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１. はじめに 

観光地におけるＴＤＭを検討する際は、観光客の

多様性に配慮して、できるだけ多くの選択肢を提供

することが望ましい。その選択肢のひとつとして、

駐車場予約システムが有望視され、一部で実験的適

用がなされている1)2)。これらの事例においては、

駐車場予約システムの導入可能性が示されたが、利

用者の予約に対する意識がいまだ未解明である。 

一方、一部のテーマパークや歴史的建造物では来

訪の際予約制を導入している。予約制には利用者に

とって「確実にサービスを受けられる確約を得る」

というメリットと「予約行為が負担になる」「予約

することで拘束される」というデメリットがある。

一方、管理者には「施設利用者の人数をある程度把

握でき、施設のOver Useを防ぐことが可能となり得

る」というメリットと「施設利用者に一手間かけさ

せてしまう」というデメリットがある。 

本研究では施設利用者・管理者の予約に対する意

識に着目し、利用者にはアンケート、管理者にはヒ

アリング調査を行うことでそれぞれの予約に対する

意識の検証を行った。さらに、アンケートにSP調査

を組込み、仮想的な条件下で「予約制の施設」と

「予約制ではない施設」のどちらを選択するかの、

結果を分析することで選択行動に影響を与える要因

を特定し、観光施設における予約システムの受容可

能性を検討した。 

２. 予約システムの類型化 

本研究を行うにあたり、現在ではどのような形

態をした予約システムが観光施設に用いられている

のかを以下の6つの視点により類型化を行った。 

①何を目的として予約制を導入したかによる分類 

 ・施設の混雑緩和が目的 

 ・静穏な環境や建築物の保全が目的 

②予約内容 

 いつ利用するのかを細かく指定することで、利用

者に与える拘束感が異なる 

③予約のタイミング 

④予約満員時のあつかい 

⑤予約時の支払い（又はキャンセル料の発生） 

⑥入場料 

観光施設には多様な予約形態が導入されている

ことがわかる（表－1）。静穏な環境や、建築物の

保全を目的として予約制を導入している施設が多く、

施設のOver Useを緩和させ、利用者にゆったりと

過してもらうという意図がみられる。 

 

３. ケーススタディ「三鷹の森ジブリ美術館」 

(1) 三鷹の森ジブリ美術館概要 

 三鷹の森ジブリ美術館は、平成 13 年 10 月 1 日に

開館され、開館当初から利用者にとって拘束性が高

い日時指定の予約制を導入している。チケットは前

月の 10 日に一斉発売され、LOWSON の Loppi 等で購

入することができる。また、入場時間を 4回に分け、

1回の最大入場者数は 600 人となっている。 

 

(2) 調査概要 

(a)利用者意識調査 

 平成 16 年 1月 12 日(祝・月)と 1月 14 日(水)に、
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施設利用者が「予約」という行為に対する意識を把

握する目的で、アンケート調査を実施した。アンケ

ートの内容には SP調査の項目を取り入れ、予約制

がどこまで受容されるかを調査した（表－2）。 

本調査では、調査日を平日と休日の 2日間に設

定した。この理由は、平日と休日とで利用者の個人

属性に差異があると仮定したからである。 

(b)管理者へのヒアリング調査 

 平成 16 年 1 月 14 日（水）に、施設の管理者が予

約制にした経緯や、予約制の魅力などを把握するた

めにヒアリング調査を実施した。 

 

４. 予約制に対する意識 

(1) 利用者の意識 

 本調査における SP 調査では表－3の項目（全 16

組）の条件パターンが存在する。そこで、1 つのア

ンケートに 4つの条件パターンを組み入れ、計 4種

類のアンケートを作成した。表－4にそのアンケー

トの種類別回収率を示す。回収したアンケートには

偏りがないことが確認できた。利用者にとって拘束

性が高い日時指定の予約制であり、LOWSON の Loppi

で予約しなればならないという手間があるにも関わ

らず、全体の 7 割弱もの利用者が肯定的であった

（図－1）。したがって、美術館利用者にとって、

予約行為はそれ程苦にならないことが伺える。しか

し「LOWSON でしか予約ができないのは不便」「1ヵ

月前から予約したのではストレスがたまる」といっ

た理由から否定的な利用者も少数であるが存在した。

これらの否定的意見を改善することにより、より予

約システムの評価が高まるものと考えられる。 

表－2 アンケート調査実施概要 

調査日時 2004/1/12
（月・祝日）

2004/1/14
（水・平日）

調査時間 11:15～18:30 11:30～17:30

天候 晴れ 晴れ
調査人員 3名 3名
アンケート
配布枚数 1000部 800部

 

表－3 選択要因一覧表 
要因→→

15分 すぐに売り切れ
る 15分

30分 一週間程売り切
れない 30分

30分

60分

水
準
↓
予約制の三鷹の
森ジブリ美術館
の条件

チケット発売開
始後の売り切れ
までの時間

遅刻可能時間

予約制ではない
三鷹の森ジブリ
美術館の条件

混雑状況
（カフェの最大待ち

時間）

 
表－4 アンケート回収率 

1 2 3 4
配布枚数 250 250 250 250 1000
回収数 53 51 46 54 204
回収率 21.2% 20.4% 18.4% 21.6% 20.4%
配布枚数 200 200 200 200 800
回収数 41 40 45 44 170
回収率 20.5% 20.0% 22.5% 22.0% 21.3%
配布枚数 450 450 450 450 1800
回収数 94 91 91 98 374
回収率 20.9% 20.2% 20.2% 21.8% 20.8%

合計

アンケート回収率
アンケート種類

合計

来
館
日

1月12日
（月・祝日）

1月14日
（水・平日）

 

混雑緩和を
目的とする

静穏な環境
や建築物の

保全を
目的とする

日時指定
の予約

日にち指定
の予約

当日受付

三鷹の森ジブリ美術館 ○ ○ ○ 1ヵ月前～ 入場不可 有 \1,000

皇居 ○ ○ 1ヵ月前～ 入場不可 無 無料

京都御所 ○ ○
3ヶ月前

～1ヵ月前
入場不可 無 無料

桂離宮 ○ ○
3ヶ月前

～1ヵ月前
入場不可 無 無料

修学院離宮 ○ ○
3ヶ月前

～1ヵ月前
入場不可 無 無料

仙洞御所 ○ ○
3ヶ月前

～1ヵ月前
入場不可 無 無料

苔寺 ○ ○
2ヶ月前

～1週間前
入場不可 無 \3,000

東京ディズニーランド ○ ○ ○ 1ヵ月前～

当日券
購入有

ただし入場
制限あり

※
入場券

の種類による

予約時の
支払い

（又はキャ
ンセル料

発生）

入場料
（チケット代）

目的 予約内容

予約の
タイミング

予約満員時
のあつかい

表－1 予約システムの例 
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図－1 来館日別予約制の利用者の総合評価 

(2) 管理者の意識 

 ヒアリング調査では「予約システム導入の経緯」

「予約システムの現状」「予約システムの今後」に

ついて、管理者側に直接ヒアリングを実施した。 

三鷹の森ジブリ美術館は「ふらっと立ち寄れる美術

館」をコンセプトに設立予定であったが、利用者の

安全確保、近隣住民への迷惑、交通渋滞、運営が効

率的になるという点で予約制の必要性を感じ予約制

導入に至った。図－2で見えるように、利用者の約

7 割が日にち・時間とも希望通り予約できており、

予約システムは非常に機能しているため、当面は現

状を保つとしている。しかし、「手続きが煩雑ゆえ

に浮動層の取り込みが難しい」「敷居が高く思われ

る」といった課題もある。そこで、これらの課題を

解決する一案として、チケットの販売ツールを増や

すべく検討を行っている。 
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図－2 来館日別予約取得状況 

 

５. 観光施設における予約システムの受容可能性 

(1) SPアンケート調査 

施設利用者が予約するかしないかの選択行動を

モデル化するにあたり非集計行動モデルを採用する。

その理由として非集計行動モデルは、その理論的根

拠が明快で妥当性が高く、政策的にコントロールし

得る変数を明確に意識した分析が可能であることが

挙げられる。 

SP アンケートの設計としては、ジブリ美術館を

利用しようとする者が、混雑度合いや、予約のしや

すさなどの選択要因に関する情報(表－3)を与えら

れた時、予約制のジブリ美術館と予約制ではないジ

ブリ美術館のどちらを選択するのかという、2 者択

一のロジットモデルを考える（数式－1）。 

数式－1 予約制選択モデル式 

Pin = exp(Vin)/[exp(Vin) + exp(Vno)] 
Pno = 1 - Pno 
Vin =θ1×(要因 1)+θ2×(要因 2)+・・・  
+定数項 
Vno = θ1×(要因 1)  

 

(2) 分析結果 

 選択行動に影響を与えると考えられる要因として

①混雑状況、②遅刻可能時間、③チケットを予約し

た日にち、④来館回数、⑤来館人数、⑥子供連れで

あるかどうか、⑦出発地の 7因子を設定した。また、

選択要因（表-3）の「チケット発売開始後の売り切

れまでの時間」は、15 分と 1 週間であり、定量的

に検証するためには好ましくないため「早く売り切

れるダミー」としてモデル式に組み込むこととした。 

(a)休日 

 まず休日の分析結果を表－5に示す。 

表－5 予約制選択モデル推定結果（休日） 
N=701 推定パラメータ 標準誤差 ｔ値 P値

混雑状況 -0.0926 0.0132 -6.9939 [.000]

遅刻可能時間 0.0191 0.0252 0.7556 [.450]

早急予約ダミー 6.3308 1.0634 5.9536 [.000]

来館回数 20.7812 3201.37 0.0065 [.995]

来館人数 16.7886 1853.81 0.0091 [.993]

子供連れ 20.0737 1609.54 0.0125 [.990]

出発地 19.2895 3954.11 0.0049 [.996]

早く売り切れるダミー -0.9647 0.3980 -2.4238 [.015]

定数項 3.4095 0.6925 4.9234 [.000]  
ここで、ｔ値、P 値から、「遅刻可能時間」「来館

回数」「来館人数」「子供連れであるかどうか」

「出発地」については有意ではないということから、

これらを除いた分析を再度行った。その際「予約し

た日にち」を「早急予約ダミー」として組み込んだ。

分析結果を表－6に、モデル式を数式－2に示す。 



表－6 予約制選択モデル推定結果その 2（休日） 
N=713 推定パラメータ 標準誤差 ｔ値 P値

混雑状況：θ1 -0.0812 0.0085 -9.5048 [.000]

早急予約ダミー：θ2 6.1982 1.0164 6.0984 [.000]

早く売り切れるダミー：θ3 -0.8338 0.2561 -3.2553 [.001]

定数項 1.6021 0.2270 7.0573 [.000]

尤度比 0.5683 的中率 76%  
数式－2 予約制選択モデル式（休日） 

Pin = exp(Vin)/[exp(Vin) + exp(Vno)] 
Pno = 1 - Pno 
Vin = θ1×(混雑状況) +θ2× (早急予約ダミー) +θ3

× (早く売り切れるダミー) +定数項 
Vno = θ1×(混雑状況)   
全ての因子が有意となり、的中率、尤度比ともに良

好な結果が得られた。ここで注目すべきは、予約シ

ステムの一要因である「遅刻可能時間」が選択行動

に影響を与えないということである。 

(b)平日 

 選択行動に影響を与えると考えられる要因は休日

と同様の７因子である。分析結果を表－7に示す。 

表－7 予約制選択モデル推定結果（平日） 
N=617 推定パラメータ 標準誤差 ｔ値 P値

混雑状況 -0.0488 0.0080 -6.0868 [.000]

遅刻可能時間 0.0482 0.0175 2.7578 [.006]

早急予約ダミー 4.3973 1.1301 3.8912 [.000]

来館回数 19.2464 4143.58 0.0046 [.996]

来館人数 -0.4226 1.5926 -0.2654 [.791]

子供連れダミー 5.7473 1.5181 3.7858 [.000]

出発地 19.3570 3606.39 0.0054 [.996]

早く売り切れるダミー -0.6940 0.2599 -2.6700 [.008]

定数項 2.4074 0.4845 4.9690 [.000]  
ｔ値、P値から「来館回数」「来館人数」「出発

地」については有意でないということからこれらを

除いた分析を再度行った。その際「子供連れである

かどうか」を「子供連れダミー」として組込んだ。

分析結果を表－8に、モデル式を数式－3に示す。 

表－8 予約制選択モデル推定結果その 2（平日） 

N=621 推定パラメータ 標準誤差 ｔ値 P値

混雑状況：θ1 -0.0500 0.0077 -6.5095 [.000]

遅刻可能時間：θ2 0.0537 0.0167 3.2211 [.001]

早急予約ダミー：θ3 4.5030 1.0275 4.3826 [.000]

子供連れダミー：θ4 5.5787 1.0179 5.4806 [.000]

早く売り切れるダミー：θ5 -0.6982 0.2483 -2.8121 [.005]

定数項 2.3960 0.4624 5.1812 [.000]

尤度比 0.5021 的中率 66%  

数式－3 予約制選択モデル式（平日） 

Pin = exp(Vin)/[exp(Vin) + exp(Vno)] 
Pno = 1 - Pno 
Vin = θ1×(混雑状況) + θ2×(遅刻可能時間) +θ3

×(早急予約ダミー) +θ4×(子供連れダミー) +θ5

× (早く売り切れるダミー) +定数項 
Vno = θ1×(混雑状況)  

全ての因子が有意となり、的中率、尤度比ともに良

好な結果が得られた。祝日とは異なり、予約システ

ムの一要因「遅刻可能時間」また「子供連れである

かどうか」も選択行動に影響を与えていることが分

る。  

 

６. まとめと今後の課題 

 本研究において、ジブリ美術館の予約制は日時指

定という利用者にとって拘束性の高いものであり、

LOWSONで予約しなければならないという手間がある

にも拘らず、高い評価を得ている。よって、施設利

用者は予約により得られる何らかの効用がデメリッ

トよりも大きければ、予約制を受容する可能性があ

る。また、管理者側では、予約制にしなかった場合

の問題を解決するため、運営を効率化するために予

約制の必要性が生じた場合、予約制を受容すること

が明らかになった。 

 施設利用者は選択を行う際、休日、平日共に「混

雑状況」「予約した日にち」「チケットのとりやす

さ」を考慮している。さらに、平日では「遅刻可能

時間」「子供連れであるかどうか」も視野に入れて

いる。従って、観光施設における予約システムの受

容可能性を向上させるためには、いかに混雑を緩和

させるか、さらに予約開始時期を考慮することで受

容を向上させる可能性がある。さらに平日では「遅

刻可能時間」が選択行動に影響を与えることから、

予約システムを利用者側に緩和させることで受容を

向上させる可能性がある。 

 今後は、どういった需給関係のもと予約制が成り

立っているのか、また、管理者側の様々な意識を調

査する必要がある。さらに、本研究のモデル式にお

ける新たな選択要因の検証、個人属性の取込といっ

た更なる改良が必要である。 
 

【謝辞】 
本調査は、三鷹の森ジブリ美術館に全面的な協力をいた

だきました。全ての関係者に深く感謝の念を表します。 
 

【参考文献】 
1)久保田尚、竹内伝史、谷口尚、吉木務：世界遺産・白川郷
の交通マネジメント実験，第 22回交通工学研究発表会論
文報告集，pp.225-228，2002． 

2)山本裕一郎、吉田豊、坂本邦宏、久保田尚：観光地のパッ
ケージ型ＴＤＭにおける駐車場予約システムの導入効果，
土木計画学研究・論文集（投稿中）， 2004． 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

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


