて、森林について学ぶことが出来ます。 

伐採作業や地ごしらえ、植樹、下草刈りといった森林ボランティ

ア作業を体験できます。 

○間伐材を利用する 
伐採した間伐材を利用できます。 

○CSRの取り組みとして 
地域の森づくりを支援していることを、ご自身のＨＰや発行

物にて紹介することが出来ます。 

お問い合わせ先 
〒834-1222 福岡県八女郡黒木町大字笠原641 四季菜館内 

TEL 0943-42-2722 FAX 0943-42-3800 メール sannsonn@f2.dion.ne.jp 山村塾ＨＰhttp://www.h3.dion.ne.jp/~sannsonn/  

発行：山村塾 

発行日：2008年8月 

執筆：小森耕太（山村塾） 

   重松敏則、朝廣和夫（九州大学芸術工学研究院） 

   岩坂優（九州大学芸術工学部環境設計学科） 

編集：朝廣和夫 

事業支援：社団法人国土緑化推進機構  

     平成19年度緑と水の森林基金事業 

８ 

今後の方向性 



<<
  /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


