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バス事業者と利用者が新たなサービス改善の取組による採算ラインを予め設定し，それを下回った場合には

事業者はその取組を止めるという契約に基づき，バス料金の値下げや路線新設などを行うバストリガー制が注

目されている．本研究では，金沢大学と北陸鉄道とで結ばれたバストリガー契約を，両者がこの契約に協力す

るか協力を放棄するかという長期間のゲームと捉え，1) 無限繰り返しゲームを用いて，金沢バストリガー契約

に対する両者の時間経過に伴う意思決定過程の解釈を行うこと，2) バストリガー制度を長期に渡って継続させ

ていくための適切な運賃水準と目標収支の設定を行い，バストリガー制の導入可能性を検討することを目的と

する．  
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1. はじめに 
 

乗合バスは地域の日常生活を支える公共輸送サービス

の役割を担ってきた．都市部では，自動車の代替手段と

して，交通混雑の解消などに貢献しているだけでなく，

これからの日本が直面する更なる人口減少・少子高齢化

社会による 高齢者などの交通弱者に対する移動手段と

してもその役割は極めて重要である．地方部では地域住

民のモビリティを保証する唯一の公共交通機関でもある．

また，自動車依存によるリスクの増大，地球温暖化にお

けるCO2排出量の削減目標，交通渋滞の解消，土地利用

と交通の連携といったさまざまな社会問題の観点におい

ても主となる存在である．しかし，乗用車の利便性の向

上・普及や少子高齢化にみられる人口構造の変化や地域

住民の生活パターンの多様化などにより，全国の都市で

バス利用需要の減少傾向にあり， バス事業の経営悪化が

深刻化している． 

熊本都市圏においても，自動車利用者数の増加の反面，

路線バスの利用者数は，この 20 年間で半減し，ここ 10

年間でも3割近く減少している．そのなかで，前述のと

おり公共交通機関の果たす重要性から，熊本市としても

バス事業者に対する運行補助等の施策を実施してきた．

しかし，その運行補助も年々増加し，市交通局において

は，バス事業への一般会計からの繰出金が毎年10億円を

超える状況になっている．このような状況をふまえて，

熊本市は，将来にわたって利便性の高いバスサービスを

提供するため，「熊本市地域公共交通連携計画」を策定

し，バス路線網再編や利用促進策を実施しているところ

である． 

このような厳しい経営状況の中，官と事業者が協力を

してMM等のさまざまな利用促進を行ってきたが，バス

利用者の減少に歯止めがかからないのが現状である．こ

の結果，利用者の減少がバスの減便等の利便性低下を招

き，これにより更なる利用者の減少を誘発するという悪

循環が形成されており，この関係は，交通事業者に新た

な利便性向上策の展開を躊躇させている．この流れを断



ち切り，交通事業者が積極的な利用促進策を展開できる

状況をつくっていくことが重要である．そこで現在，利

用者側の協力を促すために，利用者の理解を高めかつ具

体的な協力への責任を持ってもらうことに焦点を当てた

政策としてバストリガー制度が注目されている． 

 本研究では，金沢大学と北陸鉄道とで結ばれたバス

トリガー契約を，両者がこの契約に協力するか協力を放

棄するかという長期間のゲームと捉え，1) 無限繰り返し

ゲームを用いて，金沢バストリガー契約に対する両者の

時間経過に伴う意思決定過程を解釈すること，2) バスト

リガー制度を長期に渡って継続させていくための適切な

運賃水準と目標収支の設定を行い，バストリガー制の導

入可能性を検討することを目的とする． 

 

 

2. バストリガー制度 
 

バストリガー方式とは，市などの行政の仲介のもと，

バス事業者と利用者が合意（バストリガー協定の締結）

の上でバス運賃や路線の新設・延長，運行ダイヤの増便

などを決定するもので，新規取組路線に関する採算ライ

ン（利用者数による指標設定を想定）を設定し，それを

下回った場合は取組を止めることができるという方式で

ある．この方式は，交通事業者にとっては，事業展開の

実効性を高めるとともに，期待した効果が得られなかっ

た場合の責任を利用者と分け合うことによるリスクの軽

減がメリットとなり，一方，利用者にとっては，積極的

かつ継続的にバスを利用するという一定の責任を担う代

わりに利便性の向上が実現されるという，努力・責任・

リスクを担いつつ双方に利点がある win -win の関係に

より成立している．この取り組みは利用者に対して，公

共交通利用のインセンティブを賦与することにもなり，

利便性向上とそれによる利用者の増加が，さらなる利便

性向上を生む好循環の創出につながるものと期待してい

る．また，「トリガー」とは，「引き金・誘因」のこと

で，動きになぞらえ目標が達成できなければ元に戻すと

いうことを本来の由来とする造語であるが，公共交通活

性化の「引き金」となって欲しいという思いも込められ

ている． 

具体的な事例として，金沢大学と交通事業者（北陸鉄

道）が，金沢市の仲介のもとに協定を締結した「金沢大

学地区金沢バストリガー協定」について紹介する．この

取組の背景に，平成 14 年から香林坊～武蔵ヶ辻間の運

賃の100 円化（従前200 円）により乗客数が大幅に増加

したことと，アンケート調査結果により，旭町周辺～角

間キャンパス間の 100 円運行により多くのバス利用転

換が予測されていたことがあげられる． 

平成17 年10 月に，本市から北陸鉄道に対して，大学

生等の利用増加につながる料金低減策を検討することな

ど，公共交通の利便性向上に向けた取組について要請を

行うとともに，金沢大学に対して，前述のバストリガー

方式による取組を提案した．金沢市にキャンパスがある

金沢大学は，市中心部から離れた山奥にあるために，自

動車による通学をする学生の数が増加していた．そのた

め，学生が絡んだ交通事故の発生や限られた敷地内での

駐車場の確保が困難になるなどの問題が発生し，大学側

としても解決策を模索していた．また学生の利便性向上

にもつながるメリットもあった． 

当初，市中心部から大学まではバス路線が敷かれてい

たが， 終便が早い，休日の便数が少ないなどの理由か

ら，利用者数は少なかった．そこで，平成 18年度，金沢

大とバスを運行していた北陸鉄道との間で契約を締結し，

バストリガー制度を導入することとなった．その契約内

容は，「旭町（金沢市中心部）～金沢大学キャンパス間

で乗車し，かつ降車する場合は現行のバス運賃を100円

とするが，基準年度（平成17 年度）に対象路線から得ら

れた収入を実施年度に対象路線から得られた収入が超え

なければ，以前の運賃に戻すことを条件とする」という

ものだ．上記の対象路線については図-1に示す．この契

約により，図-2に示すように，バス事業者である北陸鉄

道は対象路線の便数を増加するなどサービスの向上に努

め，利用者である大学側も利用頻度を増やすような呼び

図-1 金沢バストリガー路線

図-2 金沢バストリガーの月別利用者数実績 



かけを行うなど，契約維持のために両者が努力している

点が特徴である．また契約を維持することが両者にとっ

てプラスであることも重要である． 

金沢大学と北陸鉄道間で交わされた金沢市のバストリ

ガー制度では，制度継続の目標ラインをトリガー制導入

前の基準年度（平成17年度）の運賃収入を上回るために

必要な利用者数としている．平成18年度から平成21年

度の利用者数はこの目標ラインを越え，それぞれ 2.21，

2.73，3.01，3.01 倍となっており，順調なように見える．

しかし，北陸鉄道はこの契約の破棄を希望していた．そ

の理由は，平成 17年度の運賃収入から算定される目標ラ

インは上回っているものの，例えば車内混雑緩和のため

の増便やバスの新車購入など，この利用者数へ適切なサ

ービス提供するための費用が大幅に増加するために，こ

の総費用が総収入を上回り，収支が赤字になったためと

言われている． 

このような経緯から，バストリガー制度を導入する際

は，目標ラインの指標を事前の運賃収入ではなく，収支

にすることが肝要である．また，バストリガー制度は，1

年ごとに，利用者側が目標利用者数を達成するか否かで，

バス会社側が次年度の契約を維持するか破棄するかを決

定する長期的な制度であることから，導入可能性を検討

する場合は静的でなく，動的な分析・シミュレーション

を行うことが必要である． 

 

 

3. 金沢バストリガーの利用実績を用いた分析 

 

(1) プレイヤーの設定と契約の設定 

収入による契約を結んだ金沢バストリガーでは，利用

者の増加に伴って必要となる増便などによって増加する

費用をあらかじめ考慮していなかったために，バス会社

側の収支（収入-収支）が悪化する結果となった．このよ

うな状況を無限繰り返しゲームで説明できるかを検証す

る． 
 金沢バストリガーのゲームで対戦するプレイヤーは 2

人であり，バス会社である北陸鉄道をプレイヤー1，金沢

大学をバス利用者の学生集合としてプレイヤー2 として

対戦を行う．ゲーム理論では，両プレイヤーは独立な意

思決定主体であるとともに自身の戦略を完全にコントロ

ールできなければいけない．従って，バス利用者が学生

や教員である以上大学は戦略をコントロールできないよ

うに思える．しかし本研究では，協議会のような大学内

での組織を仮定することで，あたかも1人のプレイヤー

のようにふるまっていると考え，この組織によって，学

生または教員のバス利用者数をコントロールできるもの

としている．また，プレイヤー1 はバストリガー制度の

対象区間の運賃を160円から一律100円に引き下げるの

に対して，プレイヤー2は，1 ヶ月でバストリガー導入前

のプレイヤー1 の収支（収入）を上回るだけの目標利用

者数 18,474 人（バストリガー制度導入前は 9,757 人）以

上を提供するという契約を結ぶとする．プレイヤー1 は

運賃を 100 円とすれば協調(C)，160 円とすれば裏切(D)

とする．一方，プレイヤー2 は設定された目標利用者数

を提供できれば協調(C)，提供できなければ裏切(D)とす

る．なお，運賃 160円は，対象区間の 小料金から 大

料金まで 10 円ずつ運賃を増加させて平均をとったもの

である．また，バストリガー制度導入前の利用者数は，

H17～H22 年の北陸鉄道の利用実績から 1 ヶ月あたりの

利用者数に換算したものである．表-1にプレイヤーと契

約内容を示す． 

 

(2) 同時ゲームの利得表 

従って各プレイヤーの利得を計算して作成された同時

ゲームにおける表-2の利得行列は，表-1に示した金沢バ

ストリガー契約のバス料金と利用実績から算出された1

表-1 プレイヤーと契約内容 

プレイヤー1 
バス会社（北陸鉄道） 

プレイヤー2 
大学（金沢大学） 

強調(C) 裏切り(D) 強調(C) 裏切り(D) 

運賃100円 運賃160円*1 バス利用者18,474人/月 バス利用者9,758人/月*2 

注）*1：運賃160円はバストリガー対象地域の運賃の平均値 
  *2：バス利用者9,758人/月は平成17～22年度の対象路線の利用実績の平均値

 

表-2 利得表 

金沢大学 
北陸鉄道 

強調(C) 
バス利用者数18,474人 

裏切(D) 
バス利用者数9,757人/月 

強調(C) 運賃100円 （+29, +111-φ） （-59, 59） 

裏切(D) 運賃160円 （+139, 0-φ） （0, 0） 

注）（ ，）内は，左が北陸鉄道，右が金沢大学の利得で有り，単位は万円/月 

 



月当たりのものである．大学側の利用者数は，バストリ

ガー導入前後の利用実績の1月当たりの平均利用者数と

している．また，バストリガー導入前の状態での両プレ

イヤーの利得（利益）を共に0に基準化し，他の場合の利

得を算出した． 

ここで，φ は大学側の広報費や利用者がバスへ転換す

るのにかかる負荷を費用に換算したものである．つまり，

大学は大学関係者がある種の協議会を作り，あたかも一

人のように振る舞うプレイヤーと見なし，大学が目標利

用者数を獲得するためには費用φがかかると見なしてい

る．この同時ゲームの場合，バス会社は支配戦略を持ち，

その支配戦略は裏切(D)である．一方，大学にとっては，

φ=0 のときに協調(C)が弱支配戦略となる．φ≧52のとき

は，大学に支配戦略，弱支配戦略は存在しない．この場

合，バス会社の支配戦略が裏切(D)であることから，大学

は対抗措置として裏切(D)を選択する．φ>52 のときは，

大学は支配戦略を持ち，それは裏切(D)である．従って，

φ>0 のとき，このゲームの均衡は両者裏切(D)となり，囚

人のジレンマ状態にある． 

 

(3) 無限繰り返しゲームへの展開 

1 章でも述べたように，バストリガー制度は長期的な

政策であるため動的な分析を行うのが望ましい．そこで，

プレイヤー同士が長期間対戦を繰り返す無限繰り返しゲ

ームを行う．無限繰り返しゲームは，各プレイヤーが相

手と自分の行動を 終回から先読みできないほどの長期

間の繰り返しを数学的に表現したゲームであり，利得表

を用いて対戦を繰り返していき，割引率を考慮した期待

利得で有効な戦略を決定するゲームである． 

本研究では，金沢バストリガーの状況を再現するため

に，毎回ゲームにおいて決定する必要のあるバスの利用

者数を変動させる．毎回のゲームでのバス利用者数を変

化させることで毎回のゲームにおける両プレイヤーの利

得を変化させる．これにより，無限繰り返しゲームの結

果が変化する構造とした． 

a) 戦略の種類 

今回のゲームで採用する戦略の種類を表-3 に示す．

TFT（TIT-FOR-TAT）戦略とはしっぺ返し戦略とも呼ば

れており，初回の協調以降は相手の前回の行動を行う．

以上の4つの戦略で無限繰り返しゲームを行う．また，

今回は各戦略同士の対戦を100回(100ヶ月)分行う． 

無限繰り返しゲームにおいては，通常，初回の利得表

を表-2のように固定し，割引率等によって繰り返しの度

に利得の現在価値が低下していく場合に，割引率の大き

さによっては社会的ジレンマの状況から脱却できること

が知られている．ここでは，利用者の変動により，利得

の大きさが繰り返しの度に変わっていくゲームとなる．

また，バストリガー制度という本論文の鍵語とゲーム論

の述語であるTrigger 戦略は，語義的には重なる部分はあ

るものの，バストリガー制度の「トリガー」とは「引き

金・誘因」のことで，動きになぞらえ目標が達成できな

ければ元に戻すということを表す造語であり，ゲーム理

論上のTriggerとは別の概念であることを断っておく． 

b) 需要関数の決定と使用データ 

 表-2を用いて100回の対戦を行う際には各月のバス利

用者数を決定する必要がある．同時ゲームの場合は，バ

ストリガー導入前の利用者数には，H17 年の年間利用者

数の実績値を月当たりに換算した値を，導入後の利用者

数には目標利用者数を月当たりに換算した値を用いる．

しかし，長期間を考えた場合，毎月のバス利用者数は当

然変動する．また，大学がある期間と休業の期間では利

用者数は大きく変わってくる． 

そこで，バストリガー制度に協調する場合の利用者数

は金沢バストリガー導入後の月別利用実績の平均と分散

を持つ正規分布に，バストリガー制度に協調しない場合

の利用者数はバストリガー導入前の利用実績の平均と分

散を持つ正規分布に従うと仮定した．また，大学がある

月と大学が休業の月では利用者数が大きく異なることか

ら，両者の期間を区別して利用者数の分布を決定した．

使用するデータは，金沢バストリガー導入前と後のH17

年からH22年の利用実績を用いる． 

図-3はバストリガー制度導入前，後の年度の月別利用

実績である．これを用いて大学がある期間を各年度の 4

月～7月，10月～12月，大学が休業の期間を各年度の8

月，9月，3月と分類する． また，17年度以前の利用実

績は取得できなかったため，バストリガー導入前の利用

実績はH17年度だけのデータを用いる．大学がある期間

と休業の期間でのバストリガー導入前，後の利用者数分

表-3 ゲームの戦略 

戦略名 内容 

all-C 常に強調する 
all-D 常に裏切る 

Trigger 初は協調するが，相手が一度でも裏切れば
以降は裏切り 

TFT 初は協調し，以降は相手の前回の手を出す

 

図-3 バストリガー導入前，後の月別利用実績 
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布を図-4に，これらの分布の平均と分散を表-4に示す． 

各月の利用者数はこの分布に従う乱数で決定される．

その際，0以下の乱数が発生した場合は0 とした． 

c) 費用関数の決定 

 収入ではなく収支を参照指標とするために，バス会社

（北陸鉄道）側の費用関数が必要となる．ここでは，費

用関数を以下のように定義した． 

C=c·L·d                  (1) 

ここで，Cは支出（円/月），cはバス1台 1km当たりの

費用（299 円/台・km），L は区間距離（3.6km），d は

運行本数である．また，運行本数は以式で表される． 

d=Imt.D/15                (2) 

D は利用者数（人）であり，利用者数が15人を超過す

るごとにバス1 台が追加されるものとする． 

d) 収支を参照指標としたゲームの実行フロー 

図-5 に収支を参照指標としたゲームの実行フローを

示す．以下で簡単に説明する． 

Step-1:100回分のバストリガー導入前，後の利用者数を図

-4より決定する． 

Step-2:決定した利用者数からバス会社の収入を計算する． 

Step-3:利用者数によって決定される運行本数からバス会

社の支出を算出する． 

Step-4:収支（収入－支出）を算出する． 

Step-5:算出された収支がバストリガー導入前の収支を上

回っていれば大学側の結果は協調，下回っていれば結

果は裏切とする．バス会社側はこの結果のみを判断基

準とし，取っている戦略に従って次回のゲームでの行

動を決定する．また，バス会社の行動の変更によって，

大学も以降戦略に従って行動を変更する． 

Step-6:Step-2～Step-4を 100回繰り返し，合計利得（期待

利得）を計算する．一方，収入を参照指標としたゲー

ムは，Step-1, Step-2, Step-5, Step-6の順に行う． 

 

 

4. ゲームの結果と均衡解の比較 

 

本研究では，H17～H22 年の金沢バストリガー導入期

間の月別利用実績を用いてゲームを行った．このゲーム

の結果から，両プレイヤーの本来取るべき戦略を判断す

る．また，今回のゲームの利得は需要関数に依存する．

つまり，需要関数が月別利用実績の平均，分散に従う乱

数で決定するので，金沢バストリガーが導入された期間

の利用者数であると言える．従って，トリガー導入期間

で両プレイヤーが取った戦略をこのゲームでもとった場

合，ゲームの結果は金沢バストリガーの実際の状況と同

じ状況を再現することになると考えてよい． 
以下にゲームの結果を示す．先述の同時ゲームにおい

て φ=0 の場合，φ≧52 の場合と φ>52 の場合で，支配戦

略と均衡が変化するので，それぞれの場合で結果が変わ

ると考えられる．本研究では割引係数 r を 0.04 として，

φ=0，φ=10，φ=100 について大学がある期間と大学が休

業の期間の場合についてゲームを実行した．大学が休業

の期間のゲームは，大学が休業の期間のみで100回のゲ

ームを行っている．φ はバスに転換するときの負荷であ

るので，φ=0 では負荷が全くない場合，φ=10 では 1人当

たり10円の負荷，φ=100では 1人当たり100円の負荷が

かかることを意味する． 

以下にゲームの結果を示す．表-5と表-6において，各

戦略の組に対して，各セルの左にバス会社（北陸鉄道），

右に大学（金沢大学）の期待利得を示している．単位は

Step-2：収入の算出 

Step-1：利用者数の決定 

Step-3：支出の算出 

Step-4：収支の算出 

Step-5：行動結果の判定 

Step-6：合計利得の算出 

次のゲームへ

図-5 ゲームの実行フロー 
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図-4 バストリガー導入前，後の利用者数の分布 

表-4 利用者分布 

 大学がある期間 大学が休業の期間 

導入前 N(1.172, 0.350) N(0.388, 0.061) 

導入後 N(3.301, 0.694) N(1.145, 0.206) 

 



何円/月である．以下では，大学が休業の期間は省略し，

大学がある期間に対する収入と収支を参照指標としたゲ

ームの結果だけを示す． 

 

(1) φ=0のとき 

収入を参照指標としたゲーム結果では，バス会社は支

配戦略を持たない．一方，大学は，支配戦略を持ち，そ

の戦略は all-C 戦略である．大学が all-C 戦略を選んだ場

合，バス会社の利得が も大きくなる戦略は all-D 戦略

であることから，両プレイヤーの戦略(バス会社の戦略, 

大学の戦略)は（all-D, all-C）でナッシュ均衡となる（表

-5参照）．金沢バストリガーでは，トリガー制度が導入

されていた期間，バス会社の戦略はTrigger戦略，大学の

戦略は all-C戦略であった．つまり，（Trigger, all-C）で

あり，利得は（4846, 3881）であった．参照指標が収入で

あれば，この状態でも互いにバストリガー導入前よりも

大きい期待利得を得ることができていた． 

一方，収支を参照指標としたゲームでは，バス会社は

支配戦略を持ち，その戦略は all-D 戦略である．これに

対して大学は，all-C戦略が弱支配戦略であり，all-C戦略

が有効な戦略であるという結果となった．従って，両プ

レイヤーの戦略は（all-D, all-C）でナッシュ均衡となる（表

-6参照）． 

金沢バストリガーが導入された当初の両プレイヤーの

契約上の戦略は，収入を参照指標とした（Trigger, all-C）

である．この場合，大学が目標利用者数を達成できなけ

れば，バス会社は即座にトリガーを引き，相手に制裁を

加えることで自分の利得の減少を 小限に抑える．その

結果，期待利得は（4539, 453）となる．しかし，実際に

は，バス会社側は収支を参照指標としたゲームをしよう

としていたにもかかわらず，収入を参照指標とした契約

を結んでしまったために，収支がバストリガー導入前よ

り悪化してもトリガーを引くことができない．その結果，

両プレイヤーの戦略は（Trigger, all-C）ではなく，（all-C, 

all-C），利得（-245, 5057）の状態に陥っていたと言える．

そのために，バス会社の収支が悪化し，契約破棄を希望

した金沢バストリガーの状況と同じ状況となる．このゲ

ーム結果から，金沢バストリガーでは収入ではなく収支

を参照指標とした契約が肝要であった． 

 

(2) φ=10のとき 

表-7に示すように，収入を参照指標とした場合は，で

は大学がバストリガーに協調するために φ=10 の負荷が

かかるため，all-D戦略以外の戦略を取ると利得が減少す

る．その結果，all-C戦略は弱支配戦略ではなくなり，大

学は支配戦略，弱支配戦略を持たなくなる．同様に，バ

ス会社も支配戦略，弱支配戦略を持たなくなるため，均

衡は存在しない．収支を参照指標とした場合でも，表-8

に示すように，両プレイヤーに支配戦略，弱支配戦略は

なく，均衡は存在しない． 

両プレイヤー共，トリガー制度が導入された当初の戦

略を取る場合は，φ=0のときと同じく，戦略は（Trigger, 

表-5 収入を参照指標としたゲーム結果 (φ=0) 表-6 収支を参照指標としたゲーム結果 (φ=0) 
金沢大学 

北陸鉄道 
all-C all-D Trigger TFT 

金沢大学

北陸鉄道
all-C all-D Trigger TFT 

all-C 3670, 5057 -1785, 1785 3670, 5057 3670, 5057 all-C -245, 5057 -1785, 1775 -245, 5057 -245, 5057 

all-D 8727, 0 0, 0 412, 0 412, 0 all-D 4813, 0 0, 0 227, 0 227, 0 

Trigger 4846, 3881 -88, 88 2995, 3881 2995, 3881 Trigger 4359, 453 -88, 78 211, 453 211, 453 

TFT 3835, 4892 -101, 101 2616, 4261 3707, 4815 TFT 2962, 1851 -88, 78 -343, 1008 873, 1133 

 

表-7 収入を参照指標としたゲーム結果 (φ=10) 表-8 収支を参照指標としたゲーム結果 (φ=10) 
金沢大学 

北陸鉄道 
all-C all-D Trigger TFT 

金沢大学

北陸鉄道
all-C all-D Trigger TFT 

all-C 3671, 4803 -1785, 1785 3670, 4803 3670, 4803 all-C -245, 4803 -1785, 1775 -245, 4803 -245, 4803 

all-D 8727, -255 0, 0 412, -10 412, -10 all-D 4813, -255 0, 0 227, -10 227, -10 

Trigger 4846, 3626 -88, 88 2995, 3685 2995, 3686 Trigger 4359, 199 -88, 78 211, 425 211, 425 

TFT 3835, 4637 -101, 101 2616, 4064 3707, 4568 TFT 2962, 1596 -88, 78 -343, 979 873, 1029 

 

表-9 収入を参照指標としたゲーム結果 (φ=100) 表-10 収支を参照指標としたゲーム結果 (φ=100) 
金沢大学 

北陸鉄道 
all-C all-D Trigger TFT 

金沢大学

北陸鉄道
all-C all-D Trigger TFT 

all-C 3670, 2509 -1785, 1785 3670, 2509 3670, 2509 all-C -245, 2509 -1785, 1775 -245, 2509 -245, 2509 

all-D 8727, -2549 0, 0 412, -100 412, -100 all-D 4813, -2549 0, 0 227, -100 227, -100 

Trigger 4846, 1333 -88, 88 2995, 1915 2995, 1915 Trigger 4359, -2549 -88, 78 211, 165 211, 165 

TFT 3835, 2344 -101, 101 2616, 2294 3707, 2342 TFT 2962, -698 -88, 78 -343, 719 873, 89 

 



all-C）であるが，バス会社は収支が悪化しているにもか

かわらず協調し続ける表-8の（all-C, all-C）となる． 

 

(3) φ=100のとき 

φ=100 のときでは，バストリガーに協調するのにかか

る負荷がφ=100 と大きいため，大学が協調したとき自身

の利得が大きく減少する．しかし，負荷の小さい φ=10

のときと同じくいずれの参照指標をとったとしても均衡

は存在しない（表-9，表-10参照）． 

両プレイヤー共，トリガー制度が導入された当初の戦

略を取る場合は，他のケースと同じく，表-10 の（all-C, 

all-C）となる．収支を参照指標とした契約を行った場合，

バス会社がTrigger 戦略を取るとき，大学は all-C 戦略を

取らないため，バストリガーの長期間の成立は難しい． 

 

 

5.バストリガー制の導入可能性に関する検討 

 

(1) 適切な目標収支率とバス料金の評価方法 

バストリガー制度を長期に渡って継続させていくため

に，無限繰り返しゲームを内包し，収支を参照指標とし

た場合の 適な運賃と目標収支の探索を行う．運賃の変

化に伴う利用者数の変化を考慮するために，金沢バスト

リガー導入前，後の運賃と利用実績から得られる料金弾

力性値を用いた線形需要関数を仮定した． 

 金沢バストリガーの利用実績より，バストリガー制度

導入前，後の運賃と利用者数が既知であるため，これら

の値を用いてまで計算した． 

 運賃が 80 円～150 円の間で 10 円ずつ変化するときの

探索方法を図-6に示す．以下に手順を説明する． 

Step-1:運賃を設定する（初期値は80円）． 

Step-2:目標収支率を設定する（初期値は100%）．例えば，

目標収支率 80%なら，バストリガー制度導入前の収支

×80/100 が目標収支率となり，ゲーム結果から計算さ

れた収支がこの値を上回っていれば協調，下回れば裏

切となる． 

Step-3:達成率を計算する．達成率は 1 回のゲームで両プ

レ 

イヤーが協調を行えば 1 とし，100 回のゲームでの合計

をパーセンテージで示したものである． 

Step-4:利得を計算する．100 回のゲームの合計利得（期

待利得）を計算し，記録する． 

Step-5:目標収支率 100％～10％まで変動させて Step-2～

Step-4 を繰り返し計算する． 

Step-6:運賃を 80 円から 150 円まで変動させて Step-1～

Step-5 を繰り返し計算する． 

Step-7:変動させる目標収支率と運賃の組み合わせの中で，

達成率 100%かつ両プレイヤーの利得が正となる組み

合わせを抽出する． 

 長期に渡ってバストリガー制度が継続していくために

は，バス会社側はTrigger戦略を取りつつも，利用者側が

は毎月の目標利用者数を達成していくことでトリガーが

引かれることなく，互いが協調している状態が望ましい．

また，金沢バストリガーのように，制度自体は継続して

いても,どちらか一方のプレイヤーの利得が負となれば

win-win の関係とはならず，契約の破棄を希望するよう

な結果となってしまうため，両プレイヤーが互いに利益

を上げるような条件設定が必要である． 

ここでは，バストリガー制度が成立するための条件と

して，収支を考慮したゲームを行った上で両プレイヤー

の期待利得が正となり，かつ 100回のゲームすべてで両

プレイヤーが協調となった目標収支率とバス料金の組み

合わせをその条件とする．また，大学側の負荷φについ

ても，φ=0，10，100 の場合で分けて結果を示す．なお，

シミュレーション時のバス料金は，バストリガー導入前

のバス料金を上回らないという条件で変化させているこ

とから，大学は料金の低下というインセンティブが働く

と言える．また，バス会社に関しては，収支の不足分は

行政の補助金で賄うような場合を想定しており，バス会

社側が損をすることはないように条件を設定している． 

 

(2) 結果と考察 

大学がある期間の φが 0，10，100 の 3 ケースについ

て，シミュレーション結果を示す．表-11 は，目標収支

率と運賃の組み合わせに対する達成度，および期待利得

の算出結果である．運賃が100円，110円，120円の場合，

目標収支率 40%以下であれば，100 回のうちすべての対

戦で両プレイヤーが協調を行う結果となった．運賃を90

円，80円と下げていくと，プレイヤーが100回とも協調

運賃の設定 

目標収支率の設定 

達成率の算出 

利得の計算 

判定 

適切な設定条件判定 

目標収支率 
の更新 

運賃の更新

図-6 適切な運賃と目標収支率の探索フロー 



する目標収支率は低下していく．これは，運賃が下がれ

ば利用者は増加するが，その利用者増に対応するために

必要な支出が収入を上回ってしまうために，バス会社の

利得が小さくなり，バストリガー導入前の収支を上回る

ことができなかったためである．逆に，運賃が130円以

上になると，運賃を上げると目標収支の達成が厳しくな

るという同様の結果となる．今回のシミュレーションで

は，運賃の変動に伴い利用者数が変化する構造としてい

る．もし，100 回のゲームのうちのある 1 回のゲームで

小さな乱数が発生して需要が小さくなる場合，利用者が

減少することになる．その結果，利用者数は少なくなり，

収入も非常に小さくなる．そのため，ゲームでの収支が

バストリガー制度導入前の収支よりも下回る場合が生じ

る．そのため，運賃が120円以上になると，達成度が下

がっていき，150 円では目標収支率 10%でも達成できな

いという結果になったと考えられる．達成度が 100%と

なる目標収支率と運賃の組み合わせを表-11 の空色部の

領域で，図-7にはその組み合わせの軌跡を示す． 

 次に，φの変化に対する両プレイヤーの期待利得につ

いて述べる．表-11の利得は，達成度が100%に到達した

時点での利得を示している．達成度が100%に到達してい

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

達
成

度
(%

)

目標収支率(%)

80円

90円

100円

110円

120円

130円

140円

150円

図-7 目標収支率と運賃の各組み合わせによる達成度

表-11 目標収支率と運賃の全組み合わせによる達成度のシミュレーション結果 

         運賃（円） 
目標収支率（%） 

80 90 100 110 120 130 140 150 

10 100 100 100 100 100 100 100 94 
20 95 100 100 100 100 100 98 92 
30 62 100 100 100 100 100 94 90 
40 10 94 100 100 100 97 92 89 
50 0 84 95 99 97 94 90 86 
60 0 65 90 93 93 90 89 81 
70 0 35 81 90 90 89 84 75 
80 0 13 66 82 87 84 77 71 
90 0 3 49 72 77 77 72 66 
100 0 0 30 62 71 71 66 60 

利得 
（万円/月） 

φ=0 
北陸鉄道 -3378 -1721 -245 1046 2125 2899 3175 3053 

金沢大学 8191 6534 5057 3762 2648 1715 962 391 

φ=10 
北陸鉄道 -3378 -1721 -245 1046 2125 2899 3175 3053 

金沢大学 7936 6279 4803 3507 2393 1460 707 136 

φ=100 
北陸鉄道 -3378 -1721 -245 1046 2125 2899 3175 3053 

金沢大学 5642 3985 2509 1214 99 -834 -1586 -2158 

 

表-12 適切な条件となり得る目標収支率と運賃の組み合わせ，および利得 

運賃 
（円） 

収支率
（%） 

φ=0 φ=10 φ=100 

北陸鉄道 金沢大学 合計 北陸鉄道 金沢大学 合計 北陸鉄道 金沢大学 合計 

110 

40 1046 3762 4809 1046 3507 4554 1046 1214 2260 
30 1046 3762 4809 1046 3507 4554 1046 1214 2260 
20 1046 3762 4809 1046 3507 4554 1046 1214 2260 
10 1046 3762 4809 1046 3507 4554 1046 1214 2260 

120 

40 2125 2648 4773 2125 2393 4518 2125 99 2225 
30 2125 2648 4773 2125 2393 4518 2125 99 2225 
20 2125 2648 4773 2125 2393 4518 2125 99 2225 
10 2125 2648 4773 2125 2393 4518 2125 99 2225 

130 
30 2899 1715 4613 2899 1460 4359    
20 2899 1715 4613 2899 1460 4359    
10 2899 1715 4613 2899 1460 4359    

140 10 3175 962 4137 3175 707 3883    

注）利得の単位は万円/月 

 



ない場合は，目標収支率10%での利得としている．φ=0

のとき，運賃80円以下の場合はバス会社側の利得が負と

なり，100円以上で，両プレイヤーの利得が正となった．

これは，運賃を上げることで1人当たりの収入が上がる代

わりに利用者が減った分の支出も減るのでトータルでは

利益となることを示している．φ=10のときも，利得の値

は異なるが，傾向としてはφ=0のときとまったく同じ結

果となった．φ=100のときも，運賃が上がるにつれバス

会社側の利得は大きくなるが，大学側に大きな負荷がか

かるため，運賃が130円以上では大学側の利得は負となっ

た．表5.2の黄色部の領域に両プレイヤーの利得が正とな

る運賃とφの組み合わせを示す． 

 表-11の結果より，φ=0，10，100のケースごとに達成

度が 100%であり，かつ両プレイヤーの利得が正となる

目標収支率と運賃の組み合わせを表-12に示す．φ=0，10

のときは，適切な条件となり得る組み合わせは12通りあ

り，運賃 110 円～140 円，目標収支率 40%～10%の間で

の組み合わせとなった．φ=100 のときは，大学側の負荷

が大きい分，運賃が上がりすぎると大学の利得が負にな

ってしまうので，運賃が120 円以下でないと適切な組み

合わせにはならないという結果となった． 

これらの適切な条件の中で， も推奨される目標収支

率と運賃の組み合わせは表-12 の黄色部である．なぜな

ら，この組み合わせはバス会社と大学の利得の合計，つ

まり社会的利得が も大きくなる運賃と，その運賃の中

で も高い目標収支率の組み合わせとなっているからで

ある．従って，推奨される運賃と目標収支率の組み合わ

せφの大きさに関係なく，（110円，40 %）の組み合わ

せである． 

 

 

6. おわりに 

 

以下に，本研究で得られた主な成果を記す． 

1) バストリガー制度を，バス会社と大学が契約に協調す

るか協調しないかの長期間に渡るゲームであると仮定し，

金沢バストリガーの利用実績を用いて無限繰り返しゲー

ムを行うことで，金沢バストリガーをゲーム理論的に再

現することができた． 

2) 金沢バストリガーの実際の状況を再現するための無

限繰り返しゲームを行うに当たって，毎月変化するバス

利用者を再現するために，毎月の利用者数は，バストリ

ガー制度が導入された期間の毎月の利用実績の平均と分

散を持つ正規分布に従って乱数で決定されるとし，これ

を需要関数とした． 

3) 収入を参照指標としたゲームと収支を参照指標とし

たゲームを別々に行い比較することで，金沢バストリガ

ーの実際の状況を再現するとともに，参照指標の違いで

両プレイヤーの利得がどう変化するかを示した． 

4) 金沢バストリガーにおいて，収支を参照指標としたバ

ストリガー制度が導入された場合，バストリガーが長期

に渡って継続し，かつ両プレイヤーに利益が生じるよう

な運賃と目標収支率の組み合わせをシミュレーションに

よって導くことで，適切な契約条件を明らかにすること

ができた． 

5) 本研究では，各回のゲームで決定される需要について

は，金沢バストリガーの利用実績の利用者数の平均と分

散を持つ正規分布に従うと仮定しており，乱数によって

需要を決定し，その需要をもとに収入・支出・収支の計

算を決定した．このような需要の推定方法は実際の状況

と一致しているとは言えない．従って需要はもちろん各

種条件を変更した場合の分析を行い，バストリガーの導

入可能性を検証していくことが今後必要となる． 

6) 今後の課題として，本研究では需要関数を毎月の利用

実績の平均と分散を持つ正規分布に従う乱数で決定した

が，今後はみんながバスに乗るなら自分も載ろうといっ

たバンドワゴン効果などの社会的相互作用を考慮し，協

調するかしないかが，集団の行動に影響されるような需

要関数を推定する必要がある． 

 熊本市内の公共交通不便地域をサービスする熊本ゆう

ゆうバスは，初年度の目標収支率30%以上を達成すれば

次年度も運行が継続される．しかし，それ以下であれば，

沿線の市民協議会に対して，収支率に応じて廃止時期を

あらかじめ決めた運行契約となっている．このサービス

はあらかじめ設定した収入を下回らない利用者数を達成

することを運行継続の条件とした金沢バストリガーに類

似した契約内容となっている．したがって，本研究で検

討した方法を提供することによって，合理的な契約内容

が設定できると考えられる． 

 

 

参考文献 

1) 梅原嘉介，小川啓治：進化ゲーム理論と遺伝的アルゴ

リズム，工学社，2007 

2) 中井検裕，縄田和満，松原望：統計学入門 東京大学

出版，1991 

3) エリック・ラスムセン，細江守紀，村田省三，有定愛

展，佐藤茂春：ゲームと情報の掲載分析[基礎編]，九

州大学出版会，2010 

4) 金沢バストリガーに関する報告書，金沢市，2010 

5) 山本慎之介：持続可能な地域交通に向けたバストリガ

ー方式の有用性に関する研究，土木学会中部支部研究

発表会講演概要，2010 

6) Brock W, Durlauf S ： Discrete Choice with Social 

Interactions, Review of Economic Studies,68, 235-260. 

2001 



7) 喜多秀行，山本圭志，福山敬：ゲーム的状況下におけ

るプレイヤーの利得推定モデル，土木学会論文集，

No737/IV-60，pp147－157，2003 

8) 渡辺隆裕：ゲーム理論，ナツメ社，2004 

9) 溝上章志，梶原康至，圓山琢也：バストリガー制導入

のための需要予測モデルと契約成立条件，土木学会論

文集 D3，Vol.68，No.5，pp.589-597，2012. 

 

(2013. **. **受付) 

 

 
 
 

INTERPRETATION AND ESTABLISHED CONDITIONS  
OF BUS TRIGGER CONTRACT USING REPEATED GAME THEOREY 

 
Yasunori KAJIWARA, Shoshi MIZOKAMI and Toshio FUJIMI 

 
Recently, the public transport in some cities in Japan has been deteriorated. In order to 
improve the situation, bus-trigger system has been attracting attention. In the bus trigger 
system, a contract is supplied to bus operators to force them to improve the service level 
through setting a final goal. If the goal is not achieved in a year, the service level will be 
back to the original. And the contract will be abolished. We need a dynamic analysis because 
Bus-trigger system is a long-term policy. Then, we assume that the bus company and the 
university play the game. And we dynamically analyzed using infinitely repeated game. In 
this study, we analyzed the case of Kanazawa using infinitely repeated game in order to 
reproduce the actual situation. Afterward, we proposed optimal conditions of contract which 
includes some combination of rates and target balance for keeping bus-trigger system over 
the long term. 

 



<<
  /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 <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /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>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /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.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /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 [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


