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１．はじめに 

 

 九州では多くの中山間地域に属する集落が過疎に直面

しており、その持続可能性に課題を抱えている。これら

の集落では、基幹産業である農林業の不振にあえいでい

るが、道路や産業団地等の基盤施設整備を行なってその

地域の経済発展を期待する「経済開発的アプローチ」は

必ずしも有効でなかった現状がある。また、今後の人口

減少・少子高齢化社会における社会基盤施設への投資余

力の縮小を考えると、この種のアプローチのみによる地

域活性化には限界があろう。この認識から、住民の意欲

や誇りの醸成をまず達成し、そこから経済的発展を目指

す「社会開発方式」の重要性が高まっている1)。この考

え方はまた、近年のまちづくり等で注目されているソー

シャル・キャピタル2),3)とも通底するものである。 

また、住民の意欲や誇りの醸成において外部者との交

流が重要な役割を占めること4)-6)、交流で築かれる外部

者とのネットワークそのものがソーシャル・キャピタル

として考え得ることを踏まえると、上述のような活性化

において外部者との交流は重要といえる。 

 さて、宮崎県高千穂町秋元集落では、平成7年以降、

主に福岡市博多部住民をはじめとした外部者との交流活

動を続け、住民の意欲や誇りの醸成、むらづくり活動の

活性化に一定の成果を修めているところである。本稿で

はその活動を紹介するとともに、その内容と成果に関し

分析し、その上で、交流を基軸としたコミュニティ活性

化のあり方に関し若干の考察を行なうものである。 

 

２．分析の枠組み 

 

 本稿では、第3章で秋元集落の社会経済的状況および

交流の経緯を概観し、第4章で交流を通じたコミュニテ

ィ活性化に関する分析を行なう。分析は、a)ヒアリング

調査で収集された住民の交流に関する評価にもとづいて、

各々の評価とAGIL図式1),4)上の関係を把握することで社

会開発方式上の進展度を明らかにし、また、各評価とソ

ーシャル・キャピタルの成立要件である規範・信頼との

関係、社会的ネットワークの性格（Bonding, Bridging
型）を明らかにして、交流のコミュニティ活性化上の成

果を明らかにする。次いで、b)交流で形成された外部者

のネットワークの規模、構成メンバーの特徴に関し明ら

かにし、ソーシャル・キャピタルの成長に関し評価する

ものである。 
 また、第5章では、著者らが先に提案した交流マネー

ジメントの枠組み7)用い、戦略的な交流プログラム構成

の観点から本交流を検証する。 
 

３．秋元の概要および交流の経緯 

 
 秋元は、高千穂町の南部、海抜380～500mの山間部に

位置する山間集落である（写真－１参照）。町中心部か

ら約12km、車で約20分の距離にあり、主たる収入は中

心部での就業から得ている兼業農家も多い。人口は、図
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図－１ 秋元集落の人口変化 



－１に示すように年々減少しており、集落の持続可能性

については住民の多くが懸念を抱いているところである

（平成7,11年についてはデータが欠損している）。 
集落では、将来の持続可能性に関する危機感への対

応と共に、日常の生活に喜びやリズムをもたらすことも

意図して、中堅男性（グリーンクラブ）や中堅女性（ル

ージュクラブ）を中心とした集落活動を継続してきた。 
秋元集落が交流を通したコミュニティ活性化に踏み出

したのは平成7年である。交流活動の経緯と内容を表－

１に示す。交流のきっかけは、平成7年秋に、第1著者と

「博多ごりょんさんの会」会員が第3著者の招きで夜神

楽を訪れ、秋元の女性と出会ったことである。 
 翌年の平成8年夏、今度は博多山笠の見学にルージュ

クラブ会員が博多を訪れ、ごりょんさんの会との交流会

を持った。この際、農村と都市との違いはあれ、過疎化、

伝統的祭の維持等の共通の問題が発見され、女性同士の

交流を継続することが確認された。 

 その後、グリーンクラブもこの交流に加わり、平成9
年から博多山笠に参加し、以降、山笠の担い手との交流

を継続している。また、平成11年からは宮崎大学の研究

室合宿を秋元で実施し、教員・学生と地元住民との交流

会も行なわれている。 

平成11年頃からは、博多ごりょんさんの会の一部メン

バーおよびその家族や友人で構成されるグループ「博多

親戚クラブ」が自ずと形成され、以降の秋元の交流活動

を積極的に担っている。稲刈りツアー等のグリーン・ツ

ーリズム体験、研究室合宿と合同でのワークショップの

開催は、秋元の中堅グループのみならず、高齢者、子供

（小中学生）も参加する交流機会となっている。また近

年のワークショップは、積極的に集落の将来展望を考え

る機会として企画されるようになってきた。 

 さて、以上の交流の経緯をその内容から性格づけると、

表－１右欄に示すように3つの期に区分することができ

よう。すなわち、第1期は交流の初動期であり、出会い

の時期であった。第2期は、博多親戚クラブの形成と個

人ベースの交流の発展期であり、信頼醸成の時期といえ

る。また第3期は、第2期で形成された個人ベースの信頼

規範/信頼 Network
H14以前 共感

博多の人たちも過疎化、高齢化、伝統といった我々と同じ問題を

抱えていることがわかって共感を持てた。
L 規範 Br./Bo.

秋元での責任感覚の強化

夜神楽にもっと真剣に取り組まないといけないと思った。 L, I 規範 Bo.
第1期 我々の伝統はどんなことをしても守り抜かないといけない。 L,I 規範 Bo.

我々の交流経験をほかの住民にも教えてあげたい。 I 規範 Bo.
我々の交流経験をほかの住民たちと分かちあいたい。 I 規範 Bo.

発見と自信の強化

今まで何もないと思っていたが、多くの大切なものに気がついた。 L 規範 Bo.
今まで価値がないと思っていたものが大切であること気づいた。 L 規範 Bo.
コンサートの企画・実施によって自信がついた。 I,G 規範・信頼 Bo.
秋元にすむことの誇りを得ることができた。 L,I 規範 Bo.

WS(2) 子供たちの感想
H15.8 秋元がとてもすばらしい村であることに気づいた。 L,I Bo.

知らなかったことがたくさんあることに驚いた。 L Bo.
将来も今のままの秋元であってほしい。 L Bo.

第1期 成人の感想

子供たちがやったことに本当に感動した。 I,G 規範 Bo. 
子供たちのしたことにより、秋元の本当の価値に気がついた。 L 規範 Bo. 
子供たちのすばらしい力に気がついた。 L,I 規範 Bo.

WS(3) 発見と自信の強化
H15.12 人と人との関係を考えるようになった。 L,I 規範・信頼 Bo./Br.

秋元にすむことの誇りを持てるようになった。 L,I 規範 Bo.
秋元住民であることを誇りに思える。 L,I 規範・信頼 Bo.
秋元にすむ決心をしたことを改めて思い起こした。 L,I,G 規範・信頼 Bo.
秋元はすばらしい村であることがわかった。 L 規範 Bo.
秋元の住民同士のつながりはよいことがわかった。 L,I 規範・信頼 Bo.

秋元での責任感覚の強化

夜神楽に一生懸命取り組まないといけないと思った。 L,I 規範 Bo.
田舎の住むことの意味を理解できた。 L 規範 Bo.

第2期 秋元集落の持続可能性

集落には収入源がないので後継者が残らない。 A Bo.
交流のみでは就業機会や収入増大にはつながらない。 A
退職後の収入を確保する方法が必要である。 A
10年後は秋元の人口は半分になるだろう。 I,L
就業機会が少ないので、子供たちに帰ってこいとは言えない。 I,A
退職後の収入確保の方策について今から考えないといけない。 A

交流の意味の気づき

我々の村の将来を交流を通じて考えないといけない。 A,G Bo./Br.
我々には交流によって築かれた幅広い人的ネットワークがある。 A,G Br.
交流は結局、楽しみにしかなっていない。 G
交流では経済的活性化は導けない。 A

経済および将来展望

秋元の風景は外の人の力を借りてでも守らないといけない。 L 規範・信頼 Bo./Br.
我々の産物のブランド化が必要である。 A
村には商品となりそうなものはある。 A
交流によって得た人的ネットワークは我々のアドバンテージである A Bo./Br.

ヒアリング秋元の変化
H19.3 山笠で刺激を受け子供を集落行事に参加させるようになった。 L,I 規範 Bo.

山笠への参加は日常生活にはりを与えてくれた。 L,I Bo.
高齢者の外部の人の見方が変わった。 信頼 Br.
交流は高齢者にも日常生活のはりを与えている。 L,I Bo.

発見と学び

第3期 交流によって自分自身を知ることができる。 L,I 規範 Bo.
交流とは学ぶことである。 L,I 規範 Bo./Br.
交流を通じて、自分が秋元に何ができるのかがわかった。 I 規範 Bo.
他の過疎集落から学ぼうとする人が出てきた。 G,A 規範 Bo./Br.
我々の人生の目的は集落を守ることである。 G,A 規範 Bo.
博多との交流は続けたい。 I,G 信頼 Br.

経済

稲刈りツアーは労働力としても助かっている。 A Br.
何人かの住民は新たな収入源確保の方策を研究し始めた。 G,A Bo.
Notes: 1) A,G,I,L: AGIL図式上の位置づけ,  2)  Bo: Bonding, Br.:Bridging

年 住民による評価
ソーシャルキャピタルLIGA

表－３ 住民による交流活動の評価 

表－２ ヒアリング対象者 

成人 高校生以下
H14以前 - -
WS (1) H15.8 20 7
WS (2) H15.12 15 0
ヒアリング H19.5 8 3

参加者

表―１ 秋元の交流活動の経緯 
年 月 交流機会 場所 参加者 期

H7 11 夜神楽 秋元 ごりょんさんの会／ルージュクラブ
H8 7 山笠見学ツアー／女性交流会 福岡 ごりょんさんの会／ルージュクラブ

8 研究室合宿 秋元 大学生／秋元住民
11 夜神楽 秋元

H9 5 山笠説明会 秋元 山笠役員／秋元男性 1
7 山笠 福岡 グリーンクラブ

交流会 福岡 ごりょんさんの会／ルージュクラブ
11 夜神楽 秋元

H10 7 山笠 福岡 グリーンクラブ
11 夜神楽 秋元

H11 7 研究室合宿 秋元 研究室学生／秋元住民
7 山笠 福岡 グリーンクラブ

10 稲刈りツアー 秋元 博多親戚クラブ／秋元住民
11 テレビ番組取材 秋元 秋元住民
11 夜神楽 秋元

H12 7 山笠 福岡 グリーンクラブ
8 研究室合宿 秋元 研究室学生／秋元住民
8 公民館活動発表会 M グリーンクラブ／ルージュクラブ
9 公民館活動招待講演 福岡 グリーンクラブ／ルージュクラブ

10 稲刈りツアー 秋元 博多親戚クラブ／秋元住民 2
11 夜神楽 秋元

H13 7 山笠 福岡 グリーンクラブ
11 夜神楽 秋元

H14 5 山菜ツアー 秋元 博多親戚クラブ／秋元住民
5 夜神楽衣装の再生開始 福岡 博多親戚クラブ・ごりょんさんの会メンバー
7 山笠 福岡 グリーンクラブ

11 夜神楽 秋元
12 クラッシックコンサート 秋元 音楽家（博多親戚クラブメンバー）

秋元住民／福岡・宮崎関係者
H15 7 山笠 福岡 グリーンクラブ

8 研究室合宿／ワークショップ(1) 秋元 研究室学生／秋元住民／博多親戚クラブ
11 夜神楽 秋元
12 研究室合宿／ワークショップ(2) 秋元 研究室学生／秋元住民

H16 7 山笠 福岡 グリーンクラブ
7 研究室合宿／ワークショップ(3) 秋元 研究室学生／秋元住民

博多親戚クラブ／東京関係者
11 夜神楽 秋元

H17 5 研究室合宿／ワークショップ(4) 秋元 研究室学生／秋元住民／東京関係者 3
7 山笠 福岡 グリーンクラブ
8 コミュニティバス研究開始 秋元 研究室学生

11 夜神楽 秋元
H18 5 山小屋維持管理 福岡 グリーンクラブ／博多親戚クラブメンバー

7 山笠 福岡 グリーンクラブ
10 稲刈りツアー 秋元 宮崎・福岡関係者／秋元住民
11 夜神楽 秋元



を元に多様な人々を巻き込みながら集落の将来像を模索

し始めた目標形成の時期といえよう。 

 

４．交流を通じたコミュニティ活性化 

 

(1) ヒアリング調査の概要 

 本章では、表－１で示したような交流活動に対する地

元住民の評価、およびそれら評価のコミュニティ活性化

上の意味に関し検討する。住民の評価は、ワークショッ

プおよびヒアリング調査における住民の発言によるが、

その参加者人数は表－２に示すとおりである。なお、平

成14年以前の評価に関しては交流活動中および活動後の

住民の発言を一括して扱っているために参加人数は不定

とした。 

 

(2) 住民による交流の評価 

 表－3に住民の評価発言のうち主要なもの整理する。

各評価発言がA, G, I, L（文献1),4)で紹介された「糧」

「舵」「絆」「礎」に対応する）、および社会的ネット

ワークの特性としての「規範」「信頼」、「Bonding」
「Bridging」と関連がある場合に、その内容を表中に示

している。 
 表より明らかなように、交流初期は、L, I、および

Bondingに関連する評価が多かったが、交流の継続と共

にG,AやBridgingに関連するものが増えている。これは、

交流によって社会的な価値基盤(L)や連帯意識(I)がコミュ

ニティ内部で確認され(Bonding)、それが経済的基盤(A)
や目標確立(G)、コミュニティ外部との連携(Bridging)に
意識が変化したことを示している。 
 なお、個別の評価内容をみると、「日常生活にはりが

できた」等の直接的な効果の他、「秋元に住むことの誇

りを持てた」等の誇りや自信の回復、「秋元のすばらし

さに気づいた」等の価値観の転換があり、また、「神楽

に真剣に取り組むようになった」「村での自分の役割が

わかった」等の役割認識の強化がみられる。さらに、

「交流によって自分自身を知ることができる」や「交流

とは学ぶことである」等、他者との交流の意味を理解す

る評価があることは、交流の大きな成果といえよう。 
他方、経済的活性化や集落の持続可能性については、

「交流によって経済的活性化は導けない」「交流は楽し

みにしかなっていない」という否定的意見もあるが、

「交流によって得られたネットワークは資源である」

「グリーン・ツーリズムは労働力としても助かってい

る」等の評価もあり、交流に対して一定の期待は持ちな

がらも打開策を見いだせていない状況が伺える。 
 
(3) 社会的ネットワークの変化 
a) ネットワークの拡大 
 表－４に、第1,2,4回目のワークショップの参加者を示

す。ワークショップは必ずしも外部者数の拡大が目的で

はないが、成人外部者の参加が増加したことがわかる。

また、秋元成人の参加者は常に20名以上あり、多くの住

民が多様な外部者と直接ふれあう機会が確保されている

といえよう。その場はまた、秋元の子供と大学生にとっ

ては教育の場ともなっている。 
b) 多様なネットワーク構成メンバー 
 秋元と交流に参加する外部者の特徴は、専門家・技術

者の多さとリピーター率の高さである。表－５は、交流

に参加した技術者・専門家の一覧を示す。その多くが3
回以上の交流に参加するリピーターであることがわかる。

専門知識や技術を持つ外部者は住民にとって魅力的であ

り、それゆえ表－３に示したように「ネットワークは財

産である」「交流とは学ぶことである」等の評価を得て

いると考えられる。外部者もまた、秋元住民の人柄、ラ

イフスタイル、自然等に魅了され、リピーターとなって

いるが、外部者の評価に関しては稿を改めて論じたい。 
 
５．交流マネージメントからの評価 
 
 以上のように、秋元における交流は、経済的活性化に

は到達しえてないものの、一定の成果を得ていると言え

る。ここでは、交流が10年以上にわたって継続した理由

や、成果を得ることができた理由について、交流マネー

ジメントの考え方7)から検討する。 
交流マネージメントは、交流イベント(プログラム)の

企画や実施、その支援策、その他交流と直接・間接的に

関連する活動を、「来訪・訪問機会の確保」「出会いの

支援」「交流の継続」の枠組みから整理し、交流の促

進・維持に関する仕組みを評価しようとするものである。 
表－６は、秋元での交流に関わる諸活動を、第1～3期

の流れに沿って、交流マネージメントの枠組み上に整理

したものである。表より、時間の経過とともに訪問・来

表－４ WS参加者の変遷 

成人 子供 学生 成人

WS (1) H15.8 20 7 10 13
WS (2) H15.12 25 7 13 10
WS(4) H17.5 20 - 10 20

秋元 外部

表－５ ネットワーク構成メンバー 
デザイナー Ds1* (T) Ds2(T) Ds3(T) Ds4(T)
建築士 Arc* (F, S)
土木技術者 CE1*(F, S) CE2(M)
プランナー Pl1*(M, S) Pl2*(T) Pl3(T)
県技術職員 PO1*(M) PO2*(M) PO3(M)
市町村職員 MO1(M)
コンサルタント CE1(M)
カラーコーディネータ CC1(F)
音楽家 M1*(F, S) M2*(F, S)
工芸家 C1*(F,G,S) C2(O)
ボランティアグループ V1*(F,G,S) V2*(F,G)
注 1): * リピーター (３回以上の参加)
注 2): T: 東京, F: 福岡, M: 宮崎, O: 大分
注 3): S: 親戚クラブ, G: ごりょんさんの会



訪機会の種類が増加していること、またそれは、祭りベ

ースの交流からより個人と個人の繋がりで実施されるグ

リーン・ツーリズムや、多人数を参加者としながら対話

を促進するワークショップに変遷しているといえる。 
 また、個人ベースの出会いの支援については、初期の

段階から、民家宿泊や集落の多くの住民が参加する懇親

会が機能したと言えよう。さらにグリーン・ツーリズム

やワークショップは、住民と外部者が共同作業を行なう

ものであり、個人間の出会いを支援したと考えられる。

また、表には示していないが、各イベントにおいてはで

きるだけ外部者数が住民の参加者数より少数であること、

外部者については交流に共感できる人にのみ参加を呼び

かけたことも、個人ベースの出会いを成功させる鍵であ

ったと考えられる。 
 交流を継続させる機能としては、表－３で「子供たち

がやったことに感動した」と評価されたように、ルージ

ュクラブが発行していた集落誌（ルーラルタイムズ）や

ワークショップ報告書の回覧等が、交流の意味を振り返

りながら次の交流への期待を醸成する機能を有していた

と考えられる。また、表には記していないが、交流イベ

ントの企画・実施は、比較的期間をおいて負担が過大に

ならない程度に抑えられていたことも、継続の要因とし

て考えてよいだろう。 
そして何よりも、以上の全体をコーディネートしたキ

ーパーソンのネットワークの役割は重要である。図－２

は、交流の戦略・企画の立案の議論を担ってきたキーパ

ーソンの繋がりを示したものである（記号は表－５に示

したものと同様である）。この場合の繋がりとは、日常

的に面会あるいは電話等でやりとりできる関係を示す。

図より明らかなように、親戚クラブメンバーの存在が特

徴的である。親戚クラブはその内部で密接な繋がりを有

するとともに、秋元の複数のキーパーソンとも直接的に

繋がることにより、秋元の窓口的な位置を占めていると

いえる。実際、その名が示すように、構成メンバーは家

族単位で参加し、また秋元住民とも家族単位の交際すな

わち疑似親戚的な交際を保っている。疑似親戚的な人々

を窓口とすることにより、互いに安心感が生まれている

ことも、交流が継続した一つの理由であろう。 
 

６．おわりに 
 
本稿は、高千穂町秋元集落における外部との交流を通

したコミュニティ活性化の試みを紹介し、その内容や成

果に関し、AGIL図式、ソーシャル・キャピタルの観点

から分析を行なったものである。この結果、秋元におい

ては、コミュニティ内部の基盤が強化され、また外部と

の繋がりも拡大・強化されたことが明らかになった。 
本稿はまた、以上のように交流が一定の成果をあげる

ことができた要因に関し、交流マネージメントの枠組み

を用いて考察した。本集落の交流戦略や交流プログラム

の企画・実施においては、「来訪・訪問機会の確保」

「出会いの支援」および「交流の継続」が機能するよう

な方策が用意されていることが明らかになった。 
なお本稿は、著者らが関与しながら進めているコミュ

ニティ活性化活動の中間報告である。共に活動を行なっ

ている関係各位にここに記して謝意を表するものである。 
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図－２ キーパーソンのネットワーク図 

表－６ 交流活動の交流マネージメント上の位置づけ 
交流マネジメントの 第３期

対象 目標形成

訪問・来訪機会の 夜神楽
確保 山笠

グリーンツーリズム
都市ツーリズム

研究室合宿
ワークショップ

ワークショップ

出会いの支援 民家宿泊
懇親会

共同作業

交流の継続 ルーラルタイムス
回覧板

リーダー間の計画会合

特徴 祭ベース 個人ベース グループベース

リーダー的メンバーの増加

娯楽
発見 多様化

第１期 第２期
出会い 信頼醸成



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /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

  /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


