
 

 

腐朽による強度低下を考慮した木製土木構造物の耐久設計手法の開発 

 

北海道立林産試験場  森 満範，前田典昭 

 
はじめに 
 日本の人工林の多くが既に間伐期を迎えている

ことから，間伐材の有効利用法の開発が急務とな

っています。このような背景に加え，自然環境に

負荷の少ない材料として木材が注目を浴び，治山

事業，農業・農村整備事業などにおける土木資材

として木材が積極的に使われるようになってきま

した。北海道においては，主にカラマツ間伐材が

これらの用途に利用されています。 
 これら木製の土木構造物の設置を検討する段階

で，「設置した構造物は何年もつのか？」，ある

いは「目標の年数まで機能させるためにどのよう

な設計をすればよいのか？」ということが問題に

なります。これは木材の耐久性や腐朽というもの

が強度と異なり機械的性質として数値で表現し難

いため，木材の耐久性をどのように捉えたらよい

のか，あるいは何を目安にしたらよいのかが不明

瞭なためです。また，木製土木構造物の安定計算

等を行う場合，従来は初期強度のみを基準とし，

生物劣化による部材や構造物の耐力の経時変化に

ついては十分に考慮されていませんでした。間伐

材の供給・利用，あるいは間伐材を利用した土木

構造物の補修・更新を計画する上でも，木材単体

の耐久性のみならず，構造物として機能する耐用

年限を明らかにする必要があります。 
 そこで「耐久性（腐朽）」を「強度（強度低下）」

という機械的性質の低下度合いに置きかえること

によって耐久性の指標を明確にし，腐朽による強

度低下を考慮した木製土木構造物の耐久設計手法

を提示するための研究を行いました１，２）。この成

果は平成16年 9月，北海道が発行する「土木用木

材 ・ 木 製 品 設 計 マ ニ ュ ア ル 」 WEB 版

（http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/rrm/t-manual.htm）

に追加されましたので，ここではその取り組み内

容，および追加されたマニュアルの概略について

ご紹介したいと思います。 
 

現状の耐久性（腐朽）評価方法 
 木材の腐朽状態を判定するための最も汎用的な

方法として被害度評価法があります３，４）。これは，

目視によって木材の腐朽による劣化状況を，健全

（「被害度0」）から崩壊（「被害度5」）までの

6 段階で評価するものです（表 1）。一般的に，被

害度が2.5に達した年数を「耐用年数」とし，この

「耐用年数」を基に木材の耐朽性（耐久性）が区

分されています。カラマツ心材の場合，野外接地

条件下での「耐用年数」は 6 年程度とされていま

す５，６）。 
 

判定基準
健全

部分的に軽微な腐朽（虫害）

全体的に軽微な腐朽（虫害）

被害度2の状態で，かつ部分的に激しい腐朽（虫害）

全体的に激しい腐朽（虫害）

腐朽（虫害）により崩壊

※耐用年数 ： 被害度が ２.５（２と３の中間）に達した年数

被害度
0
1
2
3
4
5

 
 
耐久性（腐朽）評価の課題 
 このように一般的となっている被害度評価法で

すが，この「耐用年数」は関東地域での試験をも

とにしているため，寒冷積雪地である北海道では

異なった結果が得られると考えられました。また，

「被害度2.5」という基準も小試験片の強度試験結

果を目安にしたもので７），北海道で土木資材とし

て利用されているカラマツ丸太についても適用で

きるものなのかを確認する必要がありました。 
 
不明確な耐久性・耐用年数の概念 
 「この木材は何年もつか？」という質問に対し，

一般的には被害度評価法によって決められた耐用

年数，つまり被害度が2.5に達する年数を答えてい

ます。しかし，質問している人が指している「何

年もつか？」という意味が，「変色してしまうま

で」であったり，「腐朽が始まるまで」，あるい

は「壊れてしまうまで」であったりと，耐用限界

表1  目視による被害度評価法とその判定基準 



 

 

の考え方が一致していないことも少なくありませ

ん。また，木製土木構造物としての耐用年数（機

能する年数）を問われた場合も，それを構成して

いる部材の樹種の耐用年数を答えるにとどまって

います。さらに，「被害度2.5に達していないもの

は，本当にまだ使用に耐えうるのか？」，反対に，

「被害度2.5を超えているものは，本当にもう使用

に耐えられないのか？」，「用途によって，耐用

年数が変わってくるのではないか？」等の疑問も

残ります。このような背景から，木材の耐用年数

に関する情報を提供しても，理解が得られないと

いうのが現状です。 
 
腐朽による強度低下を考慮した木製土木構造物の

耐久性の予測および耐久設計 
 そこで，「耐久性（腐朽）」を「強度（強度低

下）」に置きかえて，カラマツを用いた土木構造

物の耐久性を予測し，設計に反映させるための検

討を行いました。図 1 は，研究・開発のフローを

示したものです。図 1 に示したように，カラマツ

を用いた土木構造物の腐朽調査から「腐朽と経過

年数の関係」を明らかにし，また野外暴露試験や

ファンガスセラー試験を行ったカラマツ丸太材等

の強度試験により「腐朽と強度の関係」を明らか

にしました。これらの結果から，土木構造物とし

て使用されているカラマツの「残存強度と経過年

数の関係」を推定し，さらに構造物全体としての

耐力の経年変化を予測しました。以下にその概要

を記します。 
 

構造物耐力の経年変化

腐朽－経過年数 腐朽－強度

部材耐力の経年変化

強度経過年数－

構造物の腐朽調査 野外暴露試験
ファンガスセラー試験

 
 
 
 

①腐朽と経過年数の関係８） 

 北海道内で土木構造物として使用されているカ

ラマツ丸太（主に無処理）の腐朽と経過年数の関係

を把握するために，道内の12か所・38地点に設置

された土木構造物の約 2,000 の部位について調査

を行いました。目視による被害度およびピロディ

ンの打ち込み深さ（以下，Pe）を劣化の指標とし，

地際部分や接合部分などにおける腐朽と経過年数

の関係を明らかにしました。 
 
②腐朽と強度の関係９，１０） 
 林産試験場の野外暴露試験地に設置したカラマ

ツ剥皮丸太（直径11 ～ 17 cm × 長さ約 200 cm）

を試験体として用い，地際部分の被害度，Pe，曲

げ強さ，および残存している断面積を評価・測定

し，試験体における腐朽と強度の関係を求めまし

た。 
 また，道産材を用いた室内促進劣化手法を開発

し，ファンガスセラー（室内促進劣化槽）に設置

したカラマツ杭材（2 × 2 × 10 cm）の被害度お

よび縦圧縮強さを所定期間ごとに評価・測定して，

試験体における腐朽と強度の関係を求めました。 
 
③残存強度と経過年数の関係（残存強度の経年変

化の推定） 
 これらの試験で得られた結果から，土木構造物

の部材として使用されているカラマツ丸太の残存

強度の経年変化を，4つの部位に分けて推定しまし

た（図2）。 
 

④構造物としての耐力の経年変化の推定および腐

朽による強度低下を考慮した設計手法の開発 

 現在，公共工事などで利用されている木製土木

構造物のなかから，いくつかの代表的なモデル構

造物を選定しました。それらについて上記で得ら

れた経過年数と部材の強度低下の関係式を適用し，

腐朽による強度性能の低下を考慮に入れた土木構

造物における耐力の経年変化の試算を行いました

（図3）。その一例を図4に示します。ここでは安

全率が1となる時点を耐用限界としました。また，

推定に適用した回帰直線が，経過年数が12 年前後

までの調査データに基づいて求められたものであ

ることから，その適用範囲を 12 年までに限定しま
図1  研究・開発スキーム 



 

 

した。 
 図 4 の①に示したように，部位ごとの安全率を

示す直線が，最も小さくなる部位により構造物と

しての耐力が決定します。これは設計段階で推定

できることから，部材断面などの変更（図 4の②，

③）や防腐処理材を使用することにより，耐用限

界をある程度の範囲で調節できます。また，設置

する前に部材交換やメンテナンスのスケジュール

を予測できることから，コスト試算を行う上でも

有用な資料となります。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

↑
地上部の片面が土砂に接している

↑ ↑
地上部の全面が土砂に接していない
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図2  木製土木構造物の各部材における残存強度の経年変化（推定値） 図3  耐力の経年変化の試算手順 
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図4  腐朽による強度低下を考慮した安定計算例（耐用限界を安全率=1 とした場合，防風工） 



 

 

おわりに 
  今回ご紹介した「腐朽による強度低下を考慮し

た設計手法」は実験結果を中心に取りまとめたも

のですが，もともと腐朽の進行状況にバラツキが

ある上にいくつかの推定や仮定も含まれているた

め，木製土木構造物の耐用限界を完璧に割り出せ

るものではありません。しかし，今まで木材単体

の「耐用年数」しか情報がなかった耐久性という

概念をより具体的に表現でき，使用状況に応じた

強度的な耐用限界を構造物単位で予測できるよう

になりました。北海道が発注する工事においてこ

の考え方を取り入れた試験施工も実施され，道や

市町村の関連部署，民間企業などに対しても，こ

の設計手法を盛り込んだマニュアルの普及を進め

ています。今後も，データの追加や推定の検証等

を行うことによって精度の向上を図り，木製土木

構造物の信頼性の向上に寄与できればと考えてい

ます。そのためには，北海道だけではなく日本の

各地域，他の樹種についても同様の設計手法を適

用していく必要があると考えていますので，今後，

多くの方々のご協力をお願いできればと思います。 
 

参考資料 
1) 森 満範，前田典昭，宮内輝久，杉山智昭，藤

原拓哉，今井 良：第 54 回日本木材学会大会研究

発表要旨集，札幌，2004，p.684. 
2) 前田典昭，森 満範，宮内輝久，杉山智昭，藤

原拓哉，今井 良：第 54 回日本木材学会大会研究

発表要旨集，札幌，2004，p.685. 
3) 木材防腐研究室：林試研報 103，155-158 (1957). 
4) 木材防腐研究室：林試研報 103，159-166 (1957). 
5) 松岡昭四郎，雨宮昭二，庄司要作，井上衛，阿

部寛，内藤三夫：林試研報 232，109-135 (1970). 
6) （社）日本木材保存協会編："木材保存学入門

改訂版"，2001，p.80. 
7) 雨宮昭二：林試研報 150，143-156 (1963). 
8) 森 満範，宮内輝久，杉山智昭，前田典昭，藤

原拓哉，今井 良：林産試験場報 20(1)，17-24 (2006). 
9) 森 満範，宮内輝久，三浦真由己，藤原拓哉，

杉山智昭：第 52 回日本木材学会大会研究発表要旨

集，岐阜，2002，p.416. 
10) 森 満範，宮内輝久，杉山智昭：第 53 回日本

木材学会大会研究発表要旨集，福岡，2003，p.688. 
 

 



<<
  /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
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


