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１．はじめに 

 

我が国の駐車場は、昭和32年の駐車場法と昭和37年

の車庫法という2つの法制化をスタートとして、これま

で一貫した量的拡大が図られてきた。しかし近年では、

ある程度の整備が進み、利便性・安全性の向上、環境・

景観への配慮等の質的な充実への要請が強くなってきて

いると言える。特に、交通需要の増大を招く大規模駐車

場については、周辺交通環境への悪影響が懸念されるこ

とから、適切な駐車場管理が求められている。 

一方、これまでの駐車場整備は施設単位で個別に行

われることがほとんどであったが、最近では、駐車場条

例の改定などにより、地域の実情に合わせた駐車場整備

が可能になってきている。例えば、複数の駐車場を地下

車路等で連結する「駐車場のネットワーク化」は、各種

の目的に応じた自動車交通を駐車場内部で効率的・効果

的に運用処理するものであり、地区内で駐車場を融通し

合うことによる整備の効率化と安心・安全な交通環境づ

くりに資するものとして注目される。 

さらに、ITSの進展により駐車場の位置・満空情報に

加え道路混雑状況なども含めた動的かつ総合的な情報を

提供することが可能になっており、カーナビゲーション

システムの急速な普及もあって、車両誘導に期する情報

提供の可能性は格段に高まってきている。 

本研究では、駐車場内外の交通流動に同時に目を向

け、「ITS技術を駆使した多彩な情報提供」と「複数の

駐車場をネットワーク化することによる出入口の共有・

複数化」により、大規模駐車場内外の交通流動を最適化

する駐車場管理システムを提案し、その効果についてド

ライバーの選好意識調査(SP調査)と交通シミュレーショ

ンによって把握することを目的とした。 
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２．ドライバーの駐車行動とニーズの分析 

 

ドライバーの駐車行動と駐車場利用に対するニーズ

を把握するため、都市計画駐車場と附置義務駐車場のネ

ットワーク化が予定される東京駅八重洲西駐車場にて、

RP(Revealed Preference)アンケートと車両挙動調査を

平成16年10月24日(日)に実施した。調査の実施内容を表

－１に示す。RPアンケートの回収部数は204部であった。 

表－１ 調査の実施内容 
調査項目 調査方法 

■ドライバーの駐車行動に関する不明点を

探る調査(現状把握) 

 

(1)駐車場利用に関するＲＰアンケート

調査 

降車直後のヒアリング

(2)駐車場内における車両挙動調査 調査員による観測 

ビデオによる観測 

(3)駐車状況調査 駐車券データの集計 

■駐車場管理システムの導入を想定したＳ

Ｐアンケート調査(将来予測) 

ヒアリング後に調査票

を配布(郵送回収) 

RPアンケートによると、自宅等の出発時から当該駐

車場の利用を考えていたリピーターが8割以上であった。

これらの人は他の駐車場を選択するための情報を必要と

しておらず、当該駐車場の満空情報(58.2％)と残りの空

き台数(39.1％)を要望していた。情報提供媒体には、カ

ーナビゲーション(48.1％)と路側情報板(44.2％)と出発

前より走行中の提供を期待する要望が高かった。 

駐車ますの選択については、空いていたのでなんと

なく(52.6％)というように、駐車ますの位置を想定しな

いまま入場し、目にとまった空き区画から停めていく傾

向が伺えた。このことより、駐車場規模が大きく進行方

向の分岐点が多数ある駐車場においては、分岐点付近で

速度低下やうろつき交通の発生が懸念されるため、場内

誘導が必要と言える。また、駐車ますの予約制に対する

ニーズは高く(51.7%)、特に身障者用のように数が限ら

れる駐車ますや、混雑時のように残りの空きが少ない状

況下でのニーズが高かった。 

車両挙動調査からは、特定の駐車ゾーンへの過度な

集中はなかったものの、満車に近い時間帯に空き駐車ま

すを探してうろついた車両が入庫車両の4割に上ったこ

とから、空き駐車ますへの誘導の必要性を確認した。 

 



３．駐車場管理システムの検討 

 

まず、駐車行動に関わる地区交通および駐車場内交通

の場面ごとに、交通流動や利便性の面から想定される検

討課題を整理した（表２）。ここで言う「地区交通」と

は、駐車場施設の周辺地区にという意味で用いている。 

表－２ 駐車場交通に関わる検討課題 

検討すべき情報提供 検討すべき管理手法

出発
～駐車場

駐車場選択に伴
ううろつき交通

駐車場利用状況
交通状況を考慮した最適ルート
提示

－

駐車場入口
満車による待ち
行列

待ちスペースがある入口への誘
導
周辺の空き駐車場への誘導

満車による入庫制限時にお
ける車両誘導方法

入口ゲート
発券に伴う一時
停止

－
入口ゲートの処理能力の向
上

駐車位置選択に
伴ううろつき交
通

目的施設別の駐車ます案内
空き駐車ますへの誘導

－

分合流や歩行者
横断による速度
低下

－ 動線計画の検討

特定出口への出
庫車両の集中

目的地と外部の交通状況を考
慮した出口への誘導

－

料金精算に伴う
一時停止

－
出口ゲートの処理能力向上
事前精算システムの導入

出庫以降
地区
交通

合流による接続
道路への負荷

出口の分散に資する接続道路
の交通状況

外部の交通状況に応じた出
口運用方法

駐車
場内
交通

入口ゲート
～駐車ます

駐車ます
～出口ゲー
ト

場面
交通流動を

阻害する要素

地区
交通

検討課題

区分

 

このような検討課題に対し、前章で分析した利用者

のニーズと駐車場ネットワーク化の考え方、ITS技術の

動向を踏まえて、駐車場管理システムを考案した（図－

１）。なお、本研究では「情報提供」と「駐車場のネッ

トワーク化」による交通流動や利便性の向上を目標とし

ており、満車時の緊急対応やゲートの処理方法、動線計

画については検討の対象外としている。当該駐車場に向

かう車に対しては、駐車場への円滑な誘導を目的として、

満空情報と残りの空き台数、周辺の交通状況を考慮した

最適ルートを提示する。駐車場に到着すると、駐車ます

への円滑な誘導を目的として、空き駐車ますへの誘導を

行う。出庫時には、出口・目的地までの円滑な誘導と接

続道路への円滑な合流を目的として、駐車場のネットワ

ーク化により複数となった出口の中から、目的地と地区

交通の状況を考慮した最適出口へ誘導する。各車両のカ

ーナビゲーションとの情報通信には、路車間の通信技術

が確立しているDSRC(狭域通信)を利用すると仮定した。 

 

【地区交通の課題】 
駐車場選択に伴う 
うろつき交通 

【情報提供 1】 
空車及び交通状況に配慮 
した最適ルートの提示 
(駐車場への円滑な誘導) 

【情報提供 2】 
空き駐車ますへの誘導 
(駐車ますへの円滑な誘導) 

【情報提供 3】 
目的地と外部の交通状況を考慮
した最適出口への誘導 
(出口と目的地への円滑な誘導)
(出口道路への円滑な合流) 

P 

カーナビへ 情報板へ 

【場内交通の課題】 
駐車ます選択に伴う
うろつき交通 

【場内交通の課題】
特定出口への過度な
車両の集中 

カーナビへ

カーナビへ 

【複数駐車場のネットワーク化】 
(出入口の共有・複数化) 

P 

出発 

出口 1 

入口 

出口 2

【地区交通の課題】
出庫車の合流による
交通容量の低下 入庫

出庫 

図－１  内外の交通状況を考慮した駐車場管理システム 

４．情報提供に対するドライバーの行動意向 

 

検討した駐車場管理システムについて、その情報提

供に対する利用者の行動意向を分析し、駐車場管理シス

テムの導入可能性を考察した。これは、利用経験のある

駐車場の場合、ドライバーは自らの経験や希望を優先し、

提供された情報に従わない可能性があるためである。そ

こで、(１)駐車ゾーンの選択行動と、(２)出口が複数あ

る場合の出口選択行動について、2者択一のロジットモ

デルをSP(Stated Preference)アンケートにより作成し

た。SPアンケートは既出のRPアンケート実施の際に調査

票を配布し、後日郵送で回収した。SPアンケートの配

布・回収状況を表－３に示す。 
 

表－３ SPアンケート調査の実施結果 

配布部数 288部 

回収部数 78部(回収率27.1％) 

 

（１）駐車ゾーンの選択行動 

駐車場入口に到着したドライバーが、駐車場管理シ

ステムにより場内の駐車ゾーン別混雑情報や空き駐車ま

すへのルート案内を与えられた時、「①自分の経験に基

づいて利用を希望する駐車ゾーン」と「②駐車場管理シ

ステムで誘導された駐車ゾーン」のどちらを選択するか

で、2者択一のロジットモデルを作成した。駐車ゾーン

の選択要因には「駐車ゾーンの満空状況」「目的施設へ

続く階段への距離」「経路誘導の有無」を設定している。 

206サンプルの有効回答から推定したパラメータを表

－４に示す。経路誘導の効果が大きく、提供情報に対す

るドライバーの信頼の高さが確認できた。 

 

（２）出口が複数ある場合の出口選択行動 

駐車場の出口が複数ある場合、駐車ますから出発し

て自宅等の目的地に向かう場面において、複数ある出口

のそれぞれから目的地までの距離の比較と交通状況が与

えられた時、「①目的地方向の道路に接続している出

口」と「②目的地と違う方向の道路に接続している出

口」のどちらを選択するかで、2者択一のロジットモデ

ルを作成した。駐車場出口の選択要因には「目的地まで

の距離」と「道路混雑による時間損失」を設定した。

209サンプルの有効回答から推定したパラメータを表－

４に示す。出口の先の渋滞情報の効果は大きく、提供情

報に対するドライバーの信頼の高さが確認できた。 
 

表－４ パラメータ推定結果 

駐車ゾーンの選択      駐車場出口の選択 

パラメータ t値
駐車ゾーンの満空 -1.7187 -3.46
階段への距離(m) -0.0319 -3.75
経路誘導(有無) 2.5255 3.97
尤度比
的中率
サンプル数

0.54485
84.95%
206  

パラメータ t値
目的地までの距離(m) -0.0035 -4.21
渋滞通過時間(分) -0.1598 -6.87
尤度比
的中率
サンプル数

0.44322
77.99%
209

 



５．交通シミュレーションによる交通流動の分析 

 

駐車場管理システムを導入した場合の交通流動に対

する効果について分析するため、交通シミュレーション

tiss-NETを用いて駐車場内外それぞれの交通流動の再現

を行った。ケーススタディは、東京駅八重洲口開発事業

における駐車場計画において実施した。 

 

（１）ケーススタディ 

－八重洲駐車場ネットワーク計画の概要 

東京駅八重洲口開発事業は、2011年3月の完成を目指

して、2つの超高層タワーとそれを結ぶ中央部のデッキ、

および地下駐車場から構成されている。駐車場部分につ

いては、従来292台であった都市計画駐車場が、地下2階

で299台・地下3・4階で243台の合計542台となる計画で

ある。さらに、南北2つ超高層タワーの開発に伴う附置

義務駐車場が確保されることになるが、ここでは都市計

画駐車場と併せた一体整備が計画された。これは、八重

洲駅前広場や八重洲西駐車場などの公共施設整備と八重

洲開発が同時期に整備されることから、八重洲西駐車場

（都市計画駐車場）と附置義務駐車場のネットワーク化

を図り、地上交通負荷の軽減を目的として、各種自動車

交通（一般用途・オフィス用途・物流）に関する出入口

の共有化・集約化により地区交通に寄与しようとするも

ので、この計画の特筆すべき点である。この駐車場ネッ

トワーク化により、現在はそれぞれ１箇所ずつである一

般道に接続する出入口が、入口1箇所、出口3箇所となる。

なお、八重洲西駐車場は、従来から地下で首都高速八重

洲線北行に接続している。これは今後も変わらないこと

から、この駐車場のネットワーク化により、新設される

附置義務駐車場からも首都高速が直接利用可能となる。 

 

都市計画駐車場(移設部分)

都市計画駐車場(既存部分)

附置義務 

駐車場 

(北棟) 附置義務 

駐車場 

(南棟) 

南棟出口(新設) 

八重洲西駐車場入口(既存) 

八重洲西駐車場出口(既存) 北棟出口(新設) 

八重洲中央口交差点 
呉服橋交差点

外堀通り 
八
重
洲
通
り

永
代
通
り 

 

図－２ 八重洲開発における駐車場計画図 

 

（２）駐車場内シミュレーション 

八重洲西駐車場の将来計画案(駐車容量542台)を対象

として個々の車両の駐車挙動を再現した(図－３)。シミ

ュレーション対象は、最も利用が予想される休日につい

て、午前6時から入庫ピークを過ぎた午後1時までとした。

駐車行動に伴う車両挙動の各種設定入力値は、既出の車

両挙動調査の結果を利用している(表－５)。 

 

 

表－５ 駐車場内シミュレーションの設定値 

交通量（ＯＤ） 既存データ（ピーク日）を利用 

入口ゲートの一時停止時間 7.5 秒 

駐車行動時の一時停止時間 22 秒 

一般道出口ゲートの一時停止時間 10 秒 

首都高出口ゲートの一時停止時間 25 秒 

車路の走行速度 8km/h（規制速度） 

駐車時間 既存データ（ピーク日）を利用 

 

 
図－３ 駐車場内シミュレーションの出力画面 

駐車場管理システムによる空き駐車ますへの誘導効

果を分析するため、空き駐車ますを探すうろつき行動を、

車両挙動を駐車ますが埋まる優先順位と走行経路の設定

により再現した。すなわち、駐車場管理システムがない

場合は、ある程度駐車ますが埋まってきた段階で、空き

駐車ますを探してうろつく車両を再現するため、地下2

階の299台のうち、車両挙動調査の結果を参考にしなが

ら、優先順位の低い41台分について、入口からの最短ル

ートではなく、一度奥の駐車ゾーンまで遠回りをしてか

ら駐車するように走行経路を設定した。一方、駐車場管

理システムがある場合には、ドライバーは空き駐車ます

への誘導に従いうろつき交通は発生しないとして、すべ

ての駐車ますに最短ルートで到着できるように設定した。 

空き駐車ます誘導の効果の分析として、空き駐車ま

すへの誘導の有無を再現した2つのシミュレーションそ

れぞれについて、午前6時から午後1時までに入庫→駐車

→出庫した車両の総走行距離を算出した。誘導がないと、

午前6時から午後1時までに入出庫した車両(542台)の空

き駐車ますを探すうろつき行動の総延長が18.1kmに上る

ことがわかり、誘導の効果と必要性が確認できた。 

表－６ 駐車場管理システム有無による走行距離の比較 

 総走行距離

(km) 

計測対象車両

（台） 

平均走行距離

(m) 

駐車場管理シス

テムなし 

（うろつきあり） 

477.87 542 2204.2 

駐車場管理シス

テムあり 

（うろつきなし） 

459.73 542 2120.5 

差(うろつき延長) 18.14  83.7 



（３）地区交通シミュレーション 

八重洲西駐車場の将来計画案（一般道：入口1箇所・

出口3箇所、首都高速：入口1箇所・出口1箇所）を対象

に、接続道路である外堀通りの車両挙動を再現した(図

－４)。シミュレーション対象は、平成32年交通量推計

におけるピーク1時間とした。入力ＯＤについては、通

過交通のほか、駅前広場に発生集中する車両（バス・タ

クシー等）についても予測値を用いて設定した。 

駐車場管理システムによる目的地別の出口誘導の効

果を分析するため、3箇所の出口から出庫する車両の割

合を変動させて、パターン計算を行った。シミュレーシ

ョン対象の1時間に出庫する282台を、表－７のように各

出口に配分した。 
 

 

図－４ 地区交通シミュレーションの出力画面 
 

表－７ 出庫車両の出口配分 

＜駐車場管理システム(出口誘導)なしの場合＞ 

 

＜駐車場管理システム(出口誘導)ありの場合＞ 

 

駐車場管理システムにより出口誘導の効果の分析と

して、代表的な交差点間の旅行時間を計測した結果が図

－５である。出口誘導を行わないと、特に南棟からの出

庫車両を原因として駅前交差点付近に滞留が発生し、時

間損失を生じることがわかった。これに対し、目的地方

面別に出口誘導を行った場合は、時間損失は生じておら

ず、地区交通への負荷軽減に対して出口誘導の効果があ

ることが確認できた。 
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図－５  区間平均旅行時間の比較 
 

６．まとめと今後の課題 

 

本研究では、ITS技術を駆使した情報提供と複数の駐

車場のネットワーク化による出入口の共有・複数化で、

大規模駐車場内外の交通流動最適化を試み、ドライバー

のニーズの把握のもと、うろつき交通の削減に対する空

き駐車ます誘導の効果と、地区交通への負荷軽減に対す

る方面別出口誘導の必要性を確認した。今後は、利用者

の属性や駐車場と接続道路の幾何構造の違いを考慮した

事例分析を重ね、実際のシステム運用に関する知見を増

やしていく必要がある。 
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 呉服橋左折 呉服橋直進 呉服橋右折 駅前右折 合計

北棟出口 19 12 11 － 42

都市計画出口 36 24 21 － 81

南棟出口 50 47 14 48 159

合計 105 83 46 48 282

 呉服橋左折 呉服橋直進 呉服橋右折 駅前右折 合計

北棟出口 44 0 0 － 44

都市計画出口 61 51 0 － 112

南棟出口 0 32 0 94 126

合計 105 83 0 94 282

 

呉服橋交差点

鍛冶橋交差点

駅前交差点

出口 2 

P 

出口 1 

出口 3 

東
京
駅 

400m

300m

※出口は左折出庫のみ 

入口 

道路網略図 



<<
  /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


