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It’s important to determine an appropriate ratio of horizontal force shared by 
dampers and piers when a vibration controlled bridge is designed by using 
hysteretic dampers. However, there is no guideline to show how to make an 
effective decision on the dampers. In this paper, a trial was made to propose an 
approach for design practice based on analytical study. 
A SDOF system model was used for nonlinear analysis on various conditions of 
piers. Among the analytical results, the hysteretic energy absorbed by dampers 
and the maximum response displacements were focused, with which the 
appropriate damping force was suggested. Further, an approach to decide the 
damping force is proposed, which should be helpful for engineering practice. 
Key Words: vibration controlled bridge, hysteretic damper, damping force, 
hysteretic energy absorption 
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1．はじめに 

 
耐震補強目的を中心として，履歴型ダンパーを用いた

制震橋梁の適用が広がっている1) 2)．ダンパーを用いるこ

とにより応答変位を低減できるため，特に，河川内など

で橋脚の補強が困難である場合や桁掛り長が短い場合な

どにおいてメリットが大きい．耐震補強目的の際，ダン

パーが保有する減衰力の能力（以下，「ダンパー減衰力容

量」と称す）は，橋梁としての必要性能を確保できるう

ちで最も小さいものを選定すればよい．よって，ダンパ

ーの減衰力容量をパラメーターとして，数ケースの地震

応答解析を行えば，最適なダンパー減衰力容量を選定で

きる． 

一方，ダンパーは耐震補強目的だけでなく，新設構造

物へ適用することも検討されている．著者らは，新設構

造物へダンパーを適用することによりコストの削減と応

答の低減が両立できることを示している 3)．新設構造物

の設計においては，耐震補強目的の場合と異なり，橋脚

の諸元を自由に決定できるため橋脚とダンパーの水平力

分担を適切に定めなければならないという課題を有する． 

しかし，動的特性に影響するパラメーターは，「橋脚の剛

性」「橋脚の降伏震度」「ダンパーの減衰力容量」の 3 つ

があり，最適化を図ることは容易ではない． 
新設制震橋梁に関するマニュアルとしては道路橋の免

震・制震設計法マニュアル（案）4)があるが，記載され

ている内容は照査方法が中心であり，橋脚を自由に設計

できる中でダンパー減衰力容量をどのように定めるべき

かは全く示されていない．よって，本マニュアルのみに

よって十分適切といえる構造物を設計するのは困難であ

ると想定される．また，NEHRP Recommended Seismic 
Provisions5)においては，ダンパー以外の耐荷機構につい

て，ダンパーがない場合の 75%以上の耐荷力を持つよう

に定めているが，ダンパーの最適化については示されて

いない． 



制振構造の最適化には，機械分野で示された古典的な

定点理論があり，建築分野でもその利用が示されている
6)．定点理論は，伝達関数のピークを低減する限界を理

論的に計算し，限界点における減衰定数を最適解とする

ものである．また，橋梁を対象としたものとしては，阿

部らが桁端ダンパーや免震支承とともに用いる場合に対

して，白色雑音に対する RMS 応答を目的変数とした最

適化を示している 7)．しかし，これらは，弾性応答を対

象としたものであり，ダンパーに関しても速度比例型の

粘性減衰として与えるため，履歴型のダンパーに直接用

いることができない．また，そもそも構造物の固有振動

数が決まっている中での最適粘性減衰の決め方であるた

め，本論文で課題とする橋脚を自由に設計できる中での

ダンパー減衰力容量決定という目的には適さない． 
一方，井上らは，構造物が自由に設計できる中でのダ

ンパー水平力分担に関して，数値最適化の方法を示して

いる 8)．しかし，線形問題に対しての解法を示したのみ

であり，設計実務に簡便に用いることはできない． 
このような背景のもと，橋脚を自由に設計できる中で

ダンパー減衰力容量をどのように決めるかという課題に

対して，十分適切と言える設計が実務において簡便に行

える方策を示すことを目的とした． 
検討は，橋台と桁端部が履歴型ダンパーで接続され，

橋脚とダンパーが水平力を分担する形式の橋梁を対象と

した．このような橋梁を 1 質点系にモデル化し，橋脚条

件等をパラメトリックに変動させて動的解析を行った．

その結果から，橋脚等の条件と適切なダンパー減衰力容

量の関係をまとめ，推奨されるダンパー減衰力容量を示

した．さらに，この関係を用いて，実務においてダンパ

ーの減衰力容量を設計するためのフローを示した． 
なお，ダンパーの減衰力容量の設計においては，振動

特性のほか現場条件や総コストの観点からも検討しなけ

ればならないが，橋脚等の条件と適切なダンパーの関係

に関しては振動特性の観点からのみ検討することとし，

実務設計のためのフローの中に振動特性以外の観点から

考慮するフェーズを設けることとした． 
 

2．適切なダンパー減衰力容量の選定基準 

 

検討に先立って，ダンパー減衰力容量を無次元化する

ため，ダンパー減衰力容量を上部構造重量で除した値を

「ダンパー震度」と定義した．  
ダンパーを用いる目的は，小さな抵抗力の付加で応答

変位を低減することである．付加する抵抗力が大きけれ

ば応答変位は大幅に低減するが，その反力も大きくなる

ため合理的な設計とは言えない．小さな抵抗力で応答変

位を低減するためには，ダンパーの減衰効果が利用され

る．本論文で対象としている履歴型ダンパーの場合であ 
れば，ダンパーの履歴吸収エネルギーによる減衰を用い

ることとなる．そこで，適切なダンパー震度を選定する

ためには，ダンパーの履歴吸収エネルギーとダンパー震

度の関係および最大応答変位とダンパー震度の関係が重

要となる． 
図－1 に，ダンパーの履歴吸収エネルギーおよび最大

応答変位とダンパー震度の関係を模式的に示す．一般に，

最大応答変位はダンパー震度を増加させるとともに低減

していく．しかし，ダンパーの履歴吸収エネルギーに着

目すると，あるダンパー震度で極値となる．これは，ダ

ンパーの履歴吸収エネルギーがダンパーの減衰力－変位

関係で囲まれた面積であるため，減衰力と変形のバラン

スが取れている状態が最もダンパーの履歴吸収エネルギ

ーが大きくなるということである．本論文においては，

このときのダンパー震度をダンパーの「エネルギー最大

震度」と称すこととする． 
地震により構造物に与えられたエネルギーは，地盤へ

の逸散や空気抵抗などのほか，構造物の損傷とダンパー

の減衰により消費される．地盤への逸散や空気抵抗など

によるエネルギー吸収は定量化が困難であるが，構造物

への損傷を減らすためには，ダンパーの減衰によるエネ

ルギー吸収を大きくすることが重要であると言える． 
一方で，エネルギー最大震度が必ずしも適切なダンパ

ー震度とは限らない．例えば，ダンパー震度を大きくし

ても，最大応答変位が低減しなかった場合，ダンパーの

履歴吸収エネルギーは増加するが，ダンパー震度の増加

は有意義なものとは言えない．また，ダンパー震度を変

更すると地震動の入力エネルギーも変更されるため，ダ

ンパーの履歴吸収エネルギーのみを指標とすることは適

切とは言えない，よって，適切なダンパー震度の選定に

おいては，最大応答変位についても考慮していくことが

必要である． 
以上より，本論文においては，ダンパーの履歴吸収エ

ネルギーと最大応答変位に着目することとし，ダンパー

震度の増大とともに最大応答変位が低減する範囲内でエ
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図－1  ダンパー履歴吸収エネルギー・ 
最大応答変位－ダンパー震度関係の模式図 



ネルギー吸収が十分大きくなるダンパー震度を「適切な

ダンパー震度」とした． 
   

3．検討方法 

 
3.1 検討対象 

 本論文においては，一般論とするために対象とする橋

梁の詳細は定めず，以下の条件があてはまる橋梁全体を

対象とした． 

1)橋脚とダンパーが共同して水平力に抵抗する． 

2)振動特性が一質点系として表現可能． 

3)橋脚はRC． 

4)ダンパーの取付側構造物を固定点とできる． 

 このような橋梁は例えば図－2に示すような橋梁が当

てはまる． 

 橋梁の構造特性は，固有周期および降伏震度で定義す

ることにより，橋脚の数，橋脚の支承条件，橋梁規模な

どについては限定しない． 

 対象とするダンパーは，完全弾塑性型のバイリニアー

モデルとできる履歴型のもの例えば9)を想定した． 

 
3.2 検討方針 

検討は，橋脚の降伏剛性および上部構造重量で定まる

固有周期T（以下，本論文中において単に固有周期と示

す），橋脚の降伏震度ky，およびダンパーの降伏変位δdy

をパラメーターとした1質点系モデルに対して地震応答

解析を行い，ダンパーの減衰力容量と応答の関係を考察

することにより行った．解析した橋梁条件を表－1に示す．

橋脚の降伏変位δyは固有周期Tおよび降伏震度kyから算

定したものである．固有周期T=5.0(s)のB5，降伏震度ky=
∞(弾性)のB8，およびダンパー降伏変位δdy=100(mm)の
B12の各ケースは，通常用いられる範囲ではないが，広

い範囲の傾向を把握するため実施した． 
ダンパー震度は，ダンパー履歴吸収エネルギー－ダン

パー震度関係におけるエネルギー最大震度が0.02単位で

求まるように変化させて，各橋梁条件・入力条件に対し

て10ケース程度計算した． 
入力地震動は，道路橋示方書10)に示されるL2地震動タ

イプIIの9波とした．これらの地震動は，図－3に示す地

盤種別ごとに示された加速度応答スペクトルとなるよう

に，表－2に示す観測地震波の位相特性からフィッティン

グしたものであり，各地盤種別に対して3波ずつ規定され

ている．地盤種別は地盤の固有周期TGにより定められる

もので，TG<0.2(s)がI種地盤，0.2<TG<0.6(s)がII種地盤，

TG>0.6(s)がIII種地盤である．道路橋示方書においては，

サイトの地盤種別に対する3波を用いて動的解析を行い，

応答を平均することで照査することとされている．地震

動の入力レベルは100%を基準としたが，入力レベルの影

響を検討するため，入力レベルをパラメーターとした検

討も行った． 
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表－1  解析対象橋梁条件 

図－2  想定する橋梁の例 
 

No. 固有周期
T (s)

降伏震度

k y

ダンパー
降伏変位

δ dy  (mm)

橋脚
降伏変位

δ y  (mm)
B1(基本) 1.0 0.6 10 149

B2 0.3 13.4
B3 0.5 37.2
B4 2.0 596
B5 5.0 3,720
B6 0.2 49.6
B7 0.4 99.3
B8 ∞(弾性) ∞

B9 1
B10 5
B11 30
B12 100

149

1.0

0.6

0.6

10

図－3  入力地震動の応答加速度スペクトル 

表－2  入力地震動の位相特性として 
用いた観測地震波 

地盤
種別

地震名 記録場所及び成分 No.

神戸海洋気象台地盤上　NS
成分

I-1

神戸海洋気象台地盤上　EW
成分

I-2

猪名川架橋予定地点周辺地
盤上　NS成分

I-3

JR西日本鷹取駅構内地盤上

NS成分
II-1

JR西日本鷹取駅構内地盤上

EW成分
II-2

大阪ガス葺合供給所構内地
盤上　N27W成分

II-3

東神戸大橋周辺地盤上
N12W成分

III-1

ポートアイランド内地盤上

NS成分
III-2

ポートアイランド内地盤上

EW成分
III-3
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3.3 解析方法 

解析は図－4に示す1質点系モデルにより行った．図－2
に示すように，橋脚が複数あったとしても，トータルの

挙動は1つの橋脚バネに集約できるものと考えた． 
橋脚バネは，バイリニアー型のスケルトンカーブとし，

降伏後剛性を弾性剛性の1/50とした．履歴モデルはひび

割れ荷重を0としたTakeda型11)とした． 
ダンパーバネは，完全弾塑性型のバイリニアーモデル

とした8)． 
解析は，時刻歴解析とし，時間積分にはNewmarkのβ

法（β=1/4）を用いた．減衰は，地中への逸散減衰なども

考慮して減衰定数h=0.1としたが，ダンパーを考慮しない

弾性時固有周期に対して計算している． 
 
4．解析結果 

 
4.1 基本ケースの特徴 

ケースB1に関して，無次元化ダンパー履歴吸収エネル

ギーおよび最大応答変位がダンパー震度によりどのよう

に変化するかの計算結果を各地盤種別ごとに図－5に示

す． 
ここで，「無次元化ダンパー履歴吸収エネルギー」とは，

ダンパー履歴吸収エネルギーをエネルギー最大震度のと

きのダンパー履歴吸収エネルギーで除すことにより無次

元化したものと定義した．これは，ダンパー履歴吸収エ

ネルギーの値が入力地震波の継続時間などにより大きく

変わるため，位相特性の異なる入力地震波間で比較する

ためである． 
図－5において，最大応答変位は，いずれの地震動に対

する計算結果も右肩下がりとなっており，ダンパーによ

る変位低減効果が現れている．また，無次元化したダン

パーの履歴吸収エネルギーは，ある点で極値を示してお

り，エネルギー最大震度の存在を示している． 
エネルギー最大震度に着目すると，入力地震波の位相

特性によって大きく変動することが分かる．このため，

設計上の諸条件が定まっても，エネルギー最大震度は一

意に定められないことがわかる．そこで，入力地震波の

位相特性によらずにダンパーがある程度の履歴吸収エネ

ルギーを行える範囲として，「エネルギー吸収有効なダン

パー震度範囲」を定義する．エネルギー吸収有効なダン

パー震度範囲は，入力した3波のうちのいずれの波形に対

しても無次元化ダンパー履歴吸収エネルギーが0.8を超

える範囲とし，図－5の中に紫色の矢印で示した範囲であ

る．ここで，基準とした0.8という値は，定量的な検討に

基づくものではないが，全てのケースを俯瞰して統一的

な基準で整理できる値として与えたものである．具体的

には，もし0.8より大きい値とした場合はエネルギー吸収

図－4  解析モデル 
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図－5  ダンパー降伏震度－履歴吸収エネルギー・変位

の解析結果(B1:T=1.0s, ky=0.6, δdy=10mm) 

a) I種地盤 
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有効なダンパー震度範囲が存在しないケースが出現し，

もし0.8より小さい値とした場合はエネルギー吸収有効

なダンパー震度範囲が広くなりすぎ本検討自体の意味が

なくなるということから定めている．ただし，この0.8は
定量的な検討に基づくものではないため，その結果定ま

ったエネルギー吸収有効なダンパー震度範囲は明確な制

限値として扱うものではない． 
図－5 における最大応答変位に着目すると，入力地震

波の位相特性に対してある程度の変動があることが分か

る．そこで，入力した 3 波における最大応答変位の変動

係数を図－6 に示す．最大応答変位の変動係数は，ダン

パーなしの場合は 0.04～0.07 であるが，ダンパーを入れ

ることによって，大きくなりうることがわかる．本来，3
波のみに対して変動係数を計算することは適当ではない

が，位相特性の違いによる最大応答変位の変動がダンパ

ーを入れることにより大きくなりうる傾向が推定される．

入力地震波の 3波は，地盤種別ごとに弾性構造に対する

最大応答が等しくなるように調整されたものであるが，

構造物の非線形性により応答の変動が生じる．ダンパー

は非線形性を利用してエネルギー吸収を図るため，非線

形性が強くなり，応答の変動も大きくなりうるものと考

えられる．非制震の橋梁を対象とした道路橋示方書 10)に

おいては，数多くの波形から任意の 3 波を取り出した時

の平均最大応答変位の変動係数が10%程度である12)との

報告から， 3波応答の平均値により照査することとされ

ている．しかし，より小さい変形で非線形性を発揮する

制震構造においても同様に 3波応答の平均値に対する照

査で安全性が確保できるかについては，今後検証してい

くことが必要と考えられる． 
図－5において，無次元化ダンパー履歴吸収エネルギー

－ダンパー震度関係と，最大応答変位－ダンパー震度関

係を比較してみた場合，エネルギー吸収が大きくなる局

面で最大応答変位の減少が顕著になることが想定された．

しかし，例えば図－5a)における地震波I-3に対する応答の

ように，無次元化ダンパー履歴吸収エネルギーが最大と

なるダンパー震度付近において最大応答変位がほとんど

変わらないなど，両者の明確な関係は見当たらなかった． 

図－5において，地盤種別による違いに着目すると，履

歴吸収エネルギー－ダンパー震度関係のエネルギー最大

震度より右側の部分の傾きが，a)I種地盤，b)II種地盤，c)III
種地盤の順で急になっている．これは，入力地震波の特

性と考えられるが原因は特定できなかった． 
 
4.2 固有周期の影響 

橋梁条件B1～B5を用いて固有周期を変動させてエネ

ルギー吸収有効なダンパー震度の範囲を計算した結果を，

図－7に示す． 
地盤種別によらず，固有周期T=0.3(s)の時にはエネルギ

ー吸収有効なダンパー震度の上限値と下限値の差が0.01
～0.05と非常に狭いが，固有周期T=0.5(s)以上であれば，

エネルギー吸収有効なダンパー震度の上限値と下限値の

差は0.1以上に広がっていることが分かる．これは，II種
地盤の入力地震動に対する履歴吸収エネルギー－ダンパ

ー降伏震度関係について，B2(T=0.3(s))の結果(図－8)を
B1(T=1.0(s))の結果 (図－5b))と比較すると，エネルギー

最大震度より右側の減少が急激であることが原因である

とわかる．I種地盤やIII種地盤の入力地震動に対する結果

も同様であった．これは，T=0.3(s)の時には橋脚の剛性が

大きいことから，もともとの変形が小さく，減衰効果よ

りもむしろダンパーの弾性域における剛性付加の効果が
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図－6  最大応答変位の変動係数（ケースB1） 
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図－8  ダンパー降伏震度－履歴吸収エネルギー・変

位の解析結果(B2:T=0.3s, ky=0.6, δdy=10mm)(II種地盤) 

図－7  エネルギー吸収の有効範囲と 
橋脚固有周期の関係(ky=0.6, δdy=10mm) 
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大きいためと考えられる．なお，T=0.3(s)の時にダンパー

震度が0.45以下の場合は，ダンパーの弾性剛性より橋脚

の弾性剛性の方が高い． 
図-7において，I種地盤の固有周期T=2.0(s)および5.0(s)

の領域では，エネルギー吸収有効なダンパー震度範囲が

広く，またその震度は大きかった．これは，図－9に示す

T=2.0(s)の例のように，ダンパー震度増加による最大応答

変位低減効果が表れているのはエネルギー最大震度以下

であり，それ以上ダンパー震度を増やしていったときに

最大応答変位がほとんど低減しないためにエネルギー吸

収が大きくなったものである．固有周期が大きい領域に

おける入力地震動の周期特性は，図－3に示すように剛性

が増加すると固有周期が短くなり応答が増加する．ダン

パー震度の増加は実質的な剛性増加となり最大応答変位

が低減しなかったことが理由の一つと考えられる．ただ

し，II種地盤やIII種地盤の入力地震動における応答加速

度スペクトルの形状が同様であるにも関わらず，図－10

に示すようにダンパー震度kdy=0.6まで，ダンパー震度増

加による最大応答変位低減効果が見られている．よって，

入力地震動の周期特性のみでなく，地盤種別ごとの位相

特性も影響しているものと考えられる． 
これら2ケース(I種地盤の固有周期T=2.0(s)および5.0(s)

のケース)に関しては，エネルギー吸収有効なダンパー震

度範囲を指標として適切なダンパー震度を選定すること

ができない．エネルギー吸収有効なダンパー震度範囲に

おいてダンパー震度の増加が応答変位の低減に役立って

いないためである．そこで，このような場合のダンパー

震度は，ダンパー震度の増加に伴って最大応答変位が十

分低減する範囲に設定するのがよいと考えた．その結果，

I種地盤上で構造物を長周期とする場合は，ダンパー震度

kdyを0.1程度とするのがよいと考えられる． 
図-7において，前述した範囲(T=0.3(s)およびI種地盤で

T>2.0(s))以外では，全体として橋脚固有周期が大きくな

るとエネルギー吸収有効なダンパー震度範囲は大きくな

る傾向にある．しかし，その変化量はエネルギー吸収有

効なダンパー震度範囲の広さに比べると小さく，エネル

ギー吸収有効なダンパー震度範囲の定義を考えると，設

計において厳密に考慮する必要はないものと考えられる． 
これらをまとめると，推奨されるダンパー震度は表－3

のように示すことができる．ただし，本表は橋脚の降伏

震度kdyが0.6でダンパーの降伏変位δdyが10mmのときの値

である．なお，本表に示された範囲外の値にすることは，

効率の面では適当ではないかもしれないが，構造上成立

しないわけではない．従って，本表はあくまでも目安で

あることに注意が必要である． 
 

4.3 橋脚降伏震度の影響 

橋梁条件B1,B6～B8を用いて橋脚の降伏震度kyを変動

させてエネルギー吸収有効なダンパー震度の範囲を計算

した結果を，図－11に示す． 
地盤種別によらずエネルギー吸収有効なダンパー震度

範囲はほぼ一定であることがわかる．さらに，例えば II
種地盤の入力地震動に対するダンパー降伏震度－履歴吸
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図－10  ダンパー降伏震度－履歴吸収エネルギー・変

位の解析結果(B5:T=5.0s, ky=0.6, δdy=10mm)(III種地盤) 

表－3  推奨されるダンパー震度(ky=0.6, δdy=10mm) 

0.3(s)程度 0.5～1.0(s)程度 2.0～5.0(s)程度

I種地盤 0.15～0.20 0.21～0.30 0.1以下

II種地盤 0.06～0.10
III種地盤 0.05～0.06

0.10～0.21
0.09～0.17

固有周期 T
地盤種別

図－9  ダンパー降伏震度－履歴吸収エネルギー・変

位の解析結果(B4:T=2.0s, ky=0.6, δdy=10mm)(I種地盤) 
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図－11  エネルギー吸収の有効範囲と橋脚降伏震度
の関係(T=1.0s, δdy=10mm) 



収エネルギー・変位関係について，B6(ky=0.2)の結果(図
－12)および B8(ky=∞)の結果(図－13)と B1(ky=0.6)の結

果(図－5b))を比較すると，小さな違いはあるもののいず

れもほぼ同じ形状である．このことは，I種地盤や III種
地盤の地震動に対する結果でも同様である．これは，ほ

とんどのケースのエネルギー最大震度において，ダンパ

ーの履歴吸収エネルギーが橋脚の履歴吸収エネルギーの

2 倍以上であり，橋脚非線形化によるエネルギー吸収の

影響が小さかったことが原因と考えられる． 
これらのことから，適切なダンパー震度の選定に当た

っては，橋脚の降伏震度を考慮する必要はないことがわ

かる． 
 
4.4 ダンパー降伏変位の影響 

ダンパー降伏変位 δdyの影響を検討するため，橋梁条件

B1,B9～B12 を用いて検討を行った．ダンパーの降伏変

位 δdyはダンパー自体や取付部材の弾性変形，クレビス等

で発生する緩みなどで構成される．その大きさは，橋梁

に用いられる 200mm 程度以上のストロークを有するダ

ンパーは少なくても数 mm を超えるのが一般的である．

従って，ダンパー降伏変位 δdyを 1mmとしている橋梁条
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図－14  エネルギー吸収の有効範囲と 
ダンパー降伏変位の関係(T=1.0s, ky=0.6) 
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図－15  最大応答変位（3波平均）と 
ダンパー震度の関係(T=1.0s, ky=0.6) 
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図－12  ダンパー降伏震度－履歴吸収エネルギー・変

位の解析結果(B6:T=1.0s, ky=0.2, δdy=10mm)(II種地盤) 

図－13  ダンパー降伏震度－履歴吸収エネルギ

ー・変位の解析結果(B8:T=1.0s, ky=∞, δdy=10mm) 
(II種地盤) 



件B9は理想的な条件として計算したものである． 
ダンパー震度を変動させてエネルギー吸収有効なダン

パー震度範囲を計算した結果を，図－14に示す．図中に

は，ダンパーの剛性と橋脚の剛性が等しくなる曲線も示

している．ダンパー震度がこの曲線より小さい領域は，

橋脚の剛性よりもダンパーの剛性が低い領域であり，ダ

ンパーが橋脚よりもエネルギー吸収しやすいとは言えな

い．すなわち，この領域は，優れたエネルギー吸収性能

により応答を低減させるとする制震の目的とは合致しな

い領域である．また，橋梁条件B1,B9～B12に対する最大

応答変位(3波平均)とダンパー震度の関係を図－15に示

す．いずれの地盤種別であっても，ダンパー降伏変位が

小さいほど変位低減の効果が高いことがわかるが，これ

はダンパー降伏変位が小さいほどエネルギー吸収による

減衰が大きくなることによるもので，自明のことである． 
図－14より，II種地盤やIII種地盤では，現実的に用い

られるダンパー降伏変位δdy=5～30mmの範囲でほとんど

エネルギー吸収有効なダンパー震度の変動はなく，表－3
に示す推奨されるダンパー震度をそのまま適用できると

言える． 
一方，I種地盤に関しては，ダンパー降伏変位の増加と

ともにエネルギー吸収有効なダンパー震度は大きくなっ

ていることがわかる．このうち，ダンパー降伏変位

δdy=100mmは，図－15a）より変位低減効果がほとんどな

いため，用いるべきではないと言える．ダンパー降伏変

位δdy=30mmのときに関しては，図－16にダンパー降伏震

度－履歴吸収エネルギー・変位関係を示す．エネルギー

吸収有効なダンパー震度範囲の下限は地震波I-2の結果

のみにより大きくなっていることがわかる．しかし最大

応答変位に与える入力地震波の位相特性の影響は大きく

はない．したがって，本来の目的である最大応答変位に

着目して，ダンパー震度の増加に伴って最大応答変位が

低減している範囲より，ダンパー震度は0.2～0.4程度とす

るのが適切と考えられる．この結果，表－3に示す推奨さ

れるダンパー震度（0.21～0.31）で用いれば，十分適切で

あると言える． 
また，I種地盤でダンパー降伏変位δdy=5mmのときのエ

ネルギー吸収有効なダンパー震度範囲は，ダンパー降伏

変位δdy=10mmのときより若干小さくなっているが，表

－3に示す推奨されるダンパー震度（0.21～0.31）からは

外れていない． 
以上より，ダンパーの降伏変位が現実的に用いられる

δdy=5～30mmの範囲では，表－3に示す推奨するダンパー

震度をダンパー降伏変位によって変動させる必要はない

と言える．ただし，図－15に示すようにダンパー降伏変

位は小さいほど最大応答変位を低減できるため，経済性

等も考慮しなければならないが，極力ダンパー降伏変位

の小さいものを選定するべきである． 
 
4.5 地震動入力レベルの影響 

地震動入力レベルの影響を調べるため，橋梁条件B1に
対し地震動を0.25, 0.5, 1.5, 2.0の各倍率にして検討を行っ

た． 
ダンパー震度を変動させてエネルギー吸収有効なダン

パー震度の範囲を計算した結果を図－17に示す．地震動

倍率の上昇につれ，エネルギー吸収有効なダンパー震度

は上昇していることがわかる．これは地震動が大きくな

るほど大きな抵抗機構（ダンパー）が有効に機能すると

言うことである． 
地震動のレベルに対して選定すべきダンパー震度が異

なるということは，設計において種々のレベルの地震動

を想定する場合にどのレベルの地震動に対してダンパー

震度の設定を行うべきかが一つの問題となりうる．これ

に対して一般的には，想定する地震動のうち最大レベル

のものに対して選定するのがよいと考えられる．橋脚等

の諸元は耐震性で定まる場合が多いこと，および中小レ

ベルの地震動に対して制震効果は小さかったとしても剛

性の向上による応答変位低減効果は十分見込めることが

理由である． 
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5.  実務設計におけるダンパー震度選定のフロー 

 
5.1 ダンパー震度選定フローの目標 

一般に，非制震型橋梁の地震に対する設計の目標は，

下部構造を合理的なものとすることとできる．しかし，

制震橋梁の地震に対する設計においては，下部構造とダ

ンパーが共同して水平力に抵抗するため，どちらかのみ

の合理化を目標とすることはできない．例えば，下部構

造を先に決定して不足する性能をダンパーに負担させる

設計では下部構造が十分に合理化されたとは言えないし，

ダンパーを先に決定して不足する性能を下部構造に負担

させる設計ではダンパーが十分に合理化されたとは言え

ない. 
そこで，下部構造とダンパーが適切に水平力を分担し，

橋梁全体として合理的なものとすることを設計の目標と

し，橋梁全体として合理的な構造を効率よく設計できる

フローを示すことを本章の目的とする． 
橋梁全体としての合理性には，構造的な合理性だけで

なく，コストや現場条件に則した施工性など多面的に判

断する必要がある．そのうち，構造的な合理性について

は，4章に示した計算結果をもとにダンパー震度の選定と

下部構造の設計を行うことで成立させる．コストや現場

条件に則した施工性についての合理性は，具体的な方法

を示すことはできないが，検討すべきフェーズを示した． 
なお，ここで対象とする橋梁は，4章の結果を用いて考

察するため, 3.1に示す条件に合うものである． 
 
5.2 制震構造とできる条件 

設計実務においては，制震橋梁とすることが可能であ

るかを最初に検討しなければならない． 
ダンパーを用いた制震橋梁とすることが可能な条件は，

ダンパーを入れていないときとダンパーを無限大とした

場合で固有周期が大きく変化することである．このこと

は，弾性であれば古典的な定点理論8)によって示される

が，非線形においても同様であると言える．図－4に示す

橋梁モデルにおいては，ダンパーを入れていないときは

橋脚剛性によって固有周期が定まるが，ダンパーを無限

大とした時は固有周期が0となるため，大きく変化すると

言える． 
また，図－2に示される構造においては，ダンパーが減

衰力容量に達する前に，ダンパーを取り付けた橋台が塑

性化してはならない．橋台が塑性化するとダンパーがエ

ネルギー吸収することができず，制震構造として機能し

ない．橋台が液状化地盤にある場合などは，そもそも制

震橋梁とすることができない場合である． 
 
5.3 ダンパー震度と下部構造の設計 

ダンパー震度と下部構造の設計は，常時の性能を確保

した上で非線形動的解析により照査するのがよいとされ

ている4)．減衰の効果が大きいため，地震時保有水平耐

力法10)や非線形所用降伏震度スペクトル13)などの静的照

査法が適用困難なためである． 
しかし，非線形動的解析による設計は，許容値から逆

算的に諸元を定めることができないため，諸元を仮定し

た上でのトライアンドエラーにより行う必要があり，闇

雲に行うことでは適切な設計までたどり着くことが困難

である． 
そこで，図－18に示すフローを提案する．このフロー

は，表－3に示したダンパー震度の推奨値を利用してダン

パー震度を仮定し，そのダンパー震度に対して下部構造

を設計するものであり，効率的な設計を可能とする．こ

こで，ダンパー震度を仮定してから下部構造の設計を行

うのは，4章に示す検討結果から，実用的な範囲において

はエネルギー吸収有効なダンパー震度の範囲が下部構造

特性によって大きく変動することがないことが分かって

いるためである． 
 以下に各ステップについて示す． 

a)ダンパー震度kdyn（nはダンパー震度仮定のケース数）

の設定においては，数種類のダンパー震度を仮定する．

最初に仮定するダンパー震度kdy1は，表-3に示されるダン

パー震度のうちもっとも一般的な固有周期であるT=0.5
～1.0(s)のときの値とするのがよい． 

2回目に仮定するダンパー震度kdy2は0とするのがよい．

つまり，制震構造ではなく非制震構造としたときの下部

構造を設計する．当然のことながら制震構造は常に有利

となるわけではなく，制震構造とするのに不適な条件も

ありうる．そこで，制震構造とすることのメリットを確

a)ダンパー震度kdynの仮定

b)下部構造諸元の仮定

c)照査

d) kdynに対する下部構造諸元の決定

e)最適設計
の判断

n=n+1

OK

NG

OK

NG

終了

開始

OK

NGf) ダンパーの照査
ダンパー取付部等

の設計

図－18  ダンパー震度と下部構造諸元の設計フロー 



認すべきだと考えた． 
3回目以降についてはkdy1やkdy2に対して設計した下部

構造の設計結果から検討する．ダンパーの震度を大きく

するか小さくするかは，橋台の設計とも大きく関連する．

橋台の性能に余裕がある場合にはダンパー震度を表－3
より大きくすることも良いが，逆に橋台が過大とせざる

を得ないようであれば，ダンパー震度は表－3より小さく

するのが良い． 
b)下部構造諸元の仮定からd)kdynに対する下部構造諸元

の決定のステップは，制震化していない橋梁と同様に要

求性能に対して保有性能が上回るようにトライアンドエ

ラーにて行う． 
ここで注意すべきことは，ダンパーは地震に対する性

能向上を目的として用いるが，必ずしも常時の設計を省

略できないことである．例えば，鋼材ダンパーや摩擦ダ

ンパーは常時の温度変化に対して抵抗するため，その影

響を適切に取り入れる必要がある．その他の影響につい

ても，適切に考慮する必要がある． 
なお，例えば道路橋示方書10)において免震橋梁は橋脚

の許容塑性率を小さく取ることが規定されているが，本

論文で想定している制震橋梁においては同様に考える必

要はない．免震橋梁は，図－19b)に示すように橋脚バネ

と免震支承バネが直列となっており，上部構造の変形は

剛性比によって橋脚バネと免震支承バネに振り分けられ

る．したがって橋脚が塑性化して剛性が0に近くなり設計

計算の不確実性が増す領域においては，橋脚バネと免震

支承バネのそれぞれの変形を計算することが困難になる．

これがいわゆるマルチヒンジの状態である．一方，本論

文で想定している制震橋梁は，図－19a)に示すように橋

脚バネとダンパーバネが並列となっている．橋脚バネと

ダンパーバネは同じ変形であるため，通常の非制震構造

の場合と同等の精度で両者の変形を計算可能である． 
e)最適設計の判断は，設計者がコストなども含めて総

合的に判断するが，厳密な意味での「最適化」である必

要がないことは言うまでもない．4章に示す通り，ダンパ

ーの効果は入力地震動の位相特性に影響を受けるため，

もし，ある設計地震波形に対して最適なダンパー震度を

厳密に求めたとしても，設計地震波形と将来発生する地

震の波形が一致することはありえないことから，その構

造物に対する最適なダンパー震度とはなりえない． 
表－3において推奨されるダンパー震度がある程度定

まっているため，一般にはケース数n=3～4程度で，最終

的な判断を行えるものと考える． 
ここでの判断基準は，地震後の損傷状態やコストが重

要である． 
非制震構造の場合は巨大地震時の照査が下部構造諸元

の決定要因となる場合が多いため，下部構造諸元を変え

ても同様の限界状態に対して照査することとなり，地震

後の損傷状態も同等となる．しかし，制震構造とするこ

とで下部構造諸元の決定要因が巨大地震時でなくなる場

合も多い3)ため，その場合は地震後の損傷状態に差が生

じうる． 
コストに関しては，最大応答変位の低減により支承，

桁掛かり長，伸縮装置などの小型化がはかれ，コストダ

ウンにつながることも考慮する必要がある．また，ラー

メン橋梁なら，橋脚の断面縮小により上部構造の曲げモ

ーメントが低減するため，上部構造のコストダウンにつ

なげることも可能である． 
f）ダンパーの照査，取付部等の設計のうち，ダンパー

の照査では，採用しようとするダンパーが設計で想定し

ている挙動を確実に為し得るかを照査する．具体的な照

査項目は，可能変形量，クレビスの回転可能範囲，常時

の温度変化の影響に対する耐久性，耐候性などが上げら

れる．特に注意すべきことは，ダンパーが地震時のみ有

効に挙動するとしても，これらの照査においてはむしろ

常時の影響を適切に評価することの重要性が高くなる． 
本段階で，すべての要求性能を満たすダンパーがない場

合は，改めてダンパー震度の決定を行わざるを得ない． 
取付部の設計は，1)ダンパーより先に取付部に損傷が

生じないこと，2)ダンパーが想定通り挙動できる空間が

確保されていること，および3)十分な剛性が確保されて

いること，の3つが設計の目的となる．ダンパーの減衰力

は地震応答解析においては，小さめに評価することが安

全側であったとしても，取付部の設計においては最大限

を想定しなければ危険側の設計となる．もし，ダンパー

より先に取付部に損傷が発生したら，ダンパーは想定通

りの機能を果たすことができない． 
 空間の確保も非常に大事な課題である．橋脚天端にお

いては，支承，変位制限装置，落橋防止装置など様々な

ものが配置されているケースが多いが，設計においては

想定している最大変形時にそれぞれの装置が相互に支障

しないことを確認する必要がある． 
 十分な剛性に関しては，4.4の結果と関連して説明され

る．もし，ダンパー降伏変位が十分小さかったとしても，

取付部が変形した場合にはダンパー降伏変位が大きくな

ることと等価となる． 

図－19  制震橋梁と免震橋梁のモデルの違い 
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6．まとめ 

 

制震橋梁の実務設計において，ダンパーの減衰力容量

をどのように定めるかと言う課題に対し，橋梁条件をパ

ラメーターとして，1質点系モデルの地震応答解析を行い

検討を行った．検討対象は，桁端部と橋台が履歴型ダン

パーで接続され，橋脚とダンパーが水平力を分担する形

式の橋梁とした．検討においては，ダンパーの履歴吸収

エネルギーと最大応答変位に着目した． 
検討の結果，以下のことがわかった． 

1)ダンパー減衰力容量が大きくなるにつれて，最大応答

変位は低減するが，ダンパーの履歴吸収エネルギーは

ある点で極値を取り，それ以上ダンパー減衰力容量を

大きくしても履歴吸収エネルギーは低下する． 
2)制震橋梁は，非制震の橋梁に比較し入力地震波の位相

特性の影響が強くなる恐れがあり，ダンパー履歴吸収

エネルギーが最大となるダンパー減衰力容量も入力地

震波の位相特性によって大きく変動する．よって，ダ

ンパーの減衰力容量を選定する際には，入力地震動の

位相特性によらずある程度以上の減衰効果を有してい

ることが必要といえる． 
3)橋脚の固有周期に対して，推奨されるダンパー減衰力

容量を地盤種別ごとに示した(表－3)．橋脚固有周期の

うち一般的な範囲においては概ね同レベルのダンパー

減衰力容量とできる． 
4)ダンパー減衰力容量の選定において，橋脚の降伏震度

は考慮する必要がない． 
5)ダンパーの降伏変位が小さいほど橋梁の応答変位低減

効果は大きい．しかし，推奨するダンパー減衰力容量

は，現実的に用いられるダンパー降伏変位δdy=5～
30mmの範囲ではダンパー降伏変位によらないものと

できる． 
6)対象とする地震動レベルが大きくなるにつれて，選定

するべきダンパー減衰力容量は大きくなる． 
さらに，1)～6)の結果を用いて，実務設計においてダ

ンパー減衰力容量及び下部構造を設計するためのフロー

を示した(図－18)．フローにおいては，ダンパーの減衰

力と下部構造の仮定順序を示すとともに，各ステップに

おいて考慮しなければならない事項について示した．な

お，提案したフローは基本的な考え方を示したものであ

り，橋梁条件や用いるダンパーによっては異なった手順

とせざるを得ない場合もあることは言うまでもない． 
 本研究は，制震橋梁設計の実務において役立つものと

考えているが，本研究において次のような課題が残った． 
1) 入力地震動の位相特性が橋梁の応答に及ぼす影響は

非制震橋梁よりも大きくなる恐れがある．位相特性の

影響を明らかにし，位相特性によらず制震橋梁の安全

性を確保するための設計法を整備することは今後の課

題である． 
2)パラメトリックスタディにより得られた結果に関して，

必ずしも論理的に説明できない点が残った．これらを

明らかにすることで，より合理的な設計に近づけるこ

とが可能になるものと思われる． 
 
参考文献 

1) 金治英貞，鈴木直人，香川敬生，渡邊英一：長大
トラス橋の耐震性能向上化における設計入力地震
動と損傷制御構造，土木学会論文集，No.787/I-71，
pp1-19，2005.4. 

2) 下前隆雄，川端淳：伊毘高架橋における制振装置
を用いた耐震補強対策検討，土木学会年次学術講
演会講演概要集，Vol61，pp.479-480，2006.9. 

3) 天野寿宣，伊奈義直，新倉一郎，武田篤史：皿バ
ネボルトセットを用いた摩擦型ダンパーの橋梁へ
の適用性の検討，土木学会年次学術講演会講演概
要集，Vol64，pp.1141-1142，2010.9. 

4) 土木研究センター：道路橋の免震・制震設計法マ
ニュアル（案），2011.12. 

5) Building Seismic Safety Council of the National 
Institute of Building Sciences：NEHRP Recommended 
Seismic Provisions for New Buildings and Other 
Structures (FEMA P-750)，2009 Edition，2009. 

6) 蔭山満，安井譲，背戸一登：多モード連結制振を
対象とした連結バネとダンパーの最適配置に関す
る研究，日本建築学会構造系論文集，第 583 号，
pp.79-86，2000.12. 

7) 阿部雅人，藤野陽三：高架橋構造全体系の耐震性
能の向上を考えたパッシブ制震装置の最適化，土
木学会論文集，No.605/I-45，pp241-252，1998.10. 

8) 井上範夫，五十子幸樹：建築物の変位制御設計，
丸善出版，2012.12. 

9) 武田篤史，佐野剛志：皿バネボルトセットを用い
た摩擦型ダンパーの性能評価，構造工学論文集，
Vol.58A，2012.3. 

10)日本道路協会：道路橋示方書・同解説 V 耐震設計
編， 2012.3. 

11)T. Takeda, M. A. Sozen, N. N. Nielsen：Reinforced 
Concrete Response to Simulated Earthquakes ， 
Journal of the Structural Division， ASCE， Vol.96， 
No.ST12，pp. 2557-2573, 1970.12. 

12)星隈順一，運上茂樹：時刻歴応答解析に用いる入
力地震動の数と非線形応答値のばらつき，構造工
学論文集，Vol.49A，2003.3. 

13)鉄道総合技術研究所 編：鉄道構造物等設計標
準・同解説 耐震設計，丸善，2012.9. 

（2013年9月25日受付）

 



<<
  /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
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /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>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /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


	NextPage349: -349-
	NextPage350: -350-
	NextPage351: -351-
	NextPage352: -352-
	NextPage353: -353-
	NextPage354: -354-
	NextPage355: -355-
	NextPage356: -356-
	NextPage357: -357-
	NextPage358: -358-
	NextPage359: -359-


