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図１GaInP 系赤色半導体レーザと InGaN 系青色半導

体レーザのしきい値電流密度の波長依存性  

識別番号 Ｌ６ 

研究課題 ナノコラム結晶による紫外～赤色域発光デバイスの新展開 

研究代表者 岸野克巳 

共同研究者 菊池昭彦、野村一郎、江馬一弘、欅田英之、大槻東巳、関根智幸、黒江晴彦、

伊藤和弘、酒井優（以上、機能創造理工学科） 

Summary One-dimensional GaN nanocolumns are expected to be attractive materials for 
high-performance light emitting devices emitting from ultraviolet (UV) to red, due to 
their dislocation-free nature and highly efficient emission property. GaN-based 
nanocolumns and nanocolumn LEDs were investigated by use of rf-plasma-assisted 
molecular-beam epitaxy (rf-MBE). Nanocolumn LEDs emitting from UV (354nm in 
wavelength) to red (664nm) were successfully fabricated. The optical and electrical 
characteristics based on random distribution of GaN nanocolumn were also studied. 
Selective area growth of GaN nanocolumns by the standard rf-MBE was achieved for the 
first time, demonstrating uniform arrays of GaN nanocolumns. 

 
１．本研究の目的及び背景 

 ナノテクノロジーは、政府による科学技術基本計画の最重点分野のひとつに取り上げられている。本研究単

位（上智ナノテクノロジー研究センター）は、それに特化した研究グループを外から見える組織として形成し、理

工学部横断的に構築することを意図して企画したもので、ナノテクノロジー研究基盤の整備を進め、境界・異分

野間の共同研究の土壌を醸成し、上智独自の発想に基づく革新的な研究領域を開拓して、最先端の研究成

果を国内外に発信する役割を果たすものである。 

 赤、青、緑色の三原色レーザはディスプレイやプロジェクタ応用を中心として社会的・産業的波及効果が大き

な光源であり、小型・省電力・大量生産・堅牢・低価格など多くの特徴を有する半導体レーザによる実現が望ま

れている。現時点では赤色と青色の半導体レーザは実用化されているが、緑色半導体レーザは未開発であり

第二高調波発生や固体レーザを利用せざるを得ない状況にある。世界中で緑色半導体レーザの開発が進め

られているが技術的障壁は依然として高い。 

また、高効率で省エネルギー光源として巨

大な市場が形成されつつある発光ダイオード

(LED) に お い て も 、 青 色 (InGaN-) 、 赤 色

(AlInGaP-)LED と比べ、緑色(InGaN-)LED は

発光効率が低く、”Green-Gap”として問題視

され、フルカラー応用では、その高性能化が

強く望まれている。 

図１は日亜化学が開発した青色半導体レ

ーザと上智大学も開拓に参加した赤色半導

体レーザのレーザ特性の波長依存性である。

前者はブルーレイディスクに後者は DVD に利

用されている。これまでに、研究者はこれらふ

たつの領域から緑色発光域に迫ったが、図か

らも分るように、レーザ特性が緑色域に近づく

につれて劣化するため、依然として緑色域は

未開拓波長として残されている。 

このような背景のもとに、本研究では環境安

全性に優れかつ高発光効率が期待される窒

化物半導体分野で研究を展開する。ここでは、発光デバイスの波長域拡大を阻んでいる技術的壁を、上智大

学が世界に先駆けて創成したナノコラムとナノ結晶効果で突破し、緑色域レーザと三原色ナノ LED 実現への道

を拓く。さらには、新たなナノ結晶の創成を行い、新領域の物性現象を探索しつつ、学問的にナノ結晶効果を

明らかにする。これらの研究によって、高性能・高機能性紫外～赤色発光デバイスを実現するための基盤技術

の開拓を行うことを目的とする。 
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図２ GaN ナノコラム結晶の走査型電子顕

微鏡像、直径 100nm、高さ１μm 程度の

GaN ナノ柱状結晶が結晶成長中に自己形

成される（’97 年に上智大が最初に発表 
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図４ GaN ナノコラムの室温ランダムレージ

ングスペクトルの励起光強度依存性 

YAG:355n
5ns, 20Hz

観察光

(a) (b)
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5ns, 20Hz

観察光
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図３ GaN ナノコラムにおけるランダムレージング 

２．研究の方法・内容と共同研究員の役割分担 

 窒 化 ガリウム（GaN）ナノコラム結 晶 の走 査 電 子 顕 微 鏡

(SEM)写 真 の一例を図 ２に示そう。このナノコラム結 晶は、

1997 年に上智大学が世界で最初に創成したナノ結晶である。

直径 100nm 程度の、とても細い独立した微細柱状結晶で、結

晶内には貫通転位という結晶欠陥が含まれないため高品質

な結晶が容易に得られ、ナノ結晶効果による優れた発光特性

が発現される。そこでナノコラム結晶を基礎してナノフォトニク

ス／ナノエレクトロニクスにおける新機能ナノデバイス開拓が

期待されている。 

 本研究は新領域のナノ結晶効果を学術的に調べ、新物性

現象の発現を探索しつつ、結晶成長とデバイス作製を行って、

緑色 InGaN 系半導体レーザ、三原色 InGaN 系 LED 実現の

基盤技術の開拓を進める。 

ここでは、デバイス・結晶成長と物性・物理分野の研究者間

の密接な連携によって研究プロジェクトを運営する。江馬・欅

田がナノコラム光物性の検討を担当し、関根・黒江はナノコラ

ム伝導機構とフォノン物性、大槻がナノコラムランダム物性の解明を行い、ナノ結晶効果の解明を進める。 

これらの物性・物理分野の検討結果を研究推進にフィードバックしつつ、岸野・菊池・野村は、ナノコラムの結

晶成長を行い、デバイスを作製して、緑色半導体レーザ、三原色 LED の開拓を行う。 

本報告ではこれまでにえた研究成果の一部を紹介する。 

 

３．研究の成果 

3.1 新物性現象の発現 ［GaN ナノコラムのランダムレージング］ 

自己形成 GaN ナノコラムは、平均自由行程と波長が同程度で強い局在効果が予想されるランダム系

とみなせる。ランダム系媒質中では光の多重散乱が生じるが、そのうちの一部が図３(a)に示すよう

な循環経路（共振器）を形成し、かつ利得媒質がある場合、その共振器においてレーザ発振が起きる

ことが知られており、ランダムレーザと呼ばれる。半導体におけるランダムレーザは、ZnO や GaAs

系の微粒子やコラム形状の ZnO で報告されているが、GaN 系での報告例は無かった。本研究では、GaN

系半導体として初めてランダムレージングを観察した。発振スペクトルを図４に示そう。低励起密度

が低いときには（150kW/cm2）には、自然放出によるブロードな発光ピークのみが観察されたが、励

起密度を上げると自然放出光の中に鋭いピークが観察されはじめ、362～370nm の範囲で複数のピーク

が観察された。これらのピークは、ランダムに配列したナノコラム間に形成された複数の微小共振器

に起因するランダムレーザ発振であると考えられる。ランダムレーザは、通常のレーザのような精密

な共振器の形成が不要なため、安価かつシンプルな発光デバイスとしての応用の可能性がある。また、

原理的には数μm 程度の極微小領域で発振する極小レーザの形成も期待される。 
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図６ ナノコラム LED の発光スペクトルの例 
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図５ InGaN/GaN ナノコラム LED 構造 
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図７ Ti マスク選択成長法 (a)概念図、(b)Ti ナノホール 

３．２ 自己形成ナノコラム LED の高性能化 

 ナノコラム LED は、上智大学が世界に先駆けて開拓

を進めているが、本年度は、その波長域の拡大と特性改

善をめざして研究を進めた。図５には電流注入型ナノコ

ラム LED の概念図を示している。シリコン基板上に直径 80

～120nm の GaN ナノコラムを自己形成させたのちに、発光

領 域 となる InGaN/GaN 多 重 量 子 井 戸 を作 製 したが、

InGaN 発光層は、ナノ結晶内に閉じ込められるため、超薄

膜（2-3nm）の量子ディスク構造となっている。この発光層を

成長したのちにナノ結晶のコラム径を太らせてナノ結晶間

を結合させ、表面では連続膜とするのが、上智大学の独自

技術である。これによってナノ LED の作製が可能となった。

図６にはナノコラム LED の室温発光スペクトルの例

を示している。可視域においては InGaN 活性層の In
組成を変化させることによって、青色(496nm)から赤

色(663nm)までの広い領域での発光を得た。また、ナ

ノコラム LED の発光波長の紫外域への拡大にも成功

した。ここでは InGaN ではなく GaN 量子ディスク発

光層を内在化させたナノ結晶を用いることで、ピーク

波長 354nm、スペクトル半値全幅(FWHM)29.3nm の

電流注入発光を得た。一方、ナノコラム LED の特性

改善においては、ｐ型領域の成長条件と電極構造の調

整によって、直径 500μm の円形電極において素子抵

抗を 13Ωまで低減した。初期のナノコラム LED のス

ペクトル FWHM は数百 mV と広く多色発光が観察さ

れたが、成長条件を調整することで発光半値幅が減少

し、波長 570nm では半値幅 184meV が得られた。こ

の値は同波長域における InGaN 薄膜量子井戸の半値

幅と同程度であった。 

顕微鏡下において InGaN ナノコラム LED の近視野像を

室温 CW 動作下で評価すると、多色発光となることがあり、マイクロメータ領域内に赤、緑、青、黄色の明るい発

光スポットが観測され、まるで宝石箱を覗くようで興味深い。何らかのナノコラム個性の違いによって、In の取り

込み量に分布ができ、発光色に変化がもたらされている。青色スポットの近傍に緑色スポットがあったり、小さな

赤色のスポットがみえたり、さまざまである。この発光色を制御できれば、原理的にはマイクロメータ空間での三

原色制御ができるようになり、三原色ナノ LED、白色 LED への応用など、魅力的なデバイスの実現が期待され

る。本研究ではナノコラムの規則配列化による組成と形状制御を実現すべく、選択成長法の開拓を行った。 

 

３．３ Ti マスクを用いた GaN ナノコラム選択成長法の開拓 

ｒｆ窒素プラズマ源分子線エピタキシー（rf-MBE）法による選択成長法はとても難しかったが、本研究では、世

界で初めて rf-MBE による GaN 選択成長を行

うことに成功した。GaN テンプレート基板上に

Ti 薄膜を堆積したのちに、集束イオンビーム

(FIB)を用いて Ti のナノパターンを形成し、こ

のパターンを利用して、GaN ナノコラムの位

置・形状制御を試みた。ここでは、20μmx20

μm の領域に直径 150nm のナノホールを、周

期 400nm の三角格子状に配置した。この基板

上に RF-MBE 法により 900℃で GaN を成長し

た。図７(a)にナノパターン上に成長した規則

配列 GaN ナノコラムの模式図を、(b)に FIB 加
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図８ Ti マスク選択成長で作製された規則配列

GaN ナノコラム、供給窒素流量 QN2＝3.5sccm (a, 

ｂ)、2.0sccm （ｃ, ｄ）、1.0sccm （e, ｆ） 

工後の GaN テンプレート上 Ti マスクの表面 SEM

像を示す。 

図 ８に FIB 加 工 を行 った領 域 に基 板 温 度

900℃で窒素流量を 3.5 から 1.0sccm の範囲で

変えて 3 時間成長した GaN ナノコラムの表面

SEM および鳥瞰 SEM 像を示す。三角格子状に

形状が均一に制御された GaN ナノコラムが規則

配列して成長され、ナノコラムの規則配列技術が

確立された。ナノコラムの直径は窒素流量の減

少に伴って 480nm から 237nm へ減少し、窒素流

量によってナノコラム径の制御が可能であること

がわかった。さらに、規則配列ナノコラムでは、マ

スクパターンの均一性に対応してコラム径のバラ

ツは２％以内に制御され、径の均一化が達成さ

れ、径と位置を高精度に自由に制御しうる手法

を確立した。 

本研究におけるひとつの革新的成果は、コラ

ム径による発光色制御である。Ti マスク選択成長法によれば、コラム径は 10nm 単位以下の幅で制御しうる。コ

ラム径を 136nm～372nm の範囲で微細に変化させたところ、同一基板上に作られた InGaN 量子井戸ナノコラム

は異なった発光色で光る。自己形成サンプルにおける多色発光解析から予測はしていたものの、これほど見事

に制御できるとは驚きである。室温フォトルミネッセンス測定では、青、緑、赤を含む可視光全域での発光が得ら

れた。この研究成果によって三原色 LED の同一基板内一体集積化や高輝度白色 LED の実現の可能性が高

まった。 

 

３．４ GaN ナノウォール結晶の成長 

Ti マスクを用いた選択成長技術を利用し、板状形状を有する新しい GaN ナノ結晶（ナノウォール）の成長を

提案した。図９に GaN ナノウォールの模式図を示す。GaN テンプレート基板表面に Ti 薄膜(6～18nm)を堆積し

た後、電子ビーム描画とドライエッチングにより幅約 200nm、長さ 160μm のストライプ状に Ti を除去して GaN 表

面を露出させた。この基板上に基板温度約 850～900℃の窒素過剰条件において GaN を成長し、さらに InGaN

量子井戸構造を成長した。幅約 230nm、高さ約 500nm、長さ 160μm の GaN 板状ナノ結晶が Ti マスクの開口

部にのみ成長し、RF-MBE 法による優れた選択成長が確認された。GaN テンプレートのｍ軸とａ軸方向に沿って

形成したナノウォールの側面は基板面に垂直かつ極めて平坦であり、それぞれ a 面とｍ面が形成されていると

考えられる。ナノウォールは、Ti マスクの開口形状で自由に形状を制御できるため、リング共振器や分岐構造等

自由に形状制御が可能である。図 1０に放射状に配置した InGaN/GaN 量子井戸を内在するナノウォールの中

心部を光励起した際の顕微 PL 像を示す。InGaN 活性層からの青色発光がナノウォールを導波して端部で放射

する様子が確認され、光導波路機能が確認された。 

 

 
 

図９ GaN テンプレート上に Ti マスク選択成

長技術で成長した InGaN/GaN ナノウォー

ルの模式図． 

20μm20μm
 

図 1０ 放射状 InGaN/GaN ナノウォールの顕微

PL 発光像（中心部を He-Cd レーザで励起）． 



 5 

４．上智ナノテクノロジー研究センターにおける研究業績 

（設立後、2008 年 6 月以降のセンター名が記載された研究発表） 

 
原著論文 （２件） 

1. K. Kishino, T. Hoshino, S. Ishizawa and A. Kikuchi, “Selective-area growth of GaN nanocolumns on 
titanium-mask-patterned silicon (111) substrates by RF-plasma-assisted molecular-beam epitaxy”, 
Electronics Letters, Vol.44, No.13 (2008) . 

2. K. Kishino, H. Sekiguchi, and A. Kikuchi, “Improved Ti-mask selective-area-growth (SAG) by rf-MBE 
demonstrating extremely uniform GaN nanocolumn arrays”, J. Crystal Growth, (submitted) 

 
 

国際会議 (１２件) 

3. K. Kishino, “GaN-based nanocolumn emitters and related technology”, 2008 International Nano- 
Optoelectronics Workshop, W3, Aug. 2-15, 2008. 

4. K. Kishino, H. Sekiguchi and A. Kikuchi, “Improved Ti-mask selective-area-growth (SAG) by rf-MBE 
demonstrating extremely uniform GaN nanocolumn arrays", 15th International Conference on Molecular 
Beam Epitaxy (MBE2008), WB2.5, Vancouver, Canada, August 3-8, 2008. 

5. A. Kikuchi, H. Sekiguchi and K. Kishino, “Growth of InGaN/GaN-based hexagonal nano-plate on GaN 
nanocolumn (nano-parasol) by molecular beam epitaxy using strong anisotropic growth technique", 15th 
International Conference on Molecular Beam Epitaxy (MBE2008), WB2.5, Vancouver, Canada, August 
3-8, 2008. 

6. A. Kikuchi, K. Kishino and T. Hoshino, “Structural characterization of GaN nanowalls grown by Ti-mask 
selective area growth of molecular beam epitaxy", 35th International Symposium on Compound 
Semiconductors (iscs2008), Mo 3.4, the Europa-Park Rust near Freiburg, Germany, September 21-24, 
2008. 

7. J. Kamimura, K. Kishino and A. Kikuchi, “Growth and low-temperature-photoluminescence studies of 
high indium content InAlN nanocolumns", 35th International Symposium on Compound Semiconductors 
(iscs2008), Mo 3.5, the Europa-Park Rust near Freiburg, Germany, September 21-24, 2008. 

8. J. Tanaka, K. Kishino, H. Sekiguchi and A. Kikuchi, “Optical properties of amber-emission InGaN/GaN 
single quantum disk nanocolumns", 35th International Symposium on Compound Semiconductors 
(iscs2008), Mo 3.7, the Europa-Park Rust near Freiburg, Germany, September 21-24, 2008. 

9. A. Kikuchi, K. Kishino and T. Hoshino, “GaN nanowalls with InGaN quantum wells grown by Ti-mask 
selective area RF-plasma assisted molecular beam epitaxy", International Workshop on Nitride 
Semiconductors (IWN2008), B4, Montreux, Switzerland, October 6-10, 2008. 

10. H. Sekiguchi, K. Kishino, J. Tanaka and A. Kikuchi, "High optical efficiency well-arranged InGaN/GaN 
nanocolumns grown by selective area growth of rf-plasma-assisted molecular-beam epitax", International 
Workshop on Nitride Semiconductors (IWN2008), B4, Montreux, Switzerland, October 6-10, 2008. 

11. M. Sakai, K. Kishino, A. Kikuchi and H. Sekiguchi, "Random Laser Action in GaN", International 
Workshop on Nitride Semiconductors (IWN2008), D4, Montreux, Switzerland, October 6-10, 2008. 

12. T. Kouno, K. Kishino, H. Sekiguchi and A. Kikuchi, "Ti-mask selective area growth of GaN 
ring-structures by RF-plasma assisted molecular beam epitaxy, International Workshop on Nitride 
Semiconductors (IWN2008), Montreux, Switzerland, October 6-10, 2008. 

13. H. Sekiguchi, K. Kishino and A. Kikuchi, "Emission-color control of well-arranged GaN nanocolumns on 
the same substrate by changing the nanocolumn size and period", IEEE Nanotchnology Materials and 
Devices Conference 2008 (NMDC2008), TuC II-3, Kyoto, Japan, October 20-22, 2008. 

14. H. Sekiguchi, K. Kishino and A. Kikuchi, "Effect of growth condition on well arranged InGaN/GaN 
nanocolumns grown by selective area growth of rf-plasma assisted molecular beam epitaxy", 
International Conference on on Solid State Devices and Materials (SSDM 2008), H-6-3, Tsukuba, 
Japan,October 23-26, 2008. 



 6 

国内会議 （１５件） 

15. 酒井優、岸野克巳、菊池昭彦、関口寛人、猪瀬裕太、江馬一弘、大槻東巳、”GaN ナノコラムにお

けるランダムレーザー”、第 68 回応用物理学会学術講演会、3a-CA-5、愛知県、2008 年 9 月． 

16. 神村淳平、岸野克巳、菊池昭彦、”高 In 組成 InAlN ナノコラムにおける PL 発光エネルギーの温

度依存性”、第 68 回応用物理学会学術講演会、4a-CG-5、愛知県、2008 年 9 月． 

17. バディヴェル ラメシュ、菊池昭彦、岸野克巳、”ナノ加工による RF-MBE 成長 InGaN/GaN 量子井

戸の歪緩和効果”、第 68 回応用物理学会学術講演会、4p-CA-6、愛知県、2008 年 9 月． 

18. 坂本晃輝、関口寛人、加藤圭、菊池昭彦、岸野克巳、”n-(111) Si 基板上 InGaN/GaN 量子ディス

クナノコラム LED の Au 膜への転写プロセス”、第 68 回応用物理学会学術講演会、5a-CA-7、愛知

県、2008 年 9 月． 

19. 関口寛人、岸野克巳、菊池昭彦、”RF-MBE 法を用いた Ti マスクによる GaN ナノコラム選択成長の

成長条件依存性”、第 68 回応用物理学会学術講演会、5a-CG-6、愛知県、2008 年 9 月． 

20. 長島和哉、関口寛人、加藤圭、光野徹也、菊池昭彦、岸野克巳、”AlN バッファ層を用いた n 型(111)Si

基板上 GaN ナノコラムの成長”、第 68 回応用物理学会学術講演会、5a-CG-1、愛知県、2008 年 9

月． 

21. 杉本修一、石沢峻介 1、関口寛人、菊池昭彦、岸野克巳、”GaN 連続膜上 AlN/GaN DBR 構造ナノコ

ラムの選択成長”、第 68 回応用物理学会学術講演会、5a-CG-2、愛知県、2008 年 9 月． 

22. 田邊雄一郎、石沢峻介、岸野克巳、菊池昭彦、”RF-MBE 法による GaN テンプレート上 AlN パター

ンを用いた GaN ナノコラムの選択成長”、第 68 回応用物理学会学術講演会、5a-CG-3、愛知県、

2008 年 9 月． 

23. 石沢峻介、岸野克巳、山野晃司、菊池昭彦、”RF-MBE 法による Si 基板上 AlN パターンを用いた

GaN ナノコラムの選択成長”、第 68 回応用物理学会学術講演会、5a-CG-4、愛知県、2008 年 9 月． 

24. 木下萌、関口寛人、菊池昭彦、岸野克巳、”RF-MBE 法を用いた Ti マスクによる GaN ナノコラム選

択性の窒素流量依存性”、第 68 回応用物理学会学術講演会、5a-CG-5、愛知県、2008 年 9 月． 

25. 関口寛人、岸野克巳、菊池昭彦、”ナノコラム径及び周期による同一基板上規則配列 InGaN/GaN

ナノコラムの発光色制御”、第 68 回応用物理学会学術講演会、5a-CA-10、愛知県、2008 年 9 月． 

26. 加藤圭、関口寛人、菊池昭彦、岸野克巳、”n 型(111)Si 基板上 Be ドープ GaN ナノコラムバッフ

ァ層上 GaN 結晶の成長”、第 68 回応用物理学会学術講演会、5a-CG-7、愛知県、2008 年 9 月． 

27. 田中譲、関口寛人、菊池昭彦、岸野克巳、”規則配列 InGaN/GaN 量子ディスクナノコラムの光学

特性評価”、第 68 回応用物理学会学術講演会、5a-CG-8、愛知県、2008 年 9 月． 

28. 星野隼之、菊池昭彦、岸野克巳、”RF-MBE 法を用いた GaN ナノウォールの Ti マスク選択成長と構

造制御”、第 68 回応用物理学会学術講演会、5p-CG-1、愛知県、2008 年 9 月． 

29. 光野徹也、岸野克巳、関口寛人、菊池昭彦、”RF-MBE 法を用いた選択領域成長による GaN リング

構造の成長”、第 68 回応用物理学会学術講演会、5p-CG-2、愛知県、2008 年 9 月． 

 
 
 



<<
  /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 <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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


