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管路更生の設計手法入門
第 6回 内圧管の考え方

1. はじめに
　管路更生の設計入門と銘打った連載講座も最終回

となる。設計の考え方から始まり、前回の複合管ま

で主に自然流下する下水道管を対象に説明を行って

きた。最終となる今回は内圧管について説明してい

く。ご存知のように既設管に内圧が作用する管路は、

「ガス導管」「上水道管」「下水圧送管」「農業用水管」

「工業用水管」「油送管」と流体は変われど、多岐に

わたり存在する。その中全てを網羅することはでき

ないので、ここでは下水圧送管や農業用水管を主体

に解説を行う。

2． 内圧管
　自然勾配の高低差を利用したり、ポンプ等を用い

て流体を搬送しているものの総称である。その際に

既設管には内圧が作用し、内圧が作用しないときに

は、外圧が作用することになる。「水道施設設計指

針　㈳日本水道協会 2000」1）では、内圧（静水圧+

水撃圧）および外圧（土圧+活荷重等）に対し、安

全であるよう管厚を求めることが記載されている。

3． 内水圧
　内水圧は、静水圧と水撃圧との和となり、自然圧

送およびポンプ圧送の場合で異なる。図－１に静水

圧と水撃圧の概要を示す。

３－１．静水圧
　管体に作用する静水圧は、パイプライン形式に

よって異なり、一般にオープンタイプでは設計流

量時の動水勾配線から求めた動水圧であり、セミク

ローズドおよびクローズドタイプは送配水停止時の

静止水位から求めた静水圧である。送配水方式が圧

力水槽式の場合は、ポンプ停止時における圧力水槽

内の水頭に換算した静止水位から求めた静水圧であ

る。

３－２．水撃圧
　水撃圧は、バルブ等を短時間に操作してパイプラ

イン組織の流量調節を行った結果、圧力波が組織内

の水理的な境界点に向かって固有の伝播速度で伝播

運動を起こし、水圧が急激に上昇あるいは下降する

現象である。この水撃圧そのものが、バルブの特性

および開閉速度、管路延長、管内流速、静水圧、さ

らに管の材質等によって異なるので一律に決めるこ

とは困難である。特に上水道管・下水圧送管と農業

用水管では、配管形状（曲がり角度、曲がり数等）

や埋設状況に違いがあるため、水撃圧に対する考え

方が少し異なっている。

（１）上水道管および下水圧送管の場合

　水撃圧は計算によって求めることができるが、計

算によらない場合は次による。

①自然圧送

　0.34MPa または静水圧の 40% のいずれか大き

い値を採用する。

②ポンプ圧送

　静水圧が 0.44MPa 未満の場合はその 100%、静

水圧が 0.44MPa 以上の場合は、その 60% または

0.44MPa のいずれか大きい値を採用する。

（２）農業用水管 2）の場合

　過去の設計事例、施工事例等の経験を整理した経

験則による方法により決定する。

図－１　静水圧と水撃圧

自然流下の場合

管路

管路

損失
水頭

HWL

HWL

LWL

LWL

水撃圧P'
（弁閉止）

静水圧P
（高低差）

ポンプ圧送の場合

動水勾配線

（
実
揚
程
）

水
撃
圧
P'

（
ポ
ン
プ
停
止
）

静
水
圧
P

（
全
揚
程
）

P



18　　管路更生No. 6

①自然圧送

　静水圧が 0.34MPa 未満の場合は静水圧の 100%

とする。静水圧が 0.34MPa 以上の場合は静水圧

の 40%、または 0.34MPa のうち大きい値を採用

する。

②ポンプ系パイプライン

　通水時水圧（動水圧）が 0.44MPa 未満の場合

はその 100%を、0.44MPa 以上の場合はその 60%

もしくは 0.44MPa のいずれか大きい値を採用す

る。

③ポンプ圧送

　ポンプの計画吐出圧（水位）を静水圧が 0.44MPa

未満の場合はその 100% を、0.44MPa 以上の場合

はその 60% もしくは 0.44MPa のいずれか大きな

方を採用する。

4． 下水圧送管、工業用水管（上水道管）の
設計

　ASTM　F1216－03 3）には、内圧と外圧とも「完

全に劣化した管路」「部分的に劣化した管路」に大

別し設計を行うようになっている。内圧に関しては

薄肉円筒式のNaday 式の変形でありそれを採用す

る。外圧においては、このASTMの他に先述した「水

道施設設計指針　㈳日本水道協会 2000」1）では、ス

パングラー式を用いている。何れも内圧管を更生す

るに当たって、外圧の考え方が定かでなく、今後検

討する必要がある。参考までに設計フローを図－２

に示す。

４－１．完全に劣化した管路
　言葉に表わされているように、既設管の残存強度

が期待されない管路で、強度は更生する材料で持た

せる。管更生の手引き（案）では自立管に相当する。

（１）内圧に対する設計

…………………（式 4-1）

式（4-1）を展開し、式（4-2）を求める。

………………………（式 4-2）

ここに、  ：内圧（Mpa）

  ：既設管内径と厚さの比（ ）

  ：既設管内径（mm）

  ：長期引張強さ（N/mm2）

  ：安全率

（２）外圧に対する設計 4）

①ASTM　F1216－03

　｢ 管路更生 No.3｣4）にも記載されているが、基礎

式であるラスチャーの座屈荷重解析式に、浮力係数、

安全率、楕円変形率、更生材の長期曲げ弾性係数を

考慮して式（4-3）が導かれる。

……（式 4-3）

また、式（4-3）を変形して式（4-4）を導く。

…………（式 4-4）

ここに、  ：外圧の総計

  　

  ：鉛直土圧（N/mm2）

  ：活荷重（N/mm2）

  ：管底における作用外水圧（N/mm2）

  　

  ：地下水頭圧（mm）

  ：扁平による減少係数

図－２　設計フロー
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  ：既設管の楕円率

　　　　　　　または、

  ：浮力

  　

  ：弾性支持係数

  　

  ：土被り（mm）

  ：土の反力係数

  ：長期曲げ弾性係数（N/mm2）

  ：断面二次モーメント

  

②スパングラーによる埋設可とう性管の円周方向及

びたわみ解析 5）

　まず曲げ応力を求める式からトライアンドエラー

または逐次代入法などの間接的計算法により許容

応力度以内となる厚さを求め、次にその厚さでたわ

みが許容値に入るかどうかを検証することで決定す

る。

ⅰ．曲げ応力

……（式 4-5）

ここに、  ： モーメント係数（管位置、基礎条件

により決定する）

  ：基礎条件により決まる支承角係数

  ：長期曲げ弾性係数（N/mm2）

  ：埋め戻し土の受働土圧係数（N/mm2）

  ：埋設管に作用する全土圧（N/mm2）

   

  ：許容曲げ強さ（N/mm2）

  ：更生管の中心半径（mm）

   

ⅱ．たわみ率の計算

……（式 4-6）

ここに、  ： 埋戻し土と活荷重によるたわみ量の

和（mm）

  ：埋戻し土の締り具合の遅延係数（＝

1.5）

  ：たわみ率（％）

４－２．部分的に劣化した管路
　部分的に強度が低下している管路で継ぎ手部の腐

蝕や電食により発生した孔食等が発生している管路

のことを指す。

（１）内圧に対する設計

　式（4-7）の条件を満たす場合において、式（4-8）

が成りたつ。

………………………（式 4-7）

………（式 4-8）

式（4-7）を展開し、式（4-8）を求める。

…………（式 4-9）

ここに、  ：欠損孔（mm）

  ：長期曲げ強さ（N/mm2）

（２）外圧に対する設計 6）

　｢管路更生No.4｣６）にも記載されているが、チモ

シェンコの薄肉円筒式を用いて設計を行う。

…（式 4-10）

式（4-9）を展開し、式（4-10）を求める。

……（式 4-11）

ここに、  ：支持向上係数（＝ 7.0）

  ：楕円変形率（％）

  ：管底における作用外水圧（N/mm2）

  ：更生材のポアソン比

5． 農業用水管の設計
　農林水産省構造改善局から平成 10 年 3 月に発刊

された「土地改良事業計画設計基準設計『パイプラ

イン』基準書・技術書」２）を標準として設計を行う。

平均直径－最小直径

平均直径

最大直径－平均直径

平均直径
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当該図書において管更生の設計に関する記述はない

が、一般的に、複合管は“不とう性管”として、単

独管は“とう性管”として考え設計を行っている。

その場合、設計は管体の横断方向のみについて行う。

５－１．管体の縦断方向の設計
　一般に埋設管では、埋め戻し土や盛土による荷重

とその反力が管体の縦断のどの部分をとってもほぼ

均衡し、したがってこの方向には曲げモーメントは

加わらないか、または非常に小さいとみなし得るの

で、縦断方向の強度は通常の場合は検討しない。

　しかし、管体に支台を設けたり、カラー部分が支

点となるおそれのある場合等では無視し得ない曲げ

モーメントが管体の縦断方向に作用することがある

ので、このような場合には管体が荷重に対し安全に

耐え得るか否かを確かめ、必要であればその部分の

縦断方向の補強、管種の変更、継ぎ手の構造や位置

および施工法等を再検討する等の対策を講じる必要

がある。

５－２．管体の横断方向の設計
　管体の横断方向の設計では、管体に同時に働く内

外圧の複合作用について検討し、これに対して十分

安全であるように設計する。

５－３．不とう性管
　ここで取上げる不とう性管は、遠心力鉄筋コンク

リート管およびコア式プレストレスコンクリート管

であり複合管を対象とする。許容内圧を算定し、水

理解析より求められた設計水圧と比較検討を行う。

（１）設計内圧の計算

…………（式 5-1）

ここに、  ： 内圧が０のとき、破壊またはひび割

れが発生する外圧（N/mm）

  ： 内圧が０のとき、破壊またはひび割

れが発生する内圧（N/mm2）

  ： 内圧が  のとき、破壊またはひび

割れが発生する（許容）外圧（N/mm）

  ： 内圧が  のとき、破壊またはひび

割れが発生する（許容）内圧（N/mm2）

  ：安全率（1.5 以上とする）

  ：管の種類や構造によって決まる係数

（２）外圧による線荷重

………………（式 5-2）

ここに、  ： 外圧による線荷重（Ｎ /mm）

  ： 外圧によって延長 1mm当たりの管

体に発生する最大曲げモーメント

（N ･ mm/mm）

５－４．とう性管
　とう性管は、管厚中心半径の数％までたわんでも

実質的に損傷を起こさない特性を有しているが、水

平たわみ量 が異常に大きくなると、継ぎ手部か

ら漏水したり、管内外面に施してある塗装等の被

覆に亀裂が入ったり、必要な通水断面が確保できな

かったりすることとなる。これを防止するため、と

う性管ではたわみ量を制限することとして許容たわ

み率を定めている。したがって、更生材の許容応力

度から定まる管厚と設計たわみ率から定める管厚を

求め、大きい値を採用する。

５-４- １．許容応力度からの設計
　内外圧に対して、更生材の設計厚みで満足してい

るのを確認する。

……（式 5-3）

ここに、  ： 設計内圧（N/mm2）

   

  ： 静水圧（N/mm2）

  ： 水撃圧（N/mm2）

  ： 横断方向に生ずる最大曲げモーメン

ト（N ･ mm/mm）

   

  ： 鉛直等分布荷重による最大曲げモー

メント（N ･ mm/mm）

  ： 管体自重による最大曲げモーメント

（N ･ mm/mm）

  ： 管内水重による最大曲げモーメント

（N ･ mm/mm）

  ： 側面水平荷重による最大曲げモーメ

ント（N ･ mm/mm）

  ： 引張強さと曲げ強さとの比

   

  ： 引張強さ（N/mm2）

  ： 曲げ強さ（N/mm2）
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  ： 許容引張強さ（ ）（N/mm2）

５－４－２．設計たわみ率による設計

……式（5-4）

ここに、  ： 水平たわみ量

   

  ： 鉛直荷重によるたわみ量（mm）

  ： 活荷重によるたわみ量（mm）

  ： 管体自重によるたわみ量（mm）

  ： 管内水重によるたわみ量（mm）

  ：たわみ率

　設計たわみ率を表 5－1に示す。

【編集後記】

　日本管路更生工法品質確保協会技術委員の共同執

筆による「管路更生」連載講座“管路更生の設計手

法入門”は、今回で終了とさせて頂きます。

　特に下水道管路を主として、第１回を「更生工法

の分類」、第２回「埋設管に作用する外圧の種類」、

第３回「自立管の考え方」、第４回「二層構造管の

考え方」、第５回「複合管の考え方」、そして今回第

６回として「内圧管の考え方」をまとめました。

　読者の皆様にとって、これらが今後の管路更生の

一つの資料としてお役に立てれば幸いです。

　今後、更に「農村工学研究所との共同研究報告」

や「更生材料について」等の連載を予定しています

ので、これからも本連載講座をご愛読頂きますよう、

お願い致します。

設計たわみ率

締固めの程度 締固めⅠ 締固めⅡ

許容たわみ率（％） ５ ５

たわみ率のバラツキ（％）± 2（± 1） ±１

設計たわみ率（％） ３（４） ４

表 5－1　設計たわみ率（％）

【参考図書】

１） ｢水道施設設計指針｣　平成13年6月　㈳日本水道協会

２） ｢土地改良事業計画設計基準 設計パイプライン｣　基準書・技術書　平成10年3月 農林水産省構造改善局
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６） 「管路更生　No.4」　2007年10月　日本管路更生工法品質確保協会

委員長 宮川　恒夫 EXダンビー協会・技術委員

委　員 安 井 　 聡 FFT工法協会・技術委員

委　員 池ヶ谷貴之 オールライナー協会・技術委員

委　員 上垣　潔志 パルテム技術協会・技術部長

委　員 眞田　和彦 光硬化工法協会・技術委員長

連載講座小委員会



<<
  /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




