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安全・安心なまちづくりによる取り組みが多くの地域で行われているが，どのようなことが地域の安

心・不安に対して影響しているのかは明らかとなっていない．そこで本研究では，主に防犯に着目して，

岡山市内の犯罪発生や交通事故が比較的多い特徴を持つ住宅地を対象にしたアンケート調査の結果を用い

て，道路・沿道環境や地域内活動に対する意識を把握し，そのような意識が地域の総合的な防犯の安心・

不安評価に与える影響を明らかにした．その結果，ガードレールの有無や沿道のコンビニの有無に関する

意識と地域内の清掃活動やパトロール活動に対する取り組み意識が地域の総合的な防犯の安心・不安評価

に対して影響の強い要因であることが明らかとなった． 
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1. はじめに 
 
我が国では交通安全，防犯，防災などを対象とした安

全・安心なまちづくりに関する取り組みが多くの地域や

都市で進められている．その中でも防犯に関する取り組

みについて着目すると，ソフト面では小学生などの通学

路でのみまもり活動や地域住民が主体となった防犯パト

ロール活動などの取り組みがあり，一方でハード面では

「機会犯罪」を誘発する物的環境や都市空間構成要素の

分析を通して犯罪の防止を図ろうとする防犯環境設計

（Crime Prevention Through Environmental Design：以下

CPTED）に基づく取り組みなどがある．  
 また防犯についてこれまで行われた研究には，都市の

空間構成と人々の犯罪不安の関連を明らかにした研究1)，

CPTEDに着目して人々の犯罪の発生状況と人々の不安

感を分析した研究2)，CPTEDの観点から犯罪が発生しや

すい要因や市街地特性を明らかにし路上犯罪発生の抑止

要因を明らかにした研究3)4)，地域内の防犯カメラなどの

機能的監視が地域住民の不安感に対して及ぼす影響と構

造を把握して自然監視と機能的監視の役割分担を考察し

た研究5)などがある．一方で犯罪の安心や不安そのもの

に着目した研究には，防犯意識・犯罪不安感に着目して

住環境の評価をおこなった研究6)や犯罪不安分布の空間

的パターンを明らかにして空間構成要素による犯罪不安

のモデル化を行った研究7)，公園を利用している児童と

その保護者を対象に公園内の不安感の発生要因と不安感

の喚起地点の予測モデルを作成した研究8)，生活街路に

焦点を当て小学児童の外出行動に影響する保護者の防犯

上の安心・不安感と街路空間の構成要素の関係と影響の

度合いを明らかにした研究9)10)などがある．しかし街路

空間などの地域の特質に伴う防犯上の安心・不安意識を

扱った研究は未だ乏しく，人々がどのようなことに対し

て防犯上の安心・不安意識を抱くのかは明らかにされて

いない．今後，防犯上で安心なまちを形成するためには，

地域住民がどのようなことに防犯上の安心・不安意識を

抱くのかを把握し，また地域内のどのような要因が防犯

における総合的な安心・不安の評価に影響しているのか

を明らかにする必要がある． 
そこで本研究では，地域の特質として主に①街路空間

上の道路・沿道環境と②実際の安全・安心なまちづくり

の取り組みを含んだ地域内活動に着目して，①及び②に

対する意識の程度を把握し，そのような意識が地域の総
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合的な防犯上の安心・不安評価に対して及ぼす影響の度

合いを明らかにすることを目的とする．  
 
 

2. 調査対象地域とアンケート調査の概要 
 

本研究は，岡山県岡山市南区妹尾を対象にアンケート

調査を実施した．この地区は岡山県道 162号線と岡山県

道 21 号線で囲まれた住宅地で，生活道路内での人身事

故や不審者の発生などが比較的多く発生している． 
アンケート調査票の概要を表-1に示す．アンケートは，

①道路・沿道環境として街路空間の交通状況や道路構造，

沿道環境が防犯上の安心・不安にどのように関わってい

るのか，②安全・安心なまちづくり活動を含めた実際の

地域内活動に対してどのような意識を持っているか，③

居住地域に対する総合的な防犯の安心・不安の評価，の

3点が主な構成内容となっている． 
 
 

3. 道路・沿道環境及び地域内活動への意識傾向 
 
3.1 道路・沿道環境に対する防犯上の安心・不安評価 

 道路・沿道環境に対する防犯上の安心・不安意識の傾

向を探るため，アンケートで「人通りがある」などの35
項目を「交通状況」「道路構造」「沿道環境」に3分類

し5段階評価を行い，平均値を算出した．その算出結果

を図1～3に示す． 
 図-1より「交通状況」グループの項目について，人通

りがあることについての安心評価が高く，それ以外の項

目については不安評価が高いことが分かる． 
 次に図-2より「道路構造」グループの項目について，

道路や交差点の見通し，歩道や信号，カーブミラー，ガ

ードレールの有無，時速30kmまでの速度規制や進入禁

止などの交通規制の項目が安心評価が高いことが分かる．

それに対して歩道や道路の幅員が狭いことや不審者出没

に対する注意案内があることに対しては不安評価が高い

ことが分かる． 
最後に図-3より「沿道環境」グループの項目について

道路の見通しが良い（N=173）

交差点の見通しが良い（N=171）

歩道がある（N=172）

交差点に信号がある（N=170）

カーブミラーがある（N=173）

時速30kmまでの速度規制がある（N=172）

車両進入禁止の規制がある（N=170）

歩道と車道の間にガードレールがある（N=170）

車両一方通行の規制がある（N=170）

中央線がある（N=169）

幹線道路と繋がっている（N=170）

「不審者に注意」などの看板がある（N=170）

歩道が狭い（N=170）

道路全体の幅が狭い（N=170）
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不安 安心

表－1 アンケート調査票の概要 

調査名
交通安全・防犯を考慮した安心のできる

生活道路を考えるためのアンケート調査

対象地域

配布・回収

方法

調査時期

配布世帯数

回収部数

・道路・沿道環境への安心・不安意識について

・地域内活動の取り組み意識について

・地域内の総合的な防犯評価について

無作為抽出後、ポスティングによる

配布・郵送回収

調査内容

妹尾地区

2012年12月

1,000

179（回収率17.9%）

図－2 「道路構造」グループの項目 の平均値 

夜間時に街灯の明かりがある（N=172）

人が生活している雰囲気がある（N=170）

夜間時に住宅の明かりがある（N=172）

周囲からの視線がある（N=173）

沿道に住宅がある（N=173）

夜間時にコンビニなどの明かりがある（N=171）

ゴミが落ちていない（N=172）

沿道にスーパーなどの生活施設がある（N=172）

夜間時に自動販売機の明かりがある（N=170）

沿道にコンビニがある（N=171）

沿道に銀行などの金融機関がある（N=172）

沿道に公園がある（N=169）

街路樹がある（N=170）

1.00  2.00  3.00  4.00  5.00 

不安 安心

4.23 

4.19 

4.16 

4.01 

3.96 

3.93 

3.89 

3.74 

3.63 

3.63 

3.60 

3.16 

3.10 

4.14 

2.34 

1.96 

1.89 

1.85 

1.74 

1.72 

1.71 

る

が

度

所

が

る

多

い

1.00  2.00  3.00  4.00  5.00 

人通りがある（N＝172）

自動車・二輪車の交通量が多い（N＝172）

自動車・二輪車の走行速度が速い（N＝179）

過去に犯罪が起こった場所がある（N＝172）

自動車・二輪車の走行音が大きい（N＝170）

ウインカーを出さずに曲がる車が多い（N＝173）

停止線で止まらない車が多い（N＝172）

路上駐車が多い（N＝173）

不安 安心

図－1  「交通状況」グループの項目の平均値 
図－3 「沿道環境」グループの項目の平均値  
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は，全体的に安心評価が高い傾向にあり，その中でも夜

間時の明るさや沿道の人の生活感や周囲からの視線に関

する項目の安心評価が高いことが分かる． 
3.2 地域内活動に対する取り組み意識 

 CPTEDでは，犯罪企画者の犯罪誘発を抑制するよう

な雰囲気を地域内で作ることが重要とされており，その

ためには地域内での交流や住民の地域内活動への積極的

な参加などが効果的であることが考えられる．このこと

より本研究では，住民間での挨拶や地域内の清掃活動，

実際の安全・安心なまちづくりの取り組みを含めた地域

内活動に対する取り組み意識が地域の総合的な防犯の安

心・不安評価にどのように影響しているのかを明らかに

するため，その前段階としてアンケートで「地域内の清

掃活動に参加する」などの地域内活動に関する7項目の5
段階評価を行い，平均値を算出した．その集計結果を

図-4に示す． 
 図-4より，居住地周辺の人への挨拶や地域内の清掃活

動，夜間時に自宅の玄関等をつける活動に対しての取り

組み意識が高い傾向にある．それに対して小学校周辺で

の見守り活動や地域住民主体のパトロール，安全マップ

の作成，地域内の落書きを消す活動に対する取り組み意

識は低い傾向にある． 
 
 
4. 総合的な防犯の安心・不安評価との関連把握 
 

 ここでは地域の総合的な防犯上の安心・不安評価の傾

向を示すとともに，それに対して3章で扱った道路・沿

道環境や地域内活動に対する意識がどのように影響して

いるのかを明らかにする．  

 まず居住地域に対する総合的な安心・不安評価につい

て把握するため，アンケートで地域の総合的な安心・不

安についての5段階評価を行った．その集計結果を図-5

に示す．図-5より地域の総合的な防犯評価について安

心・やや安心の意識が約4割で不安・やや不安の意識が

約3割であった． 

 次に道路・沿道環境や地域内活動に対する意識が地域

の総合的な防犯上の安心・不安評価に対して及ぼす影響

を把握するため，3章で用いた全ての項目と地域の総合

的な防犯上の安心・不安評価のクロス集計を行った．独

立性の検定を行いCramerのVを算出して，アンケート内

の項目と地域の総合的な防犯上の安心・不安評価の統計

的な関連の強さを求めた．独立性の検定を行った結果，

統計的な有意差が見られた項目を表-2に示す．  

 表-2の結果を踏まえ，地域の総合的な防犯上の安心・

不安評価に対して影響の強い要因を明らかにするため数

量化Ⅱ類を用いて要因分析を行った．目的変数には地域

の総合的な防犯上の安心・不安評価を用いた．説明変数

には表-2の中に記載してある項目を使用し，そこから多

重共線性の疑いのある項目を削除して数量化モデルを作

成した．分析結果を図-6に示す． 

 図-6より，「道路構造」「沿道環境」のグループ内の

アイテムレンジをみると，「歩道と車道の間にガードレ

ールがある」「沿道にコンビニがある」の項目の値が大

きくなっている．これよりガードレールやコンビニがあ

ることに対する不安意識が地域の総合的な防犯の不安評

ご近所の方とは普段会った際に
挨拶をする（N=175）

地域内の清掃活動に参加する（N=173）

夜間時に自宅の玄関灯をつけて地域の
道を明るくする（N=165）

小学校などの登下校の時間帯での
見守り活動に参加する（N=165）

地域の交通安全・防犯の安全マップ作り
に参加する（N=164）
地域住民による自主的な安全
パトロールに参加する（N=166）

地域内の落書きを消す活動
に参加する（N=159）

1.00  2.00  3.00  4.00  5.00 

低い 高い

4.89 

4.14 

3.80 

3.19 

2.92 

2.82 

2.74 

図－4 「地域内活動に対する取り組み意識」 
の項目の平均値  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

不安 やや不安 どちらでもない やや安心 安心

N=134

図－5 地域の総合的な防犯の安心・不安評価の傾向  

表－2 地域の総合的な防犯の安心・不安評価 
とアンケートの項目のクロス集計結果一覧 

グループ

名

「地域の総合的な防犯の

安心・不安評価」との比較項目

Cramer

のV
判定

カーブミラーがある(N=131) 0.294 **

時速30kmまでの速度規制がある(N=132) 0.248 **

幹線道路と繋がっている(N=130) 0.243 **

交差点に信号がある(N=131) 0.241 **

中央線がある(N=129) 0.240 **

歩道と車道の間にガードレールがある(N=130) 0.236 **

車両一方通行の規制がある(N=131) 0.218 **

交差点の見通しが良い(N=130) 0.203 *

道路の見通しが良い(N=132) 0.201 *

車両進入禁止の規制がある(N=131) 0.197 *

夜間時に自動販売機の明かりがある(N=130) 0.255 **

沿道にスーパーなどの生活施設がある(N=131) 0.221 **

ゴミが落ちていない(N=130) 0.213 *

街路樹がある(N=130) 0.204 *

沿道に銀行などの金融機関がある(N=131) 0.199 *

沿道にコンビニがある(N=131) 0.194 *

夜間時にコンビニなどの明かりがある(N=131) 0.188 *

地域住民による自主的な安全パトロールに

参加する(N=132)
0.220 *

地域内の清掃活動に参加する(N=129) 0.204 *

道路構造

沿道環境

地域内活

動の取り

組み意識

独立性の検定 ** 1％有意 * 5％有意
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価に対して影響しており，その一方でガードレールやコ

ンビニがあることに対する安心意識が地域の総合的な防

犯の安心評価に影響しているということが明らかとなっ

た．また地域内活動の項目のアイテムレンジを見ると，

「地域内の清掃活動に参加する」の項目の値が大きくな

っており，「やってみたい」「やりたくない」の意識が

地域の不安評価に，「もうやっている」の回答が地域の

安心評価につながっているという傾向が見られる． 

 
 
5. 結論 
 

本研究では地域の環境的要因に対する防犯上の安心・

不安意識や地域内活動の取り組み意識の傾向を把握し，

それらの意識が地域の総合的な安心・不安評価に対して

及ぼす影響を明らかにした．その結果，道路構造に関し

てはガードレールや歩道，中央線，信号，カーブミラー

の有無，時速30kmの速度制限や進入禁止の規制が地域の

総合的な防犯の安心・不安評価に影響を及ぼしているこ

とが明らかとなった．沿道環境についてはコンビニや生

活施設，金融機関，道路上のゴミの有無，夜間時の明る

さが地域の総合的な防犯の安心・不安評価に影響を及ぼ

していることが明らかとなった．またこれらの中でも道

路上のガードレールやコンビニがあることに対する安

心・不安意識が地域の総合的な防犯の安心・不安評価に

対して大きく影響していることが明らかとなった．同様

に地域内活動に関しては，清掃活動と住民主体の安全パ

トロール活動の取り組み意識が地域の総合的な防犯の安

心・不安評価に対して影響していることが確認された． 
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（N=34）

不安
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（N=21）

安心

（N=53）

やりたくない

（N=11）

やってみたい

（N=14）

もうやっている

（N=63）

やりたくない

（N=36）

やってみたい

（N=25）

もうやっている

（N=27）

歩道と車道の間に
ガードレールがある

中央線がある

沿道にコンビニがある

地域内の清掃活動に
参加する

地域住民による自主的な
安全パトロールに参加する

道
路
構
造

沿
道
環
境

地
域
内
活
動
の

取
り
組
み
意
識

安心 不安

防犯上で地域は不安 0.6433

防犯上で地域は安心 -0.4454

N=88　相関比：0.2898　的中率：77.2%

軸の重心

 本研究では安全・安心なまちづくりの防犯に対する意

識にのみ焦点を置いており，地域内で実際に住民が不安

を感じている地点の環境的要因については触れていない．

今後はこれに着目して分析を進めていく． 

 

 
参考文献 

1) 雨宮護，島田貴仁：都市の空間構成と犯罪不安の関連 

―地域特性を考慮した防犯まちづくりに向けた基礎的研

究―，都市計画論文集，No.44-3，pp.295-300，2009 
2) 野田大介，室崎益輝，高松孝親：防犯環境設計に関する

研究 ―都市における歩行者経路属性と犯罪の関係につ

いて―，日本都市計画学会学術研究論文集，No.34，

pp.781-786，1999 
3) 木梨真知子，金利昭：防犯環境設計における路上犯罪の

抑止要因に関する研究 ―文献レビューを通してー，都

市計画論文集，No.37，pp.667-672，2002 図－6 「地域の総合的な防犯の安心・不安評価」に 
対する要因分析（数量化Ⅱ類） 4) 気梨真知子，金利昭：防犯計画のための環境的要因分析

に基づく犯罪発生空間の考察 ―茨城県日立市の入った

くり犯罪をケーススタディとして―，土木計画学研究・

論文集，Vol.25 No.2 pp.329-338，2008 

5) 樋野公宏，柴田建：監視性を確保するデザインによる住

民の犯罪不安低減の構造 ―2 つの戸建住宅地でのアンケ

ート調査からー，日本建築学会計画系論文集，第 73 巻，

第 626号，pp.737-742，2008 

6) 岡村敏之，中村文―，中津川拓也：郊外既存住宅地にお

ける住環境と防犯の意識に関する研究，都市計画論文集，

No.45-3，pp.577-552，2010 
7) 永谷忠司，外尾一則：犯罪不安に関する空間的パターン

と重回帰モデルによる分析 ―時間帯と理由を視点とし

て―，都市計画論文集，No.41-3，pp.857-862，2006 
8) 中西康裕，柄谷友香，青山吉隆，中川大：利用者意識か

ら見た街路公園の不安感発生要因と不安感喚起地点予測

モデルの構築，都市計画論文集，No.40-3，pp.619-624，

2005 

9) 高柳百合子，明石達生：子供の外出行動の活発化に向け

た保護者の防犯安心感に寄与する街路の空間構成要素，

都市計画論文集，No.46-3，pp.949-954，2011 

10) 高柳百合子，明石達生：子どもの生活街路利用における

防犯安心感に対して通行人の属性と沿道店舗の種類が与

える影響の比較分析，第 32 回交通工学研究発表会論文集，

pp.343-348，2012 

(2013. ？. ？ 受付) 

 



<<
  /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 1.3
  /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 1.00000
  /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 1.00000
  /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 1.00000
  /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>
    /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.)
    /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


