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Abstract

Ti-doped DLC films have been prepared on silicon substrates by DC magnetron sputtering with C and Ti 
targets in Ar plasma. The amount of Ti in the film has been controlled with the input electric power to the Ti 
target from 0 to 200 W. The Ti concentration measured by X-ray photoelectron spectroscopy, increased up to 15 
at.% at a Ti target power of 200 W. After the deposition, the DLC and the Ti-doped DLC films were heated at 500 
˚C for 10 minutes in a vacuum of 1×10-4 Pa. The frictional characteristics of the films were evaluated by using a 
ball on disk friction tester in an ambient atmosphere. Even after the heating, the DLC and the Ti-doped DLC films 
showed the good tribological performance with a low friction coefficient below 0.3 against a steel ball. The 
adhesive strength of the DLC film and the Ti-doped DLC films were measured by scratch tests with a loaded 
diamond stylus. The Ti-doped DLC films prepared at 250 ˚C had almost constant values of the critical loads in the 
scratch tests irrespective of the Ti concentration. By the heat treatment in the vacuum, the adhesion of the 
Ti-doped DLC film with high Ti concentration was improved effectively and the critical loads of the films 
containing 15 at.% Ti increased from 180 mN to 400 mN. Furthermore, the critical loads of the Ti-doped DLC 
films increased with increasing the deposition temperature. The heat treated Ti-doped DLC films deposited at 350 
˚C had the maximum critical load of 500 mN. The apparent increase in the critical loads will be caused by the 
chemical interaction between Ti and the substrate material. 
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１．緒 言 

 
現在，機械システムにおいて低凝着性，低摩擦特

性，高耐摩耗性，耐熱性などを材料に付与すること

が出来る表面改質技術は必要不可欠なものとなっ

ている．すでに TiN，TiC，CrN，DLC（Diamond Like 
Carbon）などのコーティング膜が摺動部や工具等に

幅広く使用されている 1)．特に DLC 膜は高硬度で

摩擦摩耗特性に優れ，表面が極めて平滑である等の

特徴を有しており，トライボロジー分野で大きな注

目を集めるとともに，DLC 膜を形成する技術が飛

躍的に発展している 2)．この DLC 膜を工具に適用

することで使用する潤滑油の量が少ない環境調和

型切削が可能となり，また，摺動部品に適用した場

合にはエネルギーロスを低減させることが可能に

なる等，近年関心が集まっている低燃費化，環境負

荷低減，省エネルギー等に大きく貢献している 3)．

しかし，  DLC 膜は一般的に密着力が低く，剥離し

やすいことが課題となっている．そこで DLC 膜の

密着力を向上させることを目的として，膜と基板と

の界面における中間層形成や DLC 膜中への W，Si，
Ti 等の金属元素の添加という手法が試みられてい

る 4)．特に Ti 元素の添加は DLC 膜の低摩擦特性を

保ったまま密着力を向上することが可能な手法で

ある 5)．そこで，本研究では Ti 添加 DLC 膜の密着

力をさらに向上させるために，Ti 添加 DLC 膜に対

して真空加熱処理を行った．真空中で加熱すること

により，Ti の酸化や C の気化を防ぎつつ，膜中の

Ti と基板の結合強化や膜と基板界面における元素

拡散による中間層形成等の効果を発現させ，密着力

向上を目的とした．  
 

２．実験方法 
 
2.1 Ti 添 加 DLC 膜 の形 成  

DLC 膜および Ti 添加 DLC 膜の形成は DC 二元マ

グネトロンスパッタリング法により行った． Fig.1
に DC 二元マグネトロンスパッタリング装置の外観

および使用したターゲットを，Fig.2 に Ti 添加 DLC
膜の形成の概略を示す．C ターゲット（三菱マテリ＊ 工学部機械工学科教授  
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アル製 99.999％C）と Ti ターゲット（高純度化学製

99.9％ Ti）を同時にスパッタリングすることで Ti
添加 DLC 膜を形成した．ターゲット裏面に永久磁

石を設置することでスパッタ効率が上がり，成膜速

度を向上させることができる．基板には厚さ 0.5mm
の Si ウェハを用いた．成膜時間を 60min，成膜時

の Ar ガス導入量を 50sccm，C ターゲットへの印加

電力を 400W に固定した．基板温度を 250℃に固定

し，Ti ターゲットへの印加電力を 0，100，200W と

変化させて成膜を行い，Ti 含有量の異なる Ti 添加

DLC 膜を形成した．また，Ti ターゲットへの印加

電力 100W において，基板温度を室温，250，350℃
と変化させて成膜を行い，膜形成時の基板温度が密

着力に及ぼす影響も評価した．なお，本研究におい

ては真空加熱処理による密着力変化を明確にする

ことを目的としているため，Ti 添加 DLC 膜と Si
基板との界面における中間層の形成，および DLC
膜の機械的特性に影響を及ぼす CH4 や H2 等の反応

ガスの導入は行わなかった．  
 
2.2 Ti 添 加 DLC 膜 の真 空 加 熱 処 理  

真空加熱処理には石英製の真空管状炉を用いた．

Si 基板上に形成した DLC 膜および Ti 添加 DLC 膜

を炉内に設置し， 1×10－ ４ Pa まで真空排気した後，

500℃まで加熱して 10 分間保持し，真空状態のまま

徐冷した．なお，上述の Ti 添加 DLC 膜の形成を

500℃で行わないのは，グラファイト化の進行を抑

制するためである．Ti 添加 DLC 膜を形成した後に

室温から 350℃程度の基板温度範囲で真空加熱す

ることにより，DLC 膜の優れた機械的特性を維持

した状態で密着力を向上させることが可能となる． 

2.3 Ti 添 加 DLC 膜 の評 価  
DLC 膜は本来非晶質であるが，真空加熱処理に

よる Ti 添加 DLC 膜の結晶化の有無を薄膜 X 線回折

法により評価した．その結果，結晶の存在を示す回

折ピークは観測されなかった．よって今回の成膜条

件で形成された膜は真空加熱処理の有無に関わら

ず非晶質であることが確認された．  
 Ti 添加 DLC 膜中の Ti 含有量等の元素組成，およ

び真空加熱処理の前後における元素結合状態の変

化を X 線光電子分光法（ XPS）により分析した．

XPS 測定では最表面を 3keV の Ar イオンを用いて 1
分間エッチングを行い，付着物を除去した後，C1s，
O1s，Ti2p スペクトルを測定し，各元素のピーク面

積と感度係数から組成を算出した．  
真空加熱処理を行った Ti 添加 DLC 膜と Si 基板

との界面の状態，中間層形成の有無，および元素の

拡 散 状 態 を 観 察 す る た め に 透 過 型 電 子 顕 微 鏡

（TEM）を用いて界面の観察を行った．透過電子像

を観察するために，試料の測定部分を Ga イオンを

用いた収束イオンビーム加工装置（ FIB）を用いて

厚さ 0.2μm 程度まで加工した．原子番号が大きくな

るほど明るく観察できる Z コントラスト像，電子線

を照射したことにより発生した X 線をエネルギー

分散法（EDX）を用いることで得られる元素分布像，

2 次電子像，透過電子像，透過波と回折波の干渉に

より得られる位相コントラスト像，電子回折像を観

察した 6)．  
DLC 膜および Ti 添加 DLC 膜厚測定は，膜形成時

のマスキング部を剥離させることでできる段差を，

触針式表面粗さ計を用いて読み取ることにより行

った．その結果，本研究で形成した膜は全て厚さが

約 1μm であった．このことから本研究で測定した

密着力および硬度等の機械的性質に対して，膜厚の

影響はないと考えられる．また，真空加熱処理によ

る膜厚の減少は無く，真空中で加熱することにより

C の気化を抑えることができたと考えられる．  
真空加熱処理による摩擦特性の変化を評価する

ために，ボールオンディスク試験機（レスカ社製

FRP2000）を用いて摩擦係数の測定を行った．室温，

大気中，無潤滑下においてボール材に直径 5mm の

SUJ2 ボールを用い，荷重 0.5N，線速度 30mm/sec，
試験時間 1800sec で摩擦試験を行った．  

耐摩耗性に影響を及ぼす膜の硬度はナノインデ

ン テ ー シ ョ ン 試 験 機 （ エ リ オ ニ ク ス 社 製

EMT-1100a）を用いて測定した．試験荷重を 1mN
としてダイヤモンド三角錐圧子を各試料につき 5
点づつ押し込み，荷重‐変位曲線を測定し，硬度を

評価した．  
密着力の評価は超薄膜スクラッチ試験機（レスカ

社製 CSR-02）を用いて行った．スタイラスには，

ばね定数 204.85g/mm の弾性アームに取り付けた先

端曲率半径 5μm のダイヤモンド圧子を用いた．膜

の剥離に至った荷重を剥離臨界荷重として求め，真

空加熱処理前後の変化を比較した．  
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３．実験結果 
 

3.1 Ti 添 加 DLC 膜 の元 素 組 成  
Table 1 に XPS スペクトルを用いて算出した Ti

添加 DLC 膜の元素組成を示す．Ti ターゲットへの

印加電力を 0W として形成した DLC 膜は C が 100%
であり，不純物は観測されなかった． Ti ターゲッ

トへの印加電力を 100W， 200W とすることにより

Ti 含有量は増加し，それぞれの電力で形成した Ti
添加 DLC 膜には 10at%，および 15at%の Ti が含有

されていた．なお，いずれの Ti 添加 DLC 膜にも約

3at％の酸素が含まれていた．ただし，基板温度を

上昇させたことによる元素組成の変化は観測され

ず，酸素含有量が増加することもなかった． Ti 添

加 DLC 膜に O が含まれるのは，膜形成時のチャン

バー内に残留している O が Ti ターゲットからスパ

ッタされた Ti 粒子と結合して，膜中に混入したた

めと考えられる．また，真空加熱処理を行うことに

よる膜中の酸素含有量はほとんど変化しなかった．

したがって，真空加熱により Ti の酸化が促進する

ことはなかったと考えられる．  
Ti ターゲットへの印加電力を 200W とし，Ti 含有

量が最も多かった Ti 添加 DLC 膜の XPS により得ら

れた C1s，O1s， Ti2p スペクトルを Fig.3 に示す．

また，Table 2 に C1s，Ti2p，O1s スペクトルにおい

て観測されると予想された結合エネルギーの一覧

を示す． Fig.3 に示したように，いずれのスペクト

ルにおいても真空加熱処理によるピーク位置およ

びピーク強度の変化はほとんど見られなかった．

C1s スペクトルは Ti を添加していない DLC 膜の

C1s スペクトルとほぼ同様であり， 284.0eV 付近に

C-C 結合を示すピークがみられた．Ti-C 結合に対応

するピークは低エネルギー側の 281.5eV 付近に，

C-O 結 合 に 対 応 す る ピ ー ク は 高 エ ネ ル ギ ー 側 の

288.4eV 付近に存在するが，今回のスペクトルにお

いては観測されなかったことから， Ti-C 結合およ

び C-O 結合は存在していないと考えられる． O1s
スペクトルは，530.6eV 付近に Ti-O 結合を示すピー

クのみが検出されたことから，膜中に含まれている

O は全て Ti と結合していると考えられる．また，

真空加熱処理後もピーク強度が変化していないこ

とから，Ti 添加 DLC 膜の表面においても真空加熱

処理による酸化現象は起きていないと考えられる．

Ti2p スペクトルにおいては，Ti-Ti 結合を示す 454eV
付近のピークと Ti-O 結合を示す 455.1eV 付近のピ

ークの複合したピークが観測された．このことから

膜中の Ti は一部が O と結合し，残りは Ti として金

属的な状態で存在していると考えられる．また，

Ti-C 結合に対応する 458.5eV 付近にピークが見ら

れないことから，C1s スペクトルで示された結果同

様，Ti と C の結合は存在していないと考えられる．  
 
3.2 Ti 添 加 DLC 膜 の界 面  

Ti タ ー ゲ ッ ト へ の 印 加 電 力 200W， 基 板 温 度

250℃で形成し，真空加熱処理を行った Ti 添加 DLC
膜について界面近傍の TEM 観察を行った．その結

果として， Fig.4 に Ti 添加 DLC 膜と Si 基板界面に

おける Z‐コントラスト像および C，Ti，Si の元素

分布を示す．この像からは大部分が C で構成され

ている Ti 添加 DLC 膜がやや暗く，Si 基板が明るい

状態であり，界面は明瞭であった．また，膜厚が約

1μm であることが読み取れ，この結果は触針式段差

計での測定結果と一致するものである．各元素は

Ti 添加 DLC 膜，Si 基板それぞれにおいて一様に分

布しており，界面近傍における C，Ti 等の元素の拡

散は観測されなかった．  
Fig.5 に Ti 添加 DLC 膜断面の 2 次電子像を示す．

膜と基板との断面が明瞭に観察できるが，原子拡散
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層は観察できなかった．また，膜最表面に観察でき

る凹凸の高低差は数 10nm 程度しかなく，膜最表面

が非常に平滑であることが確認された．  
Fig.6 に Ti 添加 DLC 膜と Si 基板との界面におけ

る透過電子像を示す．膜と基板の界面が明瞭に観察

できるが，真空加熱処理による原子拡散層の形成は

確認されなかった．  
Fig.7 に位相コントラスト像を示す． Si 基板の結

晶格子像は観察することができたが，Ti 添加 DLC
膜には観察されなかった．すなわち，真空加熱処理

を行った Ti 添加 DLC 膜においては，局所的に微結

晶が存在することもなく，ほぼ完全に非晶質である

ことがわかった．また，Ti 添加 DLC 膜および基板

の構成元素が拡散した層も確認されなかった．  
Fig.8 に Ti 添加 DLC 膜の電子線回折像を示す．測

定点でリング状に光っており，規則的な光点が現れ

なかった．これは試料が非晶質であることを示して

おり，XRD および位相コントラスト像の結果と同

様に Ti 添加 DLC 膜は真空加熱処理を行っても結晶

が存在せず，完全に非晶質であることがわかった． 
 
3.3 Ti 添 加 DLC 膜 の摩 擦 係 数  

Ti ターゲットへの印加電力を 200W とし，Ti 含有

量が最も多かった Ti 添加 DLC 膜ボールオンディス

ク試験により得られた摩擦係数を Fig.9 に示す．  
SUJ2 ボールと Si 基板の組み合わせで試験した場合，

摩擦係数は約 0.7 程度であるのに対し，Ti 添加 DLC
膜の摩擦係数は真空加熱の前後でほとんど変化な

く，約 0.3 で安定していた．また，摩擦試験中に摩

耗や剥離が生じることはなかった．  
Ti は摩擦特性が優れていないため，Ti 添加 DLC

膜は DLC 膜と比較して摩擦係数の増大が懸念され

たが，本研究で形成した DLC 膜および他の Ti 添加

DLC 膜においても同様の試験結果を得た．  
本研究においては，Ti 添加および真空加熱処理に

よる摩擦特性の悪化は観測されなかった．このこと

から 500℃での真空加熱処理は Ti 添加 DLC 膜の低

摩擦特性を維持することができると考えられる．  
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3.4 Ti 添 加 DLC 膜 の硬 度  
基板温度を 250℃とし，Ti ターゲットへの印加電

力を 0， 100， 200W と変化させて形成した Ti 添加

DLC 膜の硬度を Fig.10 に示す．Ti ターゲットへの

印加電力を増加させても（Ti 含有量が増加しても）

硬 度 の 低 下 は 観 測 さ れ な か っ た ． し た が っ て ，

15at％程度の Ti 添加であれば DLC 膜の高硬度特性

を維持でき，上述の摩擦試験において優れた耐摩耗

性を示した一因と考えられる．また，真空加熱の前

後で硬度の大きな変化は観測されなかった．  
Ti ターゲットへの印加電力を 100W とし，基板温

度を室温， 250， 350℃と変化させて形成した Ti 添

加 DLC 膜の硬度を Fig.11 に示す．真空加熱前は基

板温度を低く設定して形成した膜が若干高硬度で

あったが，基板温度が硬度に与える影響は小さかっ

た．また，真空加熱処理によって硬度の系統的な変

化は観測されず，真空加熱処理が硬度に及ぼす影響

は僅かであった．  
 
3.5 Ti 添 加 DLC 膜 の密 着 力  
 基板温度を 250℃とし，Ti ターゲットへの印加電

力を 0， 100， 200W と変化させて形成した Ti 添加

DLC 膜の，スクラッチ試験により得られた剥離臨

界荷重および真空加熱処理による剥離臨界荷重の

上昇率を Fig.12 に示す．この 3 種の試料は真空加

熱前の剥離臨界荷重は同程度であった． Ti ターゲ

ットへの印加電力を 0W とし，Ti を含有していない

DLC 膜は真空加熱により剥離臨界荷重が低下して

いるのに対し，Ti への印加電力を 100， 200W とし

て形成した Ti 添加 DLC 膜は密着力が向上した．Ti
ターゲットへの印加電力を増大させ， Ti 含有量を

多くした膜ほど真空加熱処理による密着力向上率

も大きくなった．特に，Ti ターゲットへの印加電

力を 200W として形成し，最も Ti 含有量が多い Ti
添加 DLC 膜は，真空加熱処理によって 2 倍以上に

剥離臨界荷重を向上させることが出来た．このこと

から，真空加熱処理による密着力向上には Ti 含有

量が大きく関わっていると考えられる．  
次に Ti ターゲットへの印加電力を 100W とし，

基板温度を室温，250，350℃と変化させて形成した

Ti 添加 DLC 膜の剥離臨界荷重，および真空加熱処

理による剥離臨界荷重の上昇率を Fig.13 に示す．

真空加熱前は基板温度が高い膜ほど剥離臨界荷重

が大きかった．膜形成時の基板温度を高くすること

で基板表面が活性化され，剥離臨界荷重が増加した

と考えられる．いずれの Ti 添加 DLC 膜も真空加熱

処理によって剥離臨界荷重が向上したが，特に基板

温度を 350℃として形成した Ti 添加 DLC 膜は，基

板温度を調節するだけでは到達できない高い剥離

臨界荷重を示した．  
 

４．結 言 
 

本研究は真空加熱処理による Ti 添加 DLC 膜の密

着力向上を目的として行い，以下の結果を得た．  
・ 真空加熱処理による元素組成および結合状態

の変化は観測されなかったが，Ti 添加 DLC 膜

中の Ti は一部が O と結合し，残りは Ti として

金属的な状態で含有されていることが確認さ

れた．  
・ TEM 観察では，Ti 添加 DLC 膜が真空加熱処理

後も完全に非晶質であり，膜と基板との界面の

ける明瞭な元素の拡散は確認できなかった．  
・ 真空加熱処理後も Ti 添加 DLC 膜の低摩擦特性

を維持することができ，硬度の変化は小さかっ

た．   
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・ Ti を含有していない DLC 膜が真空加熱処理に

より剥離臨界荷重が低下したのに対し，最も Ti
含有量が多い Ti 添加 DLC 膜が最も剥離臨界荷

重が上昇した．したがって，真空加熱処理によ

る密着力向上には Ti 含有量が密接に関連して

いると言える．  
・ 基板温度を高く設定して形成した Ti 添加 DLC

膜は真空加熱前も剥離臨界荷重が大きく，真空

加熱処理によりさらに高い剥離臨界荷重を得

ることができた．  
以上の結果は，真空加熱処理により Ti 添加 DLC

膜の優れた摩擦摩耗特性を維持したまま，密着力を

向上させることが可能であることを示している．た

だし， Ti 含有量と基板温度が密着力と密接に関連

していることを突き止めたものの，密着力向上のメ

カニズムを明確に解明することはできなかった．今

後は，真空加熱処理前の膜に対しても TEM 観察を

行ない，真空加熱処理後の膜と比較することが必要

である．また，本研究で行った XPS は膜最表面近

傍部の情報に限られていたので，Ar エッチングを

長時間行い，膜と基板との界面付近の情報も収集す

ることで，密着力向上のメカニズムを解明していく

予定である．  
 

謝 辞 
 

本研究の一部は「平成 18 年度大澤科学技術振興

財団研究助成費」および「平成 19 年度カシオ科学

振興財団研究助成費」を受けて行ったものでありま

す．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本研究の硬度測定においてナノインデンテーシ

ョン試験機を利用させて頂きました精密機械工学

科の槌谷先生に感謝いたします．  
XRD，XPS， FIB，TEM のご指導，ご協力を頂き

ました東海大学未来科学技術共同研究センターの

宮本室長，原木様をはじめとする皆様に感謝いたし

ます．  
 

参考文献  
 

（1） 伊東，薄膜材料入門，(1998)，132-137，裳華

社 . 
（2） 池永 勝，池永 薫，表面技術，Vol.51，No.11，

(2002)， 711-714. 
（3） 鈴木，池永，DLC 成膜技術， (2003)， 4－ 8，

日刊工業新聞社  
（4） 榎本，三宅，薄膜トライボロジー， (1994)，

103-107，東京大学出版会 . 
（5） 斉藤，三宅，渡部，表面技術，Vol.53, No.9, 

(2002), 606-611. 
（6） 廣瀬，福本，表面技術，Vol.54,  No.1, (2003),  

21-25. 
（7） A. Schroeder, G. Francz, A. Bruinink, R. 

Hauert, J. Mayer, E. Wintermantel, 
Biomaterials, 21, (2000),  449-456. 

（8） ESCA 付属，Appendix B. Chemical States 
Table，アルバックファイ社 . 

（9） U.miiller, R.Hauert, Thin Solid Films, 
290-292, (1996), 323-327. 

Input power to Ti target
(Deposition temp. 250℃)

0

100

200

300

400

500

600
C

ri
tic

al
 lo

ad
 (m

N
)

0W

‐22% 

100W

+51% 

200W

+134% 

Before heating in vacuum
After heating in vacuum

Critical loads of DLC films and Ti-doped 
DLC films measured by scratch tests 

Fig.12

 

0

100

200

300

400

500

600

C
ri

tic
al

 lo
ad

 (m
N

)

R.T.

+90% 

250℃

+51% 

350℃

+62% 

Deposition Temperatures
(I.P. to Ti target 100W) 

Before heating in vacuum
After heating in vacuum

Critical loads of Ti-doped DLC films 
measured by scratch tests 

Fig.13

 

03_19論文19.pdf   2008/12/01   19:15:40   - 6 -    ( )03_19論文19.pdf   2008/12/01   19:15:40   - 6 -    ( )



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


