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1.  はじめに 
 
近年，地球温暖化など環境への社会的関心が高まっ

てきている。2005 年には京都議定書が発効し，我が国

も 2012 年までに温暖化ガスの排出量を 1990 年を基準

として 6％削減することが義務づけられている。建設

産業では社会からの要請を受け，リサイクルの推進，

構造物の耐久性の向上，副産物の利用などの取組みが

なされ，これらを推進するための指針などが制定され

てきた。国土交通省は従来の工事コストのほかに，環

境の改善，リサイクルの推進などを社会的コストとす

る新たな概念を提示し，発注時に環境負荷の低減を図

るための施策を進めている1)。 
国内における，狭義の建設産業のCO2排出量，すな

わち施工時における排出量は全産業の排出量のうち約

1%を占めるに過ぎない2)。一方，建設材料の製造や構

造物の供用時のエネルギーに由来するCO2排出量は，

全産業の総排出量の約 30%を占める2)。 
効果的にCO2排出量を削減するためには，構造物の

設計時に構造物のライフサイクルを踏まえて使用材料

や供用時のエネルギーを考慮することが必要である。

使用材料の面からは，資材量の削減や副産物の使用な

どがCO2排出量削減に有効であると考えられる。 
このように，建設工事におけるCO2排出量削減を議

論するためには，CO2排出量の定量的な評価が必要で

ある。こういった背景から，建設工事のCO2排出量の

評価の一例として，神奈川県内の国道 1 号の原宿交差

点立体工事における 1 期工事（下り線構築時）のCO2

排出量について詳細な評価を行った。 

2.  工事概要 
 
原宿交差点立体工事は，この交差点での慢性的な渋

滞を解消する目的で進められているアンダーパス化工

事である3)。完成後は渋滞の緩和により年間約 600tの
CO2削減が見込まれている3)。アンダーパス化工事は急

速施工が要求されるが，当工事では図－１に示すハー

モニカ工法を適用することで急速施工を可能としてい

る。ハーモニカ工法とは，小型掘削機（以降，ハーモ

ニカ掘削機と称す）と鋼殻と呼ばれる仮設セグメント

により推進工法で小断面トンネルを構築し，この小断

面トンネルを結合して大断面トンネルを構築する工法

であり，低土被り施工，機械コストの削減が可能であ

る。 
原宿交差点は国道 1 号と横浜市の環状 4 号が交差し

ているが，当工事は国道 1 号をアンダーパス化するも

のである。アンダーパス化前後の様子を図－２に，ア

ンダーパスの断面概要を図－３にそれぞれ示す。アン

ダーパス化区間は全長約 420m であり，大きく分けて

＊１ 技術センター土木技術研究所土木構工法研究室 
＊２ 技術センター技術企画部企画室 

図－１ ハーモニカ工法 
Fig. 1  Harmonica method 

＊３ 技術センター土木技術開発部土木技術開発プロジェクト室 
＊４ 横浜支店原宿立体工事作業所 
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アプローチ部，ボックスカルバート部，ハーモニカ工

法適用部の 3 種類に分かれている。アプローチ部（W
型擁壁）とボックスカルバート部は開削工法により RC
で構築される。ハーモニカ工法部は 10 個の小断面トン

ネル（図－１）を掘削し鋼殻で地山を押えた後，内部

の構築を行って大断面トンネルを完成させる。 
CO2排出量評価の対象とした 1 期工事は，このうち

まずは 6 個の小断面トンネルの掘削を行い， 終的に

下り線（藤沢方面）となる部分を構築するものであり，

工事終了後はより交通量の多い上り線として暫定的に

供用される。 
 

3.  CO2排出量の算出方法 
 

3.1  インベントリ分析概要 
アンダーパス構築によるCO2排出量を，各種の環境

負荷原単位を用いて定量的な評価を行った。CO2排出

量の原単位には，基本的に資源の採掘から輸送までを

含む積み上げ法に基づく原単位4)，5)を用いた。ただし，

積み上げ法による原単位が得られないものに関しては

産業連関表に基づいた原単位6)を用いた。積み上げ法で

は，原料の採掘，原料の輸送，加工，製品の輸送，さ

らには製造時に用いる燃料の採掘から消費までを調査

対象としているが，採掘時に用いる掘削機械の製造や，

各種材料・燃料を製造・精製する工場の建設，および

輸送車両・建設機材の製造・維持補修時の燃料消費に

よるCO2排出量は考慮していない。 
CO2排出量の計算は，実施段階の工事計画書類から

資材量や建設機械の稼働時間などをそれぞれ集計し，

それにCO2排出量の原単位をかけることで行った。計

算の対象としたのはアプローチ部，ボックスカルバー

ト部，ハーモニカ工法部の施工とし，工事準備段階の

付替え道路の施工などについては考慮していない。 
3.2  各項目のインベントリ分析 
インベントリ分析は，資材製造，輸送，施工，電力，

廃棄物処理に分けて行った。 
3.2.1  資材製造 
資材製造では，鋼鉄やコンクリート材料のセメント

や骨材などを製造する時に発生するCO2量を考慮した。

鋼材にはハーモニカ掘削機や鋼殻，開削部の山留め材，

覆工板，コンクリート構造物の鉄筋などがある。本工

事では，コンクリート構造物の大部分が高炉B種コン

クリートで施工される。高炉セメントは，製鉄所の高

炉での副産物である高炉スラグを利用しているため，

CO2排出量の原単位は普通セメントと比較して 40%程

度低くなっている4)。鋼鉄の内，リース材は耐用年数を

(b) アンダーパス完成後 (a) 立体工事前 
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図－２ アンダーパス化概要 
Fig. 2  Outline of making the underpass 

図－３ アンダーパス断面（国道 1 号） 
Fig. 3  Cross-section of underpass (National Route 1) 
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20 年と仮定し，1 年に原単位の 5%ずつ排出するものと

した。 
3.2.2  輸送 
建設資材などは，建設現場に輸送されて初めて利用

することができると考えなければならないため，この

ような輸送によるCO2排出量も考慮する必要がある。

ただし，建設資材の製造段階以前の輸送については，

資材製造の方ですでに考慮されているために除外して

ある。生コンクリートや鉄筋などといった建設現場で

消費されるものは片道分を，リース材は往復分を考慮

した。また，残土などを中間処理施設まで運搬する分

もこの項目に分類した。施工機械の運搬はハーモニカ

掘削機のみを考慮した。 
3.2.3  施工（電力以外） 
クレーンなどの建設機械の稼働によるCO2排出量の

原単位は 1 時間当たりのデータである。それに対し，

施工計画は日単位で計画されているため，1 日あたり

の建設機械の稼働時間を 3 時間，6 時間，9 時間と仮定

してそれぞれCO2排出量を計算した。 
3.2.4  電力 
排水ポンプ，橋型クレーン，ハーモニカ掘削機など

の建設機械は購入電力によって作動するため，購入電

力によるCO2排出量を，工事計画段階の電気使用予定

量（kW）から算出した。購入電力のCO2排出量の原単

位はkW・h当たりであるため，施工の項目と同様に稼

働時間を 3 時間，6 時間，9 時間として算出した。ただ

し，ハーモニカ掘削機については 1 日当たりの平均実

働時間（=6 時間）で固定とした。 
3.2.5  廃棄物処理 
コンクリートがら，アスファルトがら，汚泥の処理

によるCO2排出量は，その発生量に処分の原単位をか

けることで算出した。なお，鋼鉄のスクラップの処分

については，電炉鋼として再利用されると考え，除外

した。 
 

4.  CO2排出量の算出結果と評価 
 

4.1  建設機械の稼働時間による影響 
図－４に原宿交差点立体工事の 1 期工事でのCO2排

出量の算出結果を示す。建設機械の稼働時間が 1 日 6
時間の場合（図－４(b)），CO2排出量の総量は 4635tと
なり，そのうち資材製造によるものが約 4 分の 3 を占

める結果となった。続いて電力，施工（電力以外），廃

棄物処理，輸送の順となった。電力が施工を上回った

のは，ハーモニカ工法部でのハーモニカ掘削機の稼動

によるものと考えられる。 
建設機械の稼働時間を 0.5 倍（3 時間/日），1.5 倍（9

時間/日）と変動させると，CO2排出量の総量は約 7%増

減することが分かった。 
4.2  セメントの種類による影響 

原宿交差点立体工事で用いられるコンクリートには

主に高炉セメントが用いられているが，高炉セメント

の使用によるCO2排出量の削減効果を定量的に評価す

るため，仮に全てのコンクリートに普通セメントを使

用した場合のCO2排出量を算出した。なお，建設機械

の稼働時間は 6 時間/日とした。 
算出結果を図－５に示す。図－４(b)と図－５を比較

することにより，普通セメントを用いた場合のCO2排

出量の総量は 4635tから 5400tとなり，大幅に増加する

ことが分かった。この 5400tを基準に見れば，高炉セメ

ントを用いることによって 4635tにまで低下させ，CO2

排出量を 14%削減できたとも表現できる。 
ここまで大幅に効果があったことの原因として，高

炉セメントは普通セメントと比較して，CO2排出量の

79.2%

8.3%

3.9%

4.8% 3.8% 計4306t

73.5%

11.5%

6.9%
4.5% 3.5% 計4635t

68.7%

14.3%

9.5%

4.2% 3.3% 計4965t

■資材製造  ■電力  ■施工（電力以外）  ■廃棄物処理  ■輸送 

(a) 3 時間/日 (b) 6 時間/日 (c) 9 時間/日 

図－４ 建設機械の稼働時間によるCO2排出量の影響 
Fig. 4  Influence of operation time of construction machine for CO2 emissions 
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0.3%
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42.9%

46.8%
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原単位が 40%程度低くなっていること，また資材製造

によるCO2排出量が元々多くを占めていることが考え

られる。 
4.3  資材製造によるCO2排出量の内訳 

資材製造によるCO2排出量が総量に与える影響が多

大であることが把握できたため，図－４(b)と図－５に

関して，資材製造によるCO2排出量の内訳について調

査を行った。その結果を図－６に示す。高炉セメント

を使用した場合（実際の工事）では，鋼鉄によるCO2

排出量が も多く，約 53%を占めた。鋼鉄に起因する

ものが多いのは，ハーモニカ工法で鋼製セグメントを

使用しているためであると考えられ，工法の特徴が出

ている。普通セメントを用いた場合ではコンクリート

によるCO2排出量が逆転して も多くなった。このよ

うに，高炉セメントの使用はCO2排出量の削減に大き

く寄与する。今後は，鋼材の使用量を減らしていくた

めの技術開発が望まれる。 
 

5.  まとめ 
 
原宿交差点立体工事の 1 期工事でのCO2排出量を評

価することにより，以下の知見が得られた。 
(1) 建設機械の稼動時間が 6 時間/日の場合，資材製造

によるCO2排出量が全体の 4 分の 3 近くを占めてい

た。さらに資材製造の内，約半分は鋼鉄に起因する

ものであった。 
(2) 建設機械の稼働時間を 3 時間変動させると，CO2排

出量の総量は約 7%変動することが分かった。 
(3) 普通セメントの代わりに高炉セメントを使用するこ

とでCO2排出量を 14%削減できており，高炉セメン

トの使用がCO2排出量の削減に多大な効果があるこ

とを確認できた。 
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(a) 高炉セメントを使用 (b) 普通セメントを使用 ※色分けは図－４と同じ 

図－５ 普通セメントを用いたケース 
Fig. 5  The case of using ordinary cement 

図－６ 資材製造によるCO2排出量の内訳 
Fig. 6  Detail of CO2 emissions in material production 

■鋼鉄 
■コンクリート
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■その他 

18-4

 


	はじめに
	2.　  工事概要
	3.　 CO2排出量の算出方法
	インベントリ分析概要
	各項目のインベントリ分析
	3.2.1　 資材製造
	3.2.2　 輸送
	3.2.3　 施工（電力以外）
	電力
	3.2.5　 廃棄物処理


	4.　 CO2排出量の算出結果と評価
	4.1　 建設機械の稼働時間による影響
	4.2　 セメントの種類による影響
	4.3　 資材製造によるCO2排出量の内訳

	まとめ


<<
  /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


