
c©オペレーションズ・リサーチ

地震の予知・予測とその不確実性
鷺谷　威

将来発生する大地震について，その規模，場所，発生時期を特定する地震予知と，発生確率を計算する地
震予測は，社会からの期待の高い技術である．地震予知・予測を目的としてさまざまな試みがなされてきて
いるが，信頼性の高い予知・予測はいまだ実現していない．現在の地震予知・予測が大きな不確実性を持つ
根本的な原因は，過去の地震発生や前兆現象に関する経験が圧倒的に不足している点に求められる．しかし，
地震発生過程の理解やモデル化が不十分なために経験的なアプローチに基づく予知・予測を取らざるをえな
いことこそ，より本質的な原因である．
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1. はじめに

2011年 3月 11日に東北沖で発生したマグニチュー
ド1 9.0の東北地方太平洋沖地震（以下，「東北沖地震」
と呼ぶ）のように，巨大な災厄をもたらす巨大地震の
規模や発生場所，発生時期を適切に予測できれば，地
震・津波に対する適切な防災対策や避難行動により，多
くの人命や財産，地域の産業やコミュニティを効果的
に守ることができる．そのため，地震予知の実現は，地
震研究者はもとより，地震国である日本にとっての悲
願である．しかし，今回の東北沖地震については，「想
定外」という表現から明らかなように，直前予知はお
ろか，起こりうる地震や津波の規模も適切に予測でき
ていなかった．
地震の予知・予測に対する社会的な関心は非常に高

く，実生活に役立つ科学技術としての期待も大きい．そ
うした社会の関心は主に具体的な予知・予測情報に向
けられる．一方，地震の予知・予測は，将来発生する自
然現象の予測としても興味深い問題である．そうした
科学的興味は，特定の地震の具体的な予測よりも，予
測の原理や方法論，精度評価といった点に向く．こう
した立場の違いから，地震の予知・予測や地震学全般に
関して，科学と社会との間で認識のずれが生じている．
地震予知・予測を研究者と社会の双方にとって意味

あるものにするためには，予測の手法や結果の限界を
十分わきまえて現実社会への実装の仕方を考える必要
がある．そこで，本稿では，地震の予知・予測の不確
実性について議論する．読者の多くは地震を専門とし
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ないと思われるので，まずは地震という現象やその発
生の仕組みについて解説する．さらに，地震予知や地
震予測の意味や，現在用いられている予知・予測手法
について紹介する．そのうえで，予測の不確かさをも
たらしている原因について考察する．

2. 地震の発生機構

地震は地球内部で起きる破壊現象である．地球の表
層部はリソスフェア（岩石圏）と呼ばれる固い岩盤で
できており，十数枚のプレートに分かれてそれぞれ異
なる動きをしている．プレート運動速度はおおよそ年
間数 cm 程度で，近年では GPS などの宇宙測地技術
で直接測定できるようになった（図 1）．
プレート運動の結果，異なるプレートが接する境界

付近では 2つのプレートが互いに近づいたり，離れた
り，横にずれたりしている．こうしたプレート境界域
では岩盤が変形してひずみエネルギーを蓄積し，応力
が岩石の破壊強度に達すると地震が発生する．図 1か
らわかるように，地震はプレート運動によってひずみ
がたまりやすいプレート境界周辺に集中して起きる．
地震に伴い形成される剪断面を断層と呼ぶ．ひとた

び断層が生じると，そこは周囲の岩盤よりも弱いため，
同じ断層で繰り返し地震が起きる．その結果，断層に
はずれによる変形が累積する．地表で累積性のある断
層変位が認められるものは活断層と呼ばれ，将来起き
る大地震の震源となる可能性が高い場所として認識さ
れる．

1 マグニチュード：地震の規模を表す量．元々は，地震計
で記録された揺れの振幅の対数を補正して決められた．日
本では，気象庁が個々の地震について震源の位置，発生時
刻とともにマグニチュードを決めて発表している．
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図 1 世界の地震分布（1973～2010 年）と GPS によって得られた地表の変位速度（ITRF2005）の分布

地震の規模は，同時に破壊する断層の広がりと断層
のずれの量で決まる．東北沖地震では，東西方向に約
200 km，南北方向に約 450 kmの断層面が平均で 25m

程度，最大では 50m 以上もずれた [1]．1995 年 1 月
17日の兵庫県南部地震（M7.2）の断層は長さ 40 km，
幅 15 km，ずれの量は平均 2m程度であった [2]．これ
ら 2つの地震を比べると，前者は，後者のほぼ 1,000

倍の規模（断層の長さ，幅，ずれの量がいずれもほぼ
10倍）を持つ大変大きい地震だったことがわかる．
地震は規模の小さいものほど発生回数が多いことが

経験的に知られている．ある地域，ある期間に発生し
たマグニチュードM 以上の地震発生数を N とすると，
一般に

log10 N = a − bM (1)

という関係が成り立つ（図 2(a)）．この関係は Guten-

berg–Richter の法則（以下，G–R 則と略す）と呼ば
れている．この式に現れる bは，小さい地震の発生数
に対する大きい地震の発生数の大小を表し，その地域
の地震活動を特徴づける量である．通常，bは 1程度
の値をとることが多く，マグニチュードが 1大きくな
ると発生数は約 1/10になる．

3. 地震の予知と予測

「地震予知（earthquake prediction）」と「地震予測
（earthquake forecast）」は，どちらも将来発生する地
震に関して科学的に言及する行為を指すが，専門外の
読者には違いがわかりにくく，地震研究者も厳密に区
別してきたわけではない．以下では，イタリアで発生
したラクイラ地震2．（2009 年 4月 6日，M6.3）の後
に設けられた，市民保護のための地震予測に関する国
際委員会（International Committee on Earthquake

Forecasting for Civil Protection）の定義に従う [3]．

図 2 (a) 世界の地震（1976～2010 年）の規模別頻度分布
（Global CMT project による）．(b) 固有地震を含
む地震の規模別頻度分布の模式図

2 ラクイラ地震は，本震発生の前に顕著な前震活動があり，
市民に不安が広まる中で国の委員会が大地震の発生を否定
した．この後に本震が発生し，多くの建物被害や 300 人を
越える死者が出た．その後，司法当局が地震研究者を含む
委員会関係者を告訴する，という事態に至った．こうした
混乱のなか，イタリア政府の要請によって世界各国を代表
する地震研究者による国際委員会が組織され，地震の予知・
予測に関する現状のレビューと政府への提言を行った．
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それによると，「地震予知」とは，将来発生する地震の
規模，場所および時間を一定の精度で特定し，その発
生を事前に告げることであり，警報の発令につながる．
予知された地震が特定された時空間範囲内で起きれば
予知は的中とされる．このように，地震予知は将来の
地震発生に関して決定論的な情報を提供する．
日本では，いわゆる東海地震を対象とした地震予知

体制が 1978 年以降敷かれている．そこで想定されて
いるシナリオは，東海地震発生の前兆を観測網でとら
え，マグニチュード 8クラスの地震が数日以内に東海
地域で発生する，という警戒宣言を内閣総理大臣が発
するというものである．これは，上記の地震予知の定
義を満たす．海外では，1975年に中国で発生した海城
地震（M7.5）の予知が有名である [4]．
一方，「地震予測」は，ある時空間範囲で一定規模の

地震が起きる確率を述べることで，その結果は確率論
的に表現される．日本では，政府の地震調査研究推進
本部が，日本列島の活断層や周辺海域で起こりうる大
地震の規模と，今後 30年間の発生確率を算出・公表し
ており，これは地震予測の定義にあてはまる．地震予
測は，各地域における地震発生ポテンシャルの評価で
もある．地震予測に対する評価は，広い範囲について
出された予測全体について，何も仮定せずにランダム
に地震が発生すると考えた場合（帰無仮説）よりも優
れた予測になっているかどうかで判断される．
以下では，地震予知と地震予測について，研究の現

状および問題点について述べることにする．

4. 地震予知と前兆現象

やや唐突な言い方になるが，地震を予知するための
必要条件は，地震発生につながる何らかの前兆的なシ
グナルを観測でとらえることである．個々の大地震は，
数十年から数千年以上におよぶ準備期間を経て発生す
るため，大地震のポテンシャルがあっても次の地震発
生時期を特定することは，ほぼ不可能である．発生時
期を特定する必要のある地震予知では，地震発生が迫っ
ていること，言い換えれば応力が岩盤の強度近くまで
高まり，部分的な破壊が開始している状態をとらえる
必要がある．地震前兆とは，このような地下の状態を
反映するシグナルである．シグナルが前兆であること
を定量的に説明する物理的・化学的なモデルのあること
が望ましいが，仮にそのようなモデルがなくても，前
兆と地震発生との関係について十分な経験を積むこと
ができれば，帰納法的なアプローチによる予知は可能
である．

地震前兆現象の報告例は大変多く，その種類も地震
活動（前震），地殻変動（前兆すべり），地下水（水位，
化学成分の変化），電磁気現象（震源域からの電磁シグ
ナル，電磁波の伝播異常），宏観現象（動物の異常行動
等）など多種多様であるが [5][6]，その多種多様さゆえ
に，前兆現象の現れ方に規則性を見いだすことは大変
難しい．この困難の主な原因は，われわれの自然に関
する知識が不十分なことにあるが，地震発生前に偶然
起きた無関係な事象を排除できていないことも見逃せ
ない．
以上のような事情から，前兆現象に関しては個々の

情報の信頼性を精査することが必要不可欠である．し
かし，大地震という事象そのものが低頻度で多様性に
富むため，前兆現象の評価は往々にして困難であり，そ
れに基づく地震予知は実用性について議論できるレベ
ルにない．これは，大規模地震対策特別措置法という
法律で前兆検知に基づく地震予知体制が敷かれている
東海地震についても例外ではない．また，地震予知に
ついては，前兆だけでは発生する地震の規模が特定で
きないため，中長期的な地震予測との組合せが不可欠
なことも注意すべきである．

5. 日本の地震研究：予知から予測へ

日本では地震予知が国家事業として推進されてきた．
当初は観測網を整備して地震の前兆をとらえることが
中心であったが，1995年の兵庫県南部地震を契機に大
きく軌道修正された．まず，地震予知だけでなく，よ
り広い地震防災が目的として掲げられ，地震活動を正
確に把握するために観測網が整備され，得られた科学
的知見を国民に還元するために地震発生や地震動の予
測が行われるようになった．
地震予知研究は 1999年に衣替えして継続されたが，

そこでは，地震活動や地殻変動のモニタリングによっ
て地球内部の状態を把握するとともに，地震の発生プ
ロセスをよく理解したうえで計算機上に地震発生を再
現するシステム（数値シミュレーション）を構築し，モ
ニタリングとシミュレーションを組み合わせることで
地震の予測を目指すという方針がとられた．この新計
画の考え方は気象の数値予報に近いものである．一方，
発生プロセスの理解が重要という考えから，地震発生
に関する基礎研究が重視されるようになっており，そ
の内容はすぐに予知や予測に結びつくものではない．
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6. 長期的地震予測

長期的な地震予測では，まず，過去の地震活動に基
づいて対象地域の地震活動の特徴（最大地震規模，発
生間隔，最終発生年代など）を求める．地震の規模と発
生数の間には経験的にG–R則が成り立つため，(1)式
のパラメータ aと bが決まれば，一定の期間にある規
模の地震が起きる回数を推定できる．単純なG–R則で
は，十分長い期間をとるといくらでも大きい地震が起
きることになるが，最大規模の地震は発生頻度が非常
に低いため，その予測は大きな不確定性を伴う．そのた
め，地震の予測においては，対象地域で発生する最大
規模の地震に関して何らかの仮定が導入される．こう
した仮定として最もよく使われるのが固有地震（char-

acteristic earthquake）[7]という考え方である．これ
は，最大規模の地震は通常起きる地震とは違う特別な
もので，規模別頻度分布のグラフにおいて，図 2(b)の
ように G–R 則の右肩下がりの直線から外れたところ
に分布するというものである．固有地震の存在を認め，
その規模と発生間隔，最新発生時期を特定すれば，最
大規模の地震に関する予測が可能になる．
政府の地震調査研究推進本部は，固有地震モデルを

用いて，日本全国の活断層や沈み込みプレート境界に
関する地震活動の長期評価を行ってきた．固有地震の
規模は過去の大地震における震度分布や活断層の長さ
に基づいて推定し，平均的な発生間隔と最新発生時期
は断層の掘削調査や文献から推定した．図 3には，一
例として南海トラフ地震に関する発生履歴データを示
す [8]．この発生履歴データに対して，固有地震の発生
間隔が互いに独立で同一の確率分布に従うという仮定
に基づいて確率モデルを構築し，今後 30 年以内に固
有地震が発生する確率を評価した．さらに，各固有地
震に対して予想される地震動の分布を計算し，地震の
発生確率を考慮して，各地点で一定強さ以上の揺れが
起きる確率や，各地点が一定確率で経験する可能性の
ある揺れの強さを求めた．これらの結果は「確率論的
強震動予測地図」として公表された [9]．この成果は，
日本各地における地震被害のリスクを一元的に評価し
たものとして一定の評価ができる．
一方，こうした予測に対するさまざまな批判も存在

する．例えば，固有地震の存在については否定的な見
解がある [10]．図 3に示した南海トラフの例でも，地
震の規模や震度分布，津波の高さなどは毎回異なって
おり，最新発生時期が不明な地震，発生間隔のばらつ
きが数倍にも及ぶ地震もある．過去に発生した大地震

図 3 南海トラフの大地震発生履歴

を見逃している可能性も否定できない．
実際，長期予測は大きな不確定性を持つ．最近 10年

ほどの間に発生した大地震の多くは，評価対象になら
なかった活断層や確率が低いと評価された場所で発生
している [11]．外れた予測の最たるものが，2011年の
東北沖地震であった．この地震が起きた東北沖では，長
期評価で想定された地震の最大規模はM8.2 程度であ
り，実際に発生した M9.0 とは大きな差があった．こ
の原因として，過去 400年ほどの地震発生履歴しか使
われず 869年貞観地震3が考慮されていなかったこと，
GPS観測や地質調査が示していた大規模地震の可能性
が十分考慮されなかったことなどが挙げられる [12]．
このように，長期予測はあまり有効な予測になって

いないように見える．これは，現在の地震学の実力を
示すという見方もできるが，この不確かさは地震学の
実力不足なのか，それとも地震現象そのものの性質に

3 869 年貞観地震：日本三代実録に，多賀城で地震と津波
があり，溺死者が 1,000 人に及んだという記載が残されて
いた．近年の地質調査により，この津波による堆積物（砂
の地層）が発見され，仙台平野や石巻平野では，2011 年の
津波に匹敵する浸水範囲だったことが明らかにされていた．
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よるのか，どちらだろうか．

7. 地震予知・予測の不確実性

現在の地震予知・予測は過去の経験に依拠している．
これは，地球という，人間の生活とは時間的にも空間
的にもスケールの大きく異なるものを対象にしている
ことの必然的な結果である．
地震が発生する地球内部は，プレートという巨視的

レベルから岩石を構成する鉱物レベルまでさまざまな
空間スケールの不均質構造を持つ．地球内部の構造や
状態を知る観測手段は地表付近に限定され，不十分な
解像度しか持たないため，地球内部の構造や状態をす
べて把握することは現実的に不可能である．また，仮
に構造が把握できたとしても，それを表現するために
必要なパラメータ数が莫大になるため，何らかの近似
が必要となる．大地震を引き起こす巨大なひずみエネ
ルギーは，地球規模のプレート運動によって広範囲に
蓄積されるが，地震の発生は地球内部の不均質構造に
よって生じる局所的な応力集中に左右される．そのた
め，地震現象の理解のためにはスケールの異なる現象
を同時に扱う必要がある．
地震の予測を困難にするもう 1つの要因は，時間ス

ケールの問題である．同じ場所で大地震が繰り返し発
生する間隔は，短いところで数十年，長いところでは
数千年以上にもなる．科学的な観測研究が行われてき
たのは過去 100年程度，歴史記録に残された大地震の
記述も高々1,000年程度にすぎない．このように実際に
発生した地震の経験は極めて限定的である．一方で，動
的な破壊現象として地震を記述するためには，100 Hz

以上の高い時間分解能で観測記録を得ることも必要に
なる．このように，地震は時間的にも空間的にもマル
チスケールの現象として扱うことが不可避である．
こうした地震の特性を踏まえると，地震現象のすべ

てを経験的に解き明かすのはほぼ不可能であり，逆に，
現在の地震予知研究で進められているように地震が発
生に至る全過程を物理・化学的に解明し予測につなげ
るアプローチこそ解明に向けた王道と言える．しかし，
そうした努力はまだ始まったばかりであり，予知・予測
といった現実的な要請に応えるため，前兆現象や地震
発生履歴といった経験に依存した手法をとっているの
が実情である．経験の蓄積はいまだ不十分であり，ま
た，地震発生そのものが不規則な性質を持つため，現
在のところ有効な予知・予測が行えていない．以上の
ことから，地震予知・予測の不確実性の原因は，以下
の 3点に集約される．

1) 地震現象が本来持つ不規則性．
2) 地震の予知・予測が緊急避難的措置である経験
的アプローチに頼っていること．

3) 地震に関する経験の蓄積が不十分なこと．
これら 3つの要因のうち，最後については，地道な努
力を続けて経験を増やしていく以外に道はない．もち
ろん，新たな観測技術の開発や，前兆現象に関する理
論の進展によって飛躍的な進歩がもたらされることは
十分期待できる．では，残り 2つの要因に関して問題
解決は可能だろうか．以下では，経験的手法以外に地
震の予知・予測が困難だとする論拠について考察する．
地震は「基礎方程式がわからないから決定論的な予

測は不可能」という意見がある．実際のところ，地震
現象を表す方程式系が確立されているとは言えないが，
少なくともプレート境界の大地震については，プレー
ト間の固着がある場所で，プレート運動によって応力
が蓄積し地震が発生するという基本的な枠組みについ
ては合意されており，それを表現する方程式系も存在
する．したがって，基礎方程式が存在しないわけでは
なく，媒質の不均質や断層の性質がわかっていないこ
と，自由度が大きすぎて扱えない，といった点が問題
なのである．原理的には可能だが，現実的な困難が確
かに存在していると言える．
実際の地球の状態をくまなく表現できなければ予測

などできない，という意見もあるだろう．しかし，地
球内部の高解像度の情報がすべてわからなければ何も
できないわけではない．地震に伴う地殻の変形や揺れ
は，比較的単純な構造モデルでもよく説明できており，
地球の力学的な振る舞いを再現することは今でもある
程度可能である．また，特定の現象に敏感に反応する
パラメータが存在することも確かであり，そのような
パラメータを抽出することができれば，直前予知の実
現も決して夢ではない．
より本質的な疑問は，地震のような現象は非線形性

を持つカオスではないか，だとすれば，そもそも将来
予測などできないのではないか，という第一の要因に
関わるものである．こうした疑問は，過去の経験に基づ
いて将来の長期的な予測をする場合にも，破壊の始ま
りをとらえてその後の短期的な推移を予測する場合の
どちらにも当てはまる．確かに，地震は非線形性を持っ
た複雑な事象であるが，あらゆる予測が不可能となる
わけではない．非線形な系でも，ある時点で観測され
た状態に基づいて一歩先の状態を予測することは十分
可能であり，気象の数値予報はそうした予測が実用化
されたものである．一方，単純な外挿で予測可能な範
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囲を超えた長期の予報が大きな不確定性を持つことも
同様である．地震の長期的な振る舞いについては，大
地震の原動力が長期的に非常に安定なプレート運動で
あることを考慮すれば，地震によるひずみエネルギー
の平均的な解消率を見積もることが可能であり，その
ような条件を加えることで，長期評価に拘束条件を加
えることができるのではないだろうか．
アメリカ合衆国のカリフォルニア州では，地震の長

期確率評価の先駆的な試みが行われている．UCERF

（Uniform California Earthquake Rupture Forecast）
と呼ばれる地震の発生確率モデルが1995年から公表さ
れ，研究の進展に合わせて改訂がなされてきた．現在
作業中の改訂版では，過去の地震発生履歴に加えGPS

による地殻変動の情報も考慮される予定であり [13]，
まさに上で述べた方針で改良が図られている．こうし
た継続的な取り組みによって，地震発生の長期評価手
法は少しずつ進歩し，われわれの経験も着実に増えて
きている．こうした試みを継続して予測性能の向上を
図っていくことは重要である．

8. 終わりに

本稿では，地震の予知や予測に関するこれまでの取
り組みを紹介し，それらが持つ不確定性の原因につい
て考察してきた．現在行われている地震予知・予測の取
り組みは基本的に経験的アプローチに依っている．不
規則性があり，マルチスケールの現象である地震に対
して，われわれの経験は限定的なものにならざるを得
ず，このことが現在の地震予知・予測の不確実さをもた
らす主要な要因になっている．将来，地震学が発展し，
地震現象そのものや地震が発生する地球内部の構造や
運動をより良く理解できるようになれば，今とは全く
異なる演繹的とも言うべきアプローチによる地震予知・
予測の取り組みが可能になるかもしれない．地震学を
一日も早くその段階まで持っていくことこそ，地震研
究者にとっての重要な使命である．一方，経験的アプ
ローチに限界はあるが，長い時間をかけて多くの情報
を積み重ねることによる十分有用な情報が得られる可
能性もある．ちょうど，長い経験の積み重ねで得られ

た漢方薬が期待される効能を発揮できるように，前兆
現象の仕組みが解明できなくても，それを地震予知の
ために実用化できる可能性は残されている．非常に長
い道のりとなるであろうが，今後もさまざまな取り組
みが続けられて，いつか社会に役立つ予知・予測が行
えるような日が訪れるよう努力していきたい．

参考文献

[1] Y. Yagi, and Y. Fukahata, Rupture process of
the 2011 Tohoku-oki earthquake and absolute elastic
strain release, Geophys. Res. Lett., 38, L19307, doi:
10.1029/2011GL048701, 2011.

[2] S. Yoshida, K. Koketsu, B. Shibazaki, T. Sagiya,
T. Kato, and Y. Yoshida, Joint inversion of near- and
far-field waveforms and geodetic data for the rupture
process of the 1995 Kobe earthquake, J. Phys. Earth,
44, 437–454, 1996.

[3] International Committee on Earthquake Forecasting
for Civil Protection, Operational earthquake forecast-
ing: State of knowledge and guidelines for utilization,
Annals Geophys., 54, 315–391, 2011.

[4] K. Wang, Q.-F. Chen, S. Sun, and A. Wang, Pre-
dicting the 1975 Haicheng Earthquake, Bull. Seismol.
Soc. Am., 96, 757–795, 2006.

[5] 長尾年恭，地震予知研究の新展開，近未来社，page 210,
2001.

[6] 力武常次，地震前兆現象—予知のためのデータベース，
東京大学出版会，page 232, 1986.

[7] D. P. Schwartz, and K. J. Coppersmith, Fault be-
havior and characteristic earthquakes: Examples from
the Wasatch and San Andreas fault zones, J. Geophys.
Res., 89, 5681–5698, 1984.

[8] 地震調査研究推進本部，南海トラフの地震の長期評価に
ついて，http://www.jishin.go.jp/main/chousa/01sep
nankai/, 2001

[9] 地震調査研究推進本部，全国地震動予測地図 2010年版，
http://www.jishin.go.jp/main/chousa/10 yosokuchi
zu/, 2010.

[10] Y. Kagan, Statistics of characteristic earthquakes,
Bull. Seismol. Soc.Am., 83, 7–24, 1993.

[11] S. Stein, R. Geller, and M. Liu, Bad assumptions
or bad luck: Why earthquake hazard maps need ob-
jective testing, Seismol. Res. Lett., 82, 623–626, 2011.

[12] T. Sagiya, Rebuilding seismology: Integrate all
available data, Nature, 473, 176–177, 2011.

[13] Working group on California Earthquake Prob-
abilities, The Uniform California Earthquake Fore-
cast, Version 3 (UCERF3) Project plan, http://
www.wgcep.org/sites/wgcep.org/files/UCERF3 Proje
ct Plan v55.pdf, 2011.

550 （8）Copyright c© by ORSJ. Unauthorized reproduction of this article is prohibited. オペレーションズ・リサーチ



<<
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 (None)
  /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.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [515.906 728.504]
>> setpagedevice


