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３．７ GPS 観測による詳細地殻変動分布の解明 

 

(1) 業務の内容 

 

(a) 業務題目 GPS 観測による詳細地殻変動分布の解明 

 

(b) 担当者 

所属 役 職 氏 名 

国土地理院  地理地殻活動研究センター  

国土地理院  地理地殻活動研究センター 

国立大学法人 名古屋大学大学院環境学研究科 

国立大学法人 名古屋大学大学院環境学研究科 

主任研究官 

主任研究官 

研究官 

教授 

 西村 卓也 

 矢来 博司 

 水藤 尚 

 鷺谷 威 

 

(c) 業務の目的 

 糸魚川－静岡構造線断層帯（以下、「本断層帯」）の周辺において GPS の稠密なキャン

ペーン観測を繰り返し実施し、周囲の GPS 連続観測点のデータと合わせて解析すること

により当該地域における地殻変動の詳細な分布を明らかにし、断層帯周辺における応力

蓄積過程を検討するための基礎データを提供する。 

 

(d) ５ヵ年の年次実施計画 

1) 平成 17 年度： 

パイロット的重点観測で設置した27ヶ所のキャンペーン観測点においてGPS観測

を実施し、周辺の連続観測点とともに解析を行って、本断層帯北部・中部の詳細地

殻変動を明らかにした。 

2) 平成 18 年度： 

本断層帯中部（諏訪湖周辺）に７ヶ所の観測点を新設し、既存の本断層帯北・中

部の観測点 23 ヶ所を合わせた 30 ヶ所において GPS 観測を実施した。 

3) 平成 19 年度： 

パイロット的重点観測と平成 18 年度に設置した観測点の中から、観測条件の良好

な 30 ヶ所において GPS キャンペーン観測を実施した。 

4) 平成 20 年度： 

パイロット的重点観測と平成 18 年度の設置した観測点の中から、29 ヶ所におい

て GPS キャンペーン観測を実施し、本断層帯中部（諏訪湖周辺）における詳細地殻

変動を明らかにした。 

5) 平成 21 年度： 

パイロット的重点観測と本重点観測で設置した全ての観測点において GPS キャン

ペーン観測を実施し、本断層帯中部と北部を合わせた観測調査地域全体の詳細地殻

変動分布の解明とそのモデル化を行う。 

 

(e) 平成 20 年度業務目的 
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 平成 18 年度に設置した７ヶ所の観測点（霧ヶ峰学園は工事中のため観測実施せず）

および、それ以前から観測していた本断層帯北部・中部の観測点から 23 ヶ所の合計 29

ヶ所において GPS キャンペーン観測を実施する。得られた観測データは、周囲の GPS 連

続観測点のデータ、平成 16 年度以前のパイロット的重点観測で得られたデータおよび

平成 17～19 年度の観測データと合わせて解析し、当該地域における地殻変動の詳細な

分布を明らかにする。 

 

(2) 平成 20 年度の成果 

(a) 業務の要約 

 平成 18 年度に本断層帯中部の諏訪湖周辺に設置した GPS キャンペーン観測点を６ヶ

所および既存の観測点、合計 29 ヶ所で GPS キャンペーン観測を実施した。このデータ

を周囲の GPS 連続観測点のデータとともに解析し、正確な座標値を求め、2002 年以降の

日座標値に基づいて各観測点の地殻変動速度を求めた。得られた地殻変動は、平成 19

年度までの結果と同様の傾向を示しており、観測データの増加に伴って信頼度が向上し

た。また、平成 18 年度に追加した観測点についても、３回のキャンペーン観測により、

信頼性の高い地殻変動の情報が得られた。 

 

(b) 業務の実施方法 

 観測を行った地域は、長野市、上田市、富士見町、箕輪町、塩尻市、松本市、白馬村

を結んだ範囲である。観測点は、平成 14 年度に、GPS の稠密キャンペーン観測用として

最短５km 程度の間隔で 28 ヶ所に設置されていたが、これらに加えて、平成 18 年度に、

本断層帯の中部付近に７ヶ所の観測点が新設されている。観測点は、いずれも安定した

構造物に金属製のボルトを埋設したものである。平成 20 年９月 30 日から 10 月 17 日に

かけて、上記観測点のうち 29 ヶ所において埋設されたボルトに GPS アンテナを設置し、

GPS 観測を行った。観測点を２つのグループに分け、各グループについて１週間ずつの

観測を行っている 

 データ解析は GPS 精密解析ソフトウェアとして広く利用されている Bernese GPS 

Software version 5.0 を使用した。解析に際しては IGS（International GNSS Service）

により決定された GPS 衛星の精密軌道および地球回転パラメータを用い、各観測点の座

標値は ITRF2005 座標系における値として計算した。この目的のため、IGS 追跡局である

DAEJ（テジョン）、MIZU（水沢）、TNML（新竹）、USUD（臼田）、WUHN（武漢）のデータを

解析に含め、これらの IGS 観測点に対して求められている座標値を基準として本断層帯

周辺の観測点の座標値を計算している。座標値解析により、各観測点の精密な日座標値

が得られ、７年間にわたる日座標値から、各観測点の平均的な変位速度を求めた。また、

推定された変位速度を用いて、本断層帯中・北部地域における歪み速度分布の計算を実

施した。 

 

(c) 業務の成果 

 得られた座標値変化の例を図１に示す。図１の座標値変化は、IGS の USUD 観測点に対

する変化に換算している。キャンペーン観測点、連続観測点とも、日座標値の再現性は
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水平方向で２～３mm、上下方向で 10～20mm 程度となっており、７年間の観測により年

間１～２mm 程度の地殻変動を議論するのに十分な精度が得られている。なお、2002 年

から 2003 年にかけて、国土地理院の GPS 連続観測点（GEONET）でアンテナ交換が行わ

れたため、それに伴うステップ状の変化が座標値に表れている。また、2004 年９月の紀

伊半島南東沖地震、2004 年 10 月の新潟県中越地震の観測地域に対する影響は２mm 程度

以下と考えられ、地殻変動速度の推定に対する影響は無視できる。昨年度、2007 年３月

の能登半島地震、2007 年７月の新潟県中越沖地震について期待される地殻変動を計算し

たところ、観測網の北東端および北西端付近において、最大１cm 程度の変位が生じ、観

測網の中央部付近でも５mm 程度の変位があると予想されていたが、図１の２点（R901

は長野市、0046 は大町市）において、速度推定に大きな影響を及ぼすような地震時変動

は生じていないように見える。しかし、以下の速度推定においては 2006 年と 2007 年の

観測の間にステップ変化が生じたものとして、計算を行っている。 

 図２は、日座標値変化を直線近似することにより得られた地殻変動速度の分布を示し

たものである。この場合も USUD を基準として計算を行っている。GEONET 観測点につい

ては、アンテナ交換の影響があるため 2003 年以降のデータを用いて、その他の観測点

については 2002 年以降のデータを用いて速度推定を行った。図２の結果は、概ね平成

19 年度までの結果と同じであるが、特に諏訪湖周辺において、平成 18 年度に設置され

た観測点で３回の観測を経たことによる精度の向上が認められ、周囲の変動と整合的な

地殻変動パターンが見えるようになった。 

 図２に見られる地殻変動の特徴は、ほぼ昨年までに報告した通りである。主な特徴を

以下に挙げる。(1)北部では長野盆地西縁断層より西側で東西方向の短縮変形が顕著で

ある。(2)中央隆起帯では変形が小さく、その西縁が変形フロントになっている。(3)明

科付近を境として、北側では西北西－東南東方向の短縮が卓越するのに対し、南側（松

本～諏訪）では本断層帯に対する左横ずれの変形が見られる。 

 白馬～長野方向の速度プロファイルについては、図４に示すような深部すべりのモデ

ルによって水平方向の短縮変形をほぼ再現することが可能である。しかし、このモデル

では同時に顕著な隆起が期待されるが、実際の観測値にはこのような隆起は認められな

いので、このモデルでは不十分である。この地域の変形については、次年度も考察を進

める必要がある。 

 一方、松本から諏訪湖にかけての地域は、昨年度報告したように、本断層帯を中心と

する逆正接関数型の速度分布が得られている。固着している弾性層の厚さを 15km、断層

を挟んだブロックの相対運動速度を７～８mm/yr とすれば、図３の速度プロファイルに

紫色の破線で示した通り、断層に平行な速度成分の変化をほぼ再現可能である。この結

果は、松本から諏訪湖にかけての本断層帯が基本的に横ずれ断層であること、また、本

断層帯の断層はほぼ垂直であること（深部延長が傾斜していれば、変形の中心が断層線

からずれる）を意味している。これは、現時点においては、本重点的調査観測の構造探

査から得られた結果とは一致しない見解である。 

 平成 20 年度は、GPS の観測結果を含む様々な情報に基づいて、本断層帯北部で将来発

生する可能性のある地震の震源モデルについて検討を行った。検討にあたっては、地殻

構造探査（地震波、MT）、地震活動、応力分布、地殻変動等の様々なデータを考慮した。



 147

微小地震の応力テンソルインバージョン解析や CMT データインバージョンの結果は、松

本から大町にかけての本断層帯周辺の応力場が、横ずれ型のタイプであることを示して

いる。また、牛伏寺断層の北側の延長上には線状の地震活動が見られている。この地震

活動を仮に一連の断層として考えた場合、上記の応力場は、この断層に左横ずれを生じ

るのに適している。地殻変動から見られる最大圧縮軸も応力場と一致している。これら

のことから、従来本断層帯の下盤内の活動と考えられてきた、この地震配列こそが将来

大地震の震源断層となる可能性がある（図５）。構造探査により検出された低角で東に

傾き下がる面は、地質構造境界としては明瞭であるが、そこに応力蓄積しているという

直接的な証拠は無い。本断層帯北部において見られる顕著な短縮変形は、未だ十分にモ

デル化されてはいないものの、深部の断層クリープ等によって、応力を蓄積せずに変形

のみが進行している可能性を示しており、構造探査で見られる断層面も地震時に副次的

な断層として、または非地震時に準静的にずれを起こす可能性が考えられる。このモデ

ルについては、現時点では不十分な点も多いが、様々なデータを考慮して今後も検討し

ていきたいと考えている。 

 

(d) 結論ならびに今後の課題 

本断層帯の中部・北部地域において GPS キャンペーン観測を実施し、周囲の GPS 連続

観測点のデータとともに解析し詳細な地殻変動分布を求めた。平成 18 年度に設置した

観測点により、詳細な地殻変動の情報が南側に広がった。推定された地殻変動分布は、

本断層帯に沿って顕著に変化する地殻変動パターンを明瞭に示している。本断層帯北部

の短縮変形は、断層の深部すべりを仮定したモデルでは、上下変化を再現することがで

きないため、他の可能性について検討する必要がある。一方、松本から諏訪湖にかけて

の地殻変動パターンは、垂直横ずれ断層の典型的なパターンとして理解可能である。 

観測を継続してデータの精度を向上するとともに、数値モデル計算等を通じて地殻変

動のメカニズムを解明し、そうした糸静線における応力蓄積過程を明らかにするととも

に、本断層帯北部に関して提案した新たな震源モデルについても、未だ仮説の段階を出

ないことから、今後さらに検討を進めていくことが今後の課題である。 

 

(e)引用文献 

なし 

 

(3) 平成 21 年度業務計画案 

 平成 21 年度は、平成 20 年度と同様、本断層帯の中部・北部地域の約 30 ヶ所において

GPS キャンペーン観測を実施する。従来と同様に、観測点を２つのグループに分け、各グ

ループについて１週間程度行う。 

 また、従来と同様に周囲の連続観測点のデータおよび IGS 観測点のデータを交えて行い、

各観測点の ITRF2005 座標系における座標値を求め、適当な基準点を設けて地殻変動の議論

を行う。 

 さらに平成 21 年度は、これまでの観測結果をまとめ、本重点的調査観測の他の観測結果

も参考にしながら、この地域の変形・応力蓄積過程に関するモデル構築を進める。 
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(a)     (b) 

  

図１ キャンペーン観測による日座標値 

(a)02R901（キャンペーン観測点）。(b)940046（連続観測点、アンテナ交換あり） 
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図２ 糸魚川－静岡構造線断層帯周辺の水平地殻変動速度分布（2002～2008 年の観測によ

る） 

速度ベクトルの固定点は USUD（臼田）。矩形領域は、図３に示す地殻変動速度プロ

ファイルの範囲を示す。 
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(a)     (b) 

 

(c)     (d) 

 

図３ 図２の３つの矩形領域における GPS 地殻変動速度のプロファイル 

(a)白馬－長野方向、(b)大町－上田方向、(c)松本周辺、(d)諏訪湖周辺。影をつけ

た範囲は変形集中帯である。 
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図４(a) 白馬～長野方向の速度プロファイルに対する深部すべりモデル 

 

 

(b) 深部すべりモデルによる地殻変動の計算値 
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図５（a） 糸魚川－静岡構造線断層帯北部の震源断層モデル（仮説） 

大町～上田方向の構造断面図に示した。 

 

 

図５(b) 糸魚川－静岡構造線断層帯北部の地震活動 

青線が線状の地震配列を示す。 

 



<<
  /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


