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本研究では「通学手段や通学時間，通学時の同伴者，下校時のアクティビティといった通学状況と子ど

もの心身の健康との関係の実態を明らかにすること」を目的とし，茨城県つくば市にて住民対象のヒアリ

ング調査ならびに小学生へのアンケート調査(n=575)を実施した．その結果，1) 小学生の身体活動量は下

校状況によって異なること，2) あいさつをすることが子どもの精神的健康にポジティブに作用することな

どが統計的有意に示された．これにより，下校時の同伴者や地域コミュニティとのふれあいが子どもの精

神的健康にとって重要な意味を持つことが示唆された． 
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1. 背景と目的 
 
日本の小学生の通学手段は徒歩通学が基本であったが，

近年，少子化に伴う学校統廃合による校区拡張の影響で，

スクールバスや自転車，保護者のクルマ送迎など通学手

段が多様化している．このことが子どもに及ぼす影響に

ついては，徒歩通学の減少が身体活動量の減少につなが

り，子どもの生活習慣病の遠因となる可能性が考えられ

る1)．また，大人の管理下にある通学手段の増加は，登

下校時の友だちとの交流機会や道端での遊び，地域固有

の自然・文化・場所等の地域風土との接触機会を低減さ

せ，子どもの社会性・協調性に影響を与える可能性も指

摘されている2)． 
実際に，子どもの肥満度と徒歩通学時間との間には有

意な相関があり，子どもの肥満予防には身体活動量の増

加が最も必要で，身体的健康の維持のために徒歩通学が

大きな役割を果たすことが木村・糸井(2008)3)の研究で示

されている．また，許ら(2015)1)は1987年，1995年，1999
年，2005年，2010年，2015年の全国PT調査データを用い，

子どもの自動車分担率が年々増加し，徒歩分担率が減少

していることを明らかにしている．  
一方で，様々な通学手段と子どもの精神的健康(移動

時幸福感，人生満足度，社会性の醸成等)に関する研究

はまだ十分であるとは言い難い．倉田・高野(2017)4)は，

通学手段が児童の学校活動や意識に与える影響を報告し

ているが，精神的健康には言及していない．また椎名

(2009)2)は，通学路における友だちや地域の人たちとの会

話は生活経験を広げることから「通学路が子どもの成育

環境の一つであった」と述べているが，集団での徒歩通

学のみに着目しており，徒歩以外の通学手段と比較した

エビデンスは存在しない． 
また，子どもの通学路での道草に関し，木下(2009)2)は，

道草の「道端の草花に目をとられてというように，ゆっ

くりした速度，立ち止まり，遊び，考える」といったア

クティビティや，「自然の生態や，友達と技を競ったり，

そしてまた沿道の店や職人さんの仕事に触れたり」する

ことが子どもの成長にとって大変重要であると述べてい

る．しかし近年，防犯面から不審者対策が強調され，近

所の人とのあいさつや世間話をする機会が減っている可

能性がある．今後，バス通学やクルマ送迎による通学が

より一般的になれば，子どもが地域コミュニティや地域

風土と接する機会は更に減ることになろう． 
そこで，本研究では通学手段や通学時間，通学時の同

伴者，下校時のアクティビティといった通学状況と子ど

もの心身の健康との関係の実態を明らかにすることを目

的とする． 
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2. 既往研究と作業仮説 
 
本章では，(i)近年我が国の地方部で課題となっている

スクールバス通学，(ii)通学手段と身体活動量，(iii)児童

の身体活動量と歩行量の関係性，(iv)移動時幸福感，人

生満足度，QOL，に関する既往研究の概要を述べるとと

もに，これらを踏まえた作業仮説を措定する． 
 
(1) 既往研究 

スクールバス通学に関する研究として倉田・高野4)は，

北海道内でスクールバスを導入している2つの自治体に

て児童・保護者・教員を対象とした小学校の通学実態に

関するアンケート調査を実施し，一般的な交通手段選択

では「安い・早い」ことが重視されるが，児童の通学手

段選択では，体力の増強や，友達との会話，自然とのふ

れあい，コミュニティとの交流を通じた「教育的経験値

の向上」が重視されていることを報告している． 

 また森・谷口5)は，今後導入が予想される児童・生徒

のみを対象としたスクールバス・居住者も利用可能なス

クールバスの運行が，モビリティに関する不安軽減に寄

与する可能性を福島県いわき市三和地区の住民対象のア

ンケート調査より分析した．その結果，公共交通に満足

している住民は自動車が運転できなくなることに対する

不安が大きく，居住者も利用できるスクールバスであっ

てもその不安は軽減しない可能性が報告されている． 
通学手段と身体活動量に関して木村・糸井3)は，通学

の特徴が異なる3つの小学校に在籍する6年生210名を対

象に，4～7日間の身体活動量を測定するとともに，測定

日の主な生活時間を調査した．その結果PAL(総エネル

ギー消費量/基礎代謝量)は，男女ともに通学時間・歩数

と有意な高い相関を示し，肥満度との有意な相関は，男

女とも歩数・通学時間の間に，加えて男子ではPALとの

間に認められた．これらより，児童の肥満予防には身体

活動量の増加が必要で，そのために徒歩通学は大きな役

割を果たしていることが明らかにされた． 

 児童の身体活動量と歩行量との関係について大森・清

水6)は，体力低下に密接に関係するであろう「日常生活

の歩行」の現状について調査し，地域スポーツクラブ参

加者の歩数が不参加者より多く，地域スポーツクラブ活

動が歩行量を含む活動量の増加に影響することを報告し

ている． 
 過去の通学が大学生の将来のクルマ購入意向に与える

影響についてMuromachi7)は，日本の7大学351名へのアン

ケート調査より，中学・高校での自転車通学が将来のク

ルマ購入意向を上昇させ，徒歩・鉄道通学が将来のクル

マ購入意向を低下させることを報告している． 
 大学生の精神的健康に関する尺度について，鈴木ら 8)

は，交通行動が幸福感に及ぼす影響を検討するため，

個々の移動手段に着目したアンケート調査を実施し，

個々の移動手段における幸福感が，移動全体(目的トリ

ップ)の幸福感，ひいては生活全体の幸福感に寄与する

可能性を報告した． 
また，子どものQOLに関し，柴田ら9)は「改訂版

KINDLR-QOL尺度」を翻訳した「小学生版QOL尺度」を

作成し，妥当性の評価，尺度の標準化による使いやすさ

の向上を図るため，全国の小学校19校の小学生4602名の

うち，病院で治療中の病気がない児童を対象として分析

を行った．分析の結果，首都圏，都市部，町村部で分類

した地域別に有意差は見られず，この尺度の妥当性が担

保されたことを報告している． 
 また，Waygoodら 10)は，人生満足度に関する指標を用

い，カナダ，日本，スウェーデンの子どもを対象とした

調査を行い，社会的な相互作用が会話につながることを

報告している． 
 
(2) 本研究の位置付けと作業仮説 

 以上より，近年わが国で多様化する通学手段と，子ど

もの移動時幸福感や人生満足度等の精神的健康との関連

は十分に研究されているとは言い難い．また，子どもの

下校時のアクティビティ(近状の人へのあいさつ，友達

とのおしゃべり，道草など)が，心身の健康にどのよう

に影響を及ぼすかも明らかにされていない．そこで本研

究では，これらに着目し，今後，行政施策として小学生

の通学手段を検討する一助となることを目指し，以下の

4つの作業仮説を措定する． 

仮説1. 子どもの心身の健康は通学状況と関係がある 
仮説2. 通学時同伴者と通学の移動時幸福感は関係がある 
仮説3. 下校時アクティビティは通学手段で異なる 
仮説4. 下校時アクティビティと通学の移動時幸福感は関

係がある 

これらの作業仮説を検証するため，本研究では児童と

その保護者を対象としたヒアリング調査を実施し，その

結果を踏まえて設計したアンケート調査を実施する． 

 
 
3. ヒアリング調査 

 

 本章では，アンケート作成の参考とすべく，通学手段

に対する意識と日常生活における健康意識について，茨

城県つくば市研究学園四丁目内のS住宅地に住む児童・

保護者を対象としてヒアリング調査を行った結果を述べ

る．保護者対象，児童対象それぞれのヒアリング調査の

調査日時，サンプル数，調査項目を表-1に示す． 
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(1) 調査結果 

a) 保護者へのヒアリング結果 

 ヒアリングの結果，S住宅地に居住する児童は，全員

がスクールバスにより登下校していることが明らかとな

った．保護者から収集した個別意見について，子どもに

とってポジティブかネガティブか(x軸)，親にとってポ

ジティブかネガティブか(y軸)を筆者らが判断し，各人

の意見をプロットしたものを図-1に示す．なお，ここで

は，各軸に定量的な意味はなく，象限にのみ意味を持た

せている． 

 現在の通学手段(スクールバス)について，最も多かっ

たポジティブな意見は「歩かなくて良いので楽になっ

た」というものであった．この地区の子どもたちは2016
年度までは徒歩で約1時間かけて通学していたが，2017
年度にスクールバスが導入されたため，それまでの徒歩

通学と比べるとバス通学は非常に楽だと感じているよう

であった．また，通学時間の短縮により朝や放課後に時

間的余裕ができ，「朝ゆっくり過ごせるようになった」

「放課後宿題をしてから習い事に行けるようになった」

とのコメントが複数得られた．一方，ネガティブな意見

としては，徒歩通学時代と比べ運動不足になった・太っ

たというコメントが見られた． 

 また，スクールバスの発着は学校ではなく，学校から

徒歩10分程度の旧消防署であることが明らかとなった．

これに伴い，バス発着場と学校との間を保護者が付き添

う必要があり，その当番が負担であるとのコメントが複

数あった．当番の日には，朝バスに乗り込む子どもたち

を見送った後，自家用車でバスを追いかけ，バス発着場

である旧消防署に行くとのことで，特に共働きの家庭に

とっての負担は大きいとのことであった．なお，別の地

区では，共働き等の理由により当番ができない家庭の子

どもは，スクールバスを利用させてもらえないという現

状もあるとのことであった． 

b) 児童へのヒアリング結果 

 ヒアリング対象の児童は，全員がスクールバスを利用

し登下校を行っていた．なお，児童aだけは通学の同伴

者はおらず「登校はひとりで行っている」と回答してい

る．これは，スクールバス通学であるものの，この地区

に仲良しの友人が少ないため，ひとりで登校していると

認識しているためだと考えられる． 
児童の個別のコメントのうち，通学に関するポジティ

ブな意見について，x軸に「通学の楽しさ」，y軸に日常

表-1 ヒアリング調査の概要 

保
護
者 

調査日時  2017年10月12日(木) 07:30-08:00 
サンプル数 6名 

調
査
項
目 

a1. 学年・性別・通学手段・通学の同伴者 
b1. 現在の通学手段についてどう思うか．(子どもにとって・

保護者の方の負担面) 
c1. 現在の通学手段の「良いと思う点」「改善した方が良い

点・気になる点」 
d1. 学校生活や勉強・友だちとの関係で気になること 
e1. 1日3食の食事日数・食事で気になること 
f1. スポーツ系の習い事をしているかとその頻度・習い事以外

の運動の頻度・運動で気になること 
g1. その他 

児
童 

調査日時  2017年10月13日(金) 16:30-17:00 
サンプル数 7名(5年生5名；6年生2名,男子5名；女子2名) 

調
査
項
目 

a2. 学年・性別・通学手段・通学の同伴者 
b2. 今の通学の楽しさ(5件法) 
c2. 今の通学手段の「良いところ」「悪いところ」・保護者の

クルマによる送迎経験 
d2. 周囲の児童生徒との仲の良さ(5件法)・困っていること 
e2. 勉強の楽しさ/難しさ(5件法)・困っていること 
f2. 1日3食の食事日数・食事で困っていること 
g2. スポーツ系の習い事をしているか・頻度・習い事以外の運

動の頻度・運動で困っていること 
h2. その他  

子
ど
も
に

ポ
ジ
テ
ィ
ブ

子
ど
も
に

ネ
ガ
テ
ィ
ブ

親にポジティブ

親にネガティブ

天気を気にせず
通学できる

歩かなくて良い

時間に
余裕ができた

バス発着場から
約10分歩く バス発着場－学校間の

当番がある

運動不⾜
太った

添乗員さんの
サポートがある靴の

消耗が
遅い

ポジティブな意⾒

ネガティブな意⾒

図-1  保護者対象ヒアリング結果のプロット図 

X軸：通学の楽しさ(5件法)
Y軸：周りの児童との

仲の良さ(5件法)

通
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楽
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し
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座ってお喋り
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1 3 5

5

歩かなくて良い
エアコンがある
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図-2  児童へのヒアリングのプロット図(ポジティブな意見) 
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バスの到着が
遅い

うるさい

うるさい

1 3 5

5

他の地区の子と
一緒に帰れない

うるさい

X軸：通学の楽しさ(5件法)
Y軸：周りの児童との

仲の良さ(5件法)  

図-3  児童へのヒアリングのプロット図(ネガティブな意見)  
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生活全般における「周りの児童との仲の良さ」をそれぞ

れ5件法でプロットしたものを図-2に示す．図-2より，

ポジティブな意見として最も多かったのは「歩かなくて

良い」というものであった．また，バスはエアコンが効

いているため季節によらず快適に通学できるとのコメン

トも複数あった．2016年度に約1時間の徒歩通学を経験

していた子どもたちにとって，スクールバスは楽で快適

な通学手段として，ポジティブなイメージを持たれてい

ることが示された． 
 図-2の第一象限右上の2人(児童f，g)は，バス通学は楽

しく，また，周りの児童とも仲が良いと評価している．

この2人は共通して，バス通学で「お喋りできる」こと

をポジティブに認識していた． 
同様に，図-2と同じ軸に，ネガティブな意見をプロッ

トしたものを図-3に示す．図-2において「座ってお喋り

できる」と回答している児童fと「友だちとお喋りでき

る」と回答している児童gが，図-3の方ではバス車内が

うるさいと回答している．友だちと話せることは楽しい

が，皆が話し出すとバス車内がうるさくなってしまうと

いう課題もあるようだ． 
更に，図-3 第二象限の児童 a，b の回答「他の地区の

子と一緒に帰れない」は，S 住宅地が含まれる校区でス

クールバスが運行されている地区は限定的であるため，

学校で仲の良い他の地区の友だちと一緒に帰れないこと

を不満に感じていたことを示している．このように他の

地区の児童と(途中までであっても)一緒に帰れないこと

をバス通学の良くない点として考えている児童は，「通

学の楽しさ」が他の児童より低い値となっている．また，

児童 aは S住宅地の児童より学校の友人との方が仲が良

いと回答していることからも，一緒に登下校する友だち

の有無やその関係性が「通学の楽しさ」に影響している

可能性が示された． 
 
  
4. アンケート調査の概要 

 
 3章のヒアリング調査より，1) 歩かなくて良い，2) 運
動不足になった，3) バスで座ってお喋りできる，等の徒

歩からスクールバスへの通学手段の変化に起因すると考

えられる意見を収集できた．そこで，ヒアリング調査結

果を踏まえ，1) 歩行量(IPAQ)，2) 体活動量(IPAQ)，3) 友

だちとおしゃべり，等の下校時アクティビティの調査項

目を含むアンケート調査票を作成した．本章では，先に

述べた作業仮説を検証するためのアンケート調査の概要

について述べる． 

 

(1) 調査対象と方法 

アンケート調査の対象は，茨城県つくば市のA学校5，
6年生，B学校小学5，6年生の計575名である．A学校は

小中一貫校で，つくばエクスプレス研究学園駅から徒歩

10分程度の場所に位置し，周辺は比較的新しい住宅地で

表-3 アンケート項目 
項目 尺度 

属性 
学年 / 性別 / 同じ学校に通う兄弟姉妹の有無 
クルマの有無 / 携帯電話の所持の有無 / 身長体重 / 住所 

日々の 

生活 
運動系のクラブ習い事等に所属しているか．それは何か．活動頻
度．これ以外での運動や外遊びの頻度．1日3食の食事の頻度． 

昨日の 

下校 
放課後最初に行った場所 / 交通手段 / 同伴者人数 / 所要時間 
下校時幸福感(左端：ぜんぜんダメ；右端：とてもよかったの5件法) 

今日の 

登校 
交通手段 / 同伴者人数 / 所要時間 
登校時幸福感(左端：ぜんぜんダメ；右端：とてもよかったの5件法) 

下
校
時
の
経
験 

【下校時アクティビティ】あなたが，下校中にしたことのあること
すべての数字に○をつけてください． 
1. 家のへい・ブロックに登る 2. ぬけ道・うら道を歩く 3. ガードレー
ルやポールにすわる・もたれる 4. 水たまりで遊ぶ  5. 草むら・
森・林などに入って遊ぶ 6. 川や土手で遊ぶ  7. 虫をつかまえる   8. イヌ
やネコと遊ぶ  9. 花をつむ 10. 草をむしる 11. 果物や実をとる  12. 石
けりをする   13. じゃんけんをして遊ぶ 14. 公園などでカードゲー
ム・DSなどをする 15. 知っている人とすれちがった時，あいさつ
をする 16. 友だちとおしゃべりをする 17. その他  18. 当てはまるも
のはない 
【下校時困っていること】あなたが，下校中困っていることすべて
の数字に○をつけてください． 
1. 家まで遠くてつかれる 2. クルマがこわい 3. 暗くてこわい 4. 道
に誰もいなくてこわい 5. クルマのにおいが臭い 6. 道がせまい 7. 
道がでこぼこ 8. 水たまりが多い 9. バスに酔う 10. クルマに酔う 
11. 一緒に帰る友だちがいない・すくない 12. 一緒に帰る友だちと仲
が良くない 13.荷物が多い  14. その他 15. 困っていることはない 

小
学
生
版QOL

尺
度 

(左から全然ない・ほとんどない・ときどき・たいてい・いつも の5
件法；直近1週間のことをたずねた) 
a.どんな気持ちですごしましたか？ 
(1)わたしは楽しかったし，たくさん笑った． / (2)わたしはつまらない
なあと思った． / (3)わたしはひとりぼっちのような気がした． / (4)わ
たしは何もないのにこわい感じがした． 
b.自分のことをどのように感じていましたか？ 
(1)わたしは自分に自信があった(自分はよくやった)． / (2)わたしはい
ろいろなことができるような気がした． / (3)わたしは自分に満足して
いた(自分のことが好きだ)． / (4)わたしは良いことをたくさん思いつ
いた． 
c.あなたと友だちとの様子． 
(1)わたしは友だちといっしょに遊んだ． / (2)ほかの友だちはわたしの
ことを好きだった(友だちにきらわれていなかった)． / (3)わたしはわ
たしの友だちと仲良くしていた． / (4)わたしはほかの子どもたちにく
らべて変わっているような気がした． 
d.学校での様子を聞かせてください． 
(1)わたしは学校の勉強はかんたんだった(よく分かった)． / (2)わたし
は学校の授業が楽しかった． / (3)わたしはこれから先のことを心配し
た． / (4)わたしは学校のテストで悪い点数をとらないか心配だった． 

IPAQ 

【語句説明】強い身体活動：身体的にきついと感じるような，かな
り呼吸が乱れるような活動 / 中等度の身体活動：身体的にやや負荷が
かかり，少し息がはずむような活動 
※1回につき少なくとも10分間以上続けて行う身体活動についての
み考えて答えてください． 
(1)平均的な1週間では，強い身体活動を行う日は何日あるか？(→な
ければ質問(3)へ) / (2)強い身体活動を行う日は，通常，1日合計してど
のくらいの時間そのような活動を行うか？ / (3)平均的な1週間では，
中等度の身体活動を行う日は何日あるか？(→なければ質問(5)へ) / (4)
中等度の身体活動を行う日は，通常，1日合計してどのくらいの時
間そのような活動を行うか？ 
(5)平均的な1週間では，10分間以上続けて歩くことは何日あるか？
(→なければ質問(7)へ) / (6)そのような日には，通常，1日合計してど
のくらいの時間歩くか？ / (7)平日には，通常，1日合計してどのくら
いの時間座ったり寝ころんだりして過ごしているか？(睡眠時間は含
めない) 

行動
意図 

スクールバス / 路線バス通学・徒歩通学・自転車通学(B学校のみ)を
したいと思うか 
(左端：まったくそう思わない；右端：とてもそう思うの5件法)  

表-2 アンケート調査の概要 

Ａ
学
校 

調査日時 2017年12月4日～6日，14日 
サンプル数 5年生：265人 6年生：208人  

合計473人 

Ｂ
学
校 

調査日時 2018年2月23日 
サンプル数 5年生：52人 6年生：50人 

合計102人 
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ある．通学区域は南北に約2.5km，東西に約3.5kmである．

一方，B学校はつくば市と牛久市の市境付近に位置し，

周辺はA学校と比べると田畑も多い古いまち並みである．

また，B学校は通学区域が広く，南北に約4km，東西に

約5.5kmの範囲となっている． 
アンケート調査票は紙媒体で作成し，筆者ら(大学

生・大学院生)がクラス毎に配布・回答要請・回収を行

った．具体的には，大学生・大学院生が各クラスに1名
以上ずつ付き，朝の学活あるいは授業の時間を用いて，

設問文を一問ずつ読み上げ，児童全員に一斉回答するこ

とを要請した．調査日時とサンプル数を表-2に示す． 
 

(2) 調査項目 

アンケート調査では，身体的健康を測る指標として，

学童児の肥満を判定するローレル指数と IPAQ 日本語版

(short version)11)を用い，精神的健康を測る指標として，移

動時幸福感の尺度を用いる．また，精神的健康を測るも

のとして「小学生版 QOL 尺度 9)」「人生満足度」を同

時に用いることで，通学だけでなく包括的な生活の質に

ついても検討する．調査項目は表-3に示す． 

 
 
5. アンケート調査の分析結果 
 

 本章では4章で実施したアンケート調査データを用い

て，作業仮説を検証した結果を述べる．具体的には，ま

ず，下校時交通手段や同伴者有無，所要時間による精神

的・身体的健康の分析，次に下校時アクティビティの分

析，最後に精神的健康の規定因を探索的に分析した．両

校の特徴と分析結果の概要を表-4に示す．以下，有意差

が認められた結果を中心に述べる． 

 分析に用いる精神的健康の尺度「小学生版QOL尺度」

の信頼性を検討した結果，Cronbachのα値がA，B両校と

もに0.8を超えた(A:0.829，B:0.833)ため，16個の項目の平

均値を「小学生版QOL尺度」として扱うこととする． 

 

(1) 代表下校手段別の精神的健康 

 精神的健康を測定する「人生満足度」「下校時幸福

感」「小学生版 QOL 尺度」の 3 尺度について，代表下

校手段による有意な差があるかを一元配置分散分析を用

いて検証した(表-5)．代表下校手段は「バス」「クル

マ」「自転車」「徒歩」の順に順位付けをして定めた． 
 なお，A 学校では徒歩・スクールバス通学，B 学校で

は徒歩・自転車・路線バス通学しか許可されていないが，

A 学校ではクルマ送迎・自転車通学，B 学校ではクルマ

送迎による通学を行う児童がいた． 

 一元配置分散分析の結果，統計的有意差は認められな

かった． 
 
(2) A学校_下校所要時間別の身体的健康 

身体的健康を測定する「総身体活動量」「身体活動量

_強」「身体活動量_中」「身体活動量_歩行」「ローレ

ル指数」の 5つの尺度について，小学生の下校所要時間

による有意な差があるかを一元配置分散分析を用いて検

証した． 
 ここで，「身体活動量_強」は，ジョギング・ランニ

ング，クラブ活動，サッカー・水泳等のスポーツによる

強い身体活動の活動量を表す．「身体活動量_中」は，

自転車に乗る，風呂・トイレそうじ，動物の世話などの

中等度の身体活動の活動量を表す．「身体活動量_歩
行」は歩行量を表し，これらの総量を「総身体活動量」

とする．なお，身体活動量(METS・分)は，以下で表す． 
【METS値(強=8.0，中=4.0，歩行=3.3)×分数×日数】 
下校所要時間を 10 分ごとに分けて分析を行った結果，

 

表-5 代表下校手段別 精神的健康 平均値と標準偏差，一元配置分散分析結果 

  
尺度 

バス クルマ 自転車 徒歩 
F値 

Turkeyの 

多重比較   n M SD n M SD n M SD n M SD 

A学校 
 

人生満足度 42 3.8 0.9 39 4.0 0.9 3 5.0 0.0 357 3.9 0.9 2.1   

下校時幸福感 39 3.6 1.0 38 3.7 1.0 3 3.3 1.5 351 3.7 1.0 0.3   

小学生版 QOL尺度 38 3.6 0.5 37 3.7 0.6 2 3.8 0.4 343 3.6 0.6 0.5   

B学校 
人生満足度 5 3.4 0.6 20 3.9 0.9 17 3.8 0.8 60 3.7 1.2 0.3   

下校時幸福感 5 4.4 0.6 20 3.8 1.0 17 3.7 0.7 59 4.1 0.9 1.8   

小学生版 QOL尺度 4 3.6 1.1 20 3.5 0.6 17 3.4 0.4 57 3.5 0.6 0.3   

*：p<0.1，**：p<0.05，***：p<0.01 

 
表-4 両校の特徴と分析結果の概要 

 仮説 A学校 B学校 

特
徴
の
概
略 

学校形態 － 小中一貫校 小学校 

周辺環境 － 新興住宅地 田畑 

許可された通学手段 
－ 徒歩・ 

スクールバス 
徒歩・自転車 
路線バス 

分
析 

(1)代表下校手段別  精神的健康 1 － － 

(2)下校所要時間別  身体的健康 1 〇 － 

(3)代表下校手段別  身体的健康 1 － 〇 

(4)下校同伴者別   精神的健康 2 〇 － 

(5)代表下校手段別  アクティビティ 3 － 〇 

(6)幸福感・アクティビティの相関 4 〇 〇 

(7)精神的健康の規定因 探索 〇 〇 

〇：統計的有意差あり －：統計的有意差なし  
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N=5 N=20 N=17 N=60

石けり あいさつ おしゃべり

下校所要時間による差は歩行量(F 値：6.8)と総身体活動

量(F 値：1.9)において有意もしくは有意傾向であった． 
A 学校の小学生の歩行量・総身体活動量の下校所要時間

別の結果を図-4 に示す．これより，歩行量の増加が身

体活動量全般の増加を促す可能性が示唆された． 

なお，B学校においては，下校所要時間毎の身体的健

康に有意な差異は示されなかった．これは，B学校の児

童の通学手段が路線バス・クルマ送迎・自転車・徒歩と

A学校と比べても多岐にわたることに起因している可能

性が考えられる． 

 

(3) B学校_小学生の代表下校手段別の身体的健康 

 身体的健康を測定する「総身体活動量」「身体活動_

強」「身体活動_中」「身体活動_歩行」の 4つの尺度に

表-6 B学校_代表下校手段別 身体的健康 平均値と標準偏差，一元配置分散分析結果 

尺度 
路線バス クルマ 自転車 徒歩 

F値 Turkeyの 

多重比較 n M SD n M SD n M SD n M SD 
総身体活動量 5 1858 1770 20 2430 2304 17 6087 8488 58 5472 9696 1.01     

身体活動量_強 5 432 966 20 1276 1801 17 3762 7687 58 2985 5134 1.15     

身体活動量_中 5 720 1329 20 730 925 17 2073 2194 58 1540 4655 0.48     

身体活動量_歩行 5 706 467 20 424 634 17 251 475 58 948 904 4.64 *** 徒歩>クルマ・自転車 

*：p<0.1，**：p<0.05，***：p<0.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 A学校_下校所要時間別 歩行量と総身体活動量     図-5 B学校_代表下校手段別 身体活動量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 下校同伴者有無別 下校時幸福感      図-7 B学校_代表下校手段別の下校時アクティビティ 

表-7 下校同伴者との関係性別 下校時幸福感 

尺度 
友だち 通学班 兄弟姉妹 親 ひとり その他 F値 Turkeyの 

多重比較 n M SD n M SD n M SD n M SD n M SD n M SD 

A 
学校 376 3.88 0.90 258 3.63 0.95 19 3.37 1.01 31 3.52 1.12 172 3.19 0.97 14 3.00 1.36 14.124 *** 

友だち>通学班 
友だち>ひとり 
友だち>その他 
通学班>ひとり 

B 
学校 46 4.20 0.78 26 3.85 0.92 10 3.90 0.88 11 3.55 1.13 6 4.00 0.63 2 3.50 0.71 1.399     

*：p<0.1，**：p<0.05，***：p<0.01 
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ついて，代表下校手段による有意な差があるかを一元配

置分散分析により検証した結果を表-6，図-5に示す．こ

れらより，歩行量はクルマ・自転車で下校する子どもよ

り徒歩で下校する子どもの方が多いことが統計的有意に

示された．また，有意差は見られなかったものの，総身

体活動量，強い身体活動量，中等度の身体活動量は，路

線バスやクルマで下校する子どもよりも自転車や徒歩で

下校する子どもの方が高い傾向にあることが示された． 

なお，A学校においては，代表下校手段間に生じる，

身体的健康指標値の有意な差異は示されなかった．これ

は，A学校では多くの児童が徒歩通学であること，スク

ールバス導入期間が 1年弱であり，通学手段の変化が身

体的健康に影響するまでに至っていないこと等に起因す

る可能性が考えられる． 

以上(1)～(3)より仮説 1「子どもの心身の健康は通学状

況と関係がある」が，身体的健康について検証され，下

校時の活動が子どもの身体活動全般にまで影響する可能

性があることが示唆された． 
 

(4) 下校同伴者別の精神的健康 

 精神的健康を測定する下校時幸福感の尺度について，

A 学校の小学生の下校同伴者有無による有意な差がある

かを t 検定を用いて検証した結果，ひとりで下校する子

どもと下校時に同伴者がいる子どもとの間で下校時幸福

感に統計的有意差は見られなかった．(図-6)これは，そ

もそも同伴者がいない子どもの数が少なかった(n=19)こ
とが一因として考えられる．また，B 学校の児童につい

ても同様に統計的有意差は見られなかった． 

次に，下校同伴者を「友だち」「通学班」「兄弟姉

妹」「親」「ひとり」「その他」の 6種に分類したうえ

で，下校時幸福感について，同伴者との関係性による有

意な差があるかを，一元配置分散分析を用いて検証した

(表-7)．これより A 学校において，友だちと下校してい

る子どもは，通学班で下校，ひとりで下校している子ど

もより下校時幸福感が高いことが示された．更に，通学

班で下校している子どもは，ひとりで下校している子ど

もより下校時幸福感が高いことが統計的有意に示された．

B学校では，統計的有意差は示されなかった． 

 これらより，仮説 2「通学時同伴者と通学の移動時幸

福感は関係がある」は検証された． 
 
(5) B学校_代表下校手段別下校時アクティビティ 

 B 学校の下校時アクティビティについて，代表下校手

段による有意な差があるかを一元配置分散分析を用いて

検証し統計的有意差が得られた結果のみを図-7 に示す．

問いは「あなたが，下校中にしたことのあることすべて

の数字に○をつけてください．」であり，回答の選択肢

の選択率が図-7の縦軸である． 
 これより，以下の 3つの有意な結果が得られた． 
・石けりは，クルマ・自転車で下校する子どもよりも，

徒歩の子どもに多い(クルマ-徒歩：p = .091；自転車-
徒歩：p = .040)． 

・あいさつは，路線バス・クルマで下校する子どもよ

りも，徒歩の子どもに多い(路線バス-徒歩：p 
= .084；クルマ-徒歩：p = .040)． 

・友達とのおしゃべりは，クルマで下校する子どもよ

りも，路線バス・自転車・徒歩で下校する子ども

に多い(クルマ-路線バス：p = .004；クルマ-自転車：

p = .000；クルマ-徒歩：p = .000)． 
 このように，いくつかの下校時アクティビティが下校

手段によって異なることが示され，仮説 3「下校時アク

ティビティは通学手段で異なる」は検証された． 

 なお，A 学校においては，代表交通手段と下校時アク

ティビティに有意な差異は示されなかった．これは，A
学校では多くの児童が徒歩通学であること，スクールバ

ス導入期間も 1年弱であったこと，ならびに，本アンケ

ー調査で計測した下校時アクティビティは，「昨日の下

校時」などと特定の条件下ではなく，これまでの経験を

尋ねていること，等に起因している可能性が考えれる． 

 

(6) A学校_下校時幸福感とアクティビティの相関 

次に，A 学校の小学生の下校時幸福感とそれぞれの下

校時アクティビティとの相関分析を行った結果を表-8
に示す． 

 これより，抜け道を通る子ども・石けりをする子ども

は下校時幸福感が低く，川や土手で遊ぶ子ども・あいさ

 

表-8 A学校_下校時幸福感と下校時アクティビティの相関分析 

小学生 下校時 

幸福感 

1塀登る 2抜け道 
通る 

3ポール 
座る 

4水たまり 
遊ぶ 

5草むら 
入る 

6川土手 
遊ぶ 

7虫を 
捕まえる 

8犬や猫 
と遊ぶ 

9花を 
つむ 

相関係数 1 0.00 -0.11 -0.09 0.03 -0.02 0.10 0.01 0.05 -0.02 
有意確率(両側)  0.92 0.02** 0.06* 0.59 0.67 0.04** 0.77 0.33 0.70 
度数 456 455 455 455 454 455 455 455 455 455 

小学生  10草を 
むしる 

11果物 
をとる 

12石けり 
をする 

13じゃん 
けん 

14公園で 
ゲーム 

15あいさつ 
をする 

16おしゃべ

り 
17その他 18ない 

相関係数  -0.08 -0.03 -0.11 0.03 0.01 0.10 0.06 -0.08 -0.03 
有意確率(両側)  0.08** 0.56 0.02** 0.55 0.86 0.03** 0.22 0.08* 0.47 
度数  455 455 455 455 455 455 455 454 455 

*：p<0.1，**：p<0.05，***：p<0.01  
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つする子どもは下校時幸福感が高いことが示された．つ

まり，あいさつと下校時幸福感との間にはポジティブな

相関があり，子どもにとってのあいさつの重要性が示さ

れた．したがって仮説 4「下校時アクティビティと，通

学の移動時幸福感は関係がある」は検証された． 

 

(7) 精神的健康の規定因 
 次に，精神的健康の規定因を探るために A 学校の小

学生を対象として，従属変数を「人生満足度」「小学生

版 QOL 尺度」のそれぞれとし，独立変数を「下校時ア

クティビティのうち 16 項目」「下校時困っていること

のうち 13 項目」「下校同伴者有無」「通学距離」「合

計下校時間」「性別」「部活動・習い事の有無」「兄弟

姉妹の有無」とし，ステップワイズ法による重回帰分析

を行った．以下，従属変数毎に結果を述べる． 
 人生満足度を従属変数として重回帰分析を行った結果

を表-9，図-8 で示す．また，小学生版 QOL 尺度を従属

変数として重回帰分析を行った結果を表-10，図-9 で示

表-9 A学校_小学生の人生満足度の規定因 

小学生 β t 値 有意確率 

(定数)   46.92 0.00   
あいさつをする 0.27 5.40 0.00 *** 

クルマのにおいが臭い -0.18 -3.52 0.00 *** 
暗くてこわい -0.12 -2.34 0.02 ** 

調整済み R二乗：0.102 
*：p<0.1，**：p<0.05，***：p<0.01 

 

 

 
 

 

人生満足度

負に有意正に有意

暗くてこわい

クルマの
においが臭い

数値：β(標準化係数)
*：p<0.1，**：p<0.05，***：p<0.01

0.27***

-0.18***

-0.12**

あいさつをする

 
図-8 A学校_小学生の人生満足度の規定因 

 
表-11 B学校_小学生の人生満足度の規定因 

  β t 値 有意確率 

(定数)   12.14 0.00   
身体活動量_歩 0.04 0.39 0.70   

あいさつ 0.19 1.71 0.09 * 
おしゃべり -0.21 -1.82 0.07 * 
石けり 0.01 0.07 0.94   

じゃんけん -0.07 -0.55 0.58   
下校人数 0.05 0.53 0.60   

調整済み R二乗：-0.007 
*：p<0.1，**：p<0.05，***：p<0.01 

 

人生満足度

負に有意正に有意数値：β(標準化係数)
*：p<0.1，**：p<0.05，***：p<0.01

0.19*

-0.21*

あいさつをする

おしゃべりをする

 
図-10 B学校_小学生の人生満足度の規定因 

表-10 A学校_小学生の小学生版QOL尺度の規定因 

小学生 β t 値 有意確率 

(定数)   63.53 0.00   
クルマのにおいが臭い -0.16 -2.97 0.00 *** 

あいさつをする 0.15 2.98 0.00 *** 
一緒に帰る友だちが 

少ない 
-0.12 -2.28 0.02 ** 

荷物が多い -0.11 -2.01 0.05 ** 

調整済み R二乗：0.071 
*：p<0.1，**：p<0.05，***：p<0.01 

 

小学生版QOL尺度

負に有意正に有意

荷物が多い

クルマの
においが臭い

数値：ß(標準化係数)
*：p<0.1，**：p<0.05，***：p<0.01

0.15***

-0.16***

-0.11**

あいさつをする

-0.12**一緒に帰る
友だちが少ない

図-9 A学校_小学生の小学生版QOL尺度の規定因 

 
表-12 B学校_小学生の小学生版QOL尺度の規定因 

  β t 値 有意確率 

(定数)   19.58 0.00   
身体活動量_歩行 0.08 0.77 0.44   

あいさつ 0.24 2.11 0.04 ** 
おしゃべり -0.22 -1.93 0.06 * 
石けり 0.07 0.65 0.52   

じゃんけん -0.17 -1.46 0.15   
下校人数 0.15 1.40 0.16   

調整済み R二乗：0.027 
*：p<0.1，**：p<0.05，***：p<0.01 

 

小学生版QOL尺度

負に有意正に有意数値：β(標準化係数)
*：p<0.1，**：p<0.05，***：p<0.01

0.24*

-0.22*

あいさつをする

おしゃべりをする

 
図-11 B学校_小学生の小学生版QOL尺度の規定因 
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す．これらより，A 学校の小学生においては，人生満足

度・小学生版 QOL 尺度ともにあいさつをすることがポ

ジティブに作用することが示された．このあいさつとい

うアクティビティはクルマによる送迎等では全く行うこ

とができなくなってしまい，逆に徒歩や自転車などで通

学する場合には地域と触れ合うことが可能となる．この

結果により，あいさつを通した地域とのコミュニケーシ

ョンの重要性が示唆されたといえる． 
 次に B 学校の小学生を対象とし，従属変数を「人生

満足度」「小学生版 QOL 尺度」のそれぞれとし，独立

変数を「身体活動量_歩行」「あいさつ」「おしゃべ

り」「石けり」「じゃんけん」「下校人数」とし，強制

投入法による重回帰分析を行った結果を，従属変数毎に

述べる．なお，ステップワイズ法による重回帰分析を行

った結果，いずれの独立変数も採用されなかったため，

強制投入法を用いている．独立変数の選定理由は以下の

通りである．「身体活動量_歩行」は，表-6 において代

表下校手段による有意な差異が認められ，その差異が

「人生満足度」「小学生版 QOL 尺度」に影響を及ぼす

可能性があると考え採用した．また，下校時アクティビ

ティのうち，「あいさつ」「おしゃべり」「石けり」

「じゃんけん」は経験人数が多かった(あいさつ 74.5%，

おしゃべり 86.3%，石けり 49.0%，じゃんけん 30.4%)た
め，採用した．下校人数は，集団登下校など多人数にな

りすぎると下校が楽しくなくなるといった場合を考慮し

て採用した． 
人生満足度を従属変数として重回帰分析を行った結果

を表-11，図-10 で示す．また，小学生版 QOL 尺度を従

属変数として重回帰分析を行った結果を表-12，図-11 で

示す．これらより，B 学校においても人生満足度・小学

生版 QOL 尺度ともに「あいさつ」が重要であるという

ことが示唆された．一方で，友だちとのおしゃべりが人

生満足度・小学生版 QOL 尺度ともにネガティブに作用

する結果が示された．この理由は定かではないが，モデ

ルの決定係数が極めて低いため，他の要因が大きく影響

していると考えられ，モデルのフィットの改善も，今後

の課題としたい．  
 

 

6. おわりに 
 
(1) 本研究の成果 

本研究では通学手段や通学時間，通学時の同伴者，下

校時のアクティビティといった通学状況と子どもの心身

の健康との関係の実態を明らかにすることを目的として，

児童とその保護者対象のヒアリング調査と 2つの学校に

おける児童対象のアンケート調査を実施した． 
その結果，仮説 1について小学生の身体活動量は下校

手段や下校所要時間といった下校状況によって有意に異

なることが示され，仮説は検証された． 
仮説 2については，同伴者との関係性によって下校時

幸福感に有意な差が認められ，仮説は検証された．友だ

ちとの下校は，通学班で下校，ひとりで下校するより幸

福感が高いことが明らかとなった． 
仮説 3 について，下校時のあいさつ行動は，路線バ

ス・クルマで下校する子どもよりも徒歩の子どもに多い

ことが示され，仮説は検証された． 
仮説 4について，下校時にあいさつすることと下校時

幸福感には有意な相関関係が示され，仮説は検証された． 
更に，児童の精神的健康の規定因を探索的に検討した

結果，あいさつ行動が子どもの精神的健康「人生満足

度」と「小学生版 QOL 尺度」の双方にポジティブに作

用し，おしゃべりがネガティブに作用することが示され

た．おしゃべりがネガティブな影響を及ぼしていた理由

は不明であるが，A 小学校の校長先生は「おしゃべり」

という言葉自体に子どもがネガティブなイメージを有し

ている可能性を指摘しておられた．また，「クルマのに

おいが臭い」「(下校経路が)暗くてこわい」「一緒に帰

る友達が少ない」「荷物が多い」ことは，子どもの精神

的健康にネガティブな影響を及ぼしていた．「クルマの

においが臭い」が負に有意であったことについては，A
学校の通学路の一部に交通量の多い幹線道路があり，そ

こを歩く際にクルマの排気ガスに嫌悪感を抱く児童が多

かった可能性が考えられる．「(下校経路が)暗くてこわ

い」が負に有意であったことについては，A 学校周辺に

は街灯の少ない道路も多く，また，調査時期が 12 月で

あり，5，6 年生の児童が下校する時間帯が日没時であ

ったことが理由として考えられる．「一緒に帰る友達が

少ない」は，おしゃべりする相手が少ない・楽しさが減

る・ひとりで不安といったことが，また，「荷物が多

い」は，徒歩での下校時に荷物が多いことが児童にとっ

て負担であったことが，負に有意であった理由であると

考えられる．これらは，いずれも首肯できる結果であっ

た．これらより，仮説 4の分析結果と併せ，子どもの精

神的健康にとって「あいさつ」をするということの重要

性が示唆された． 

 

(2) バス通学増加に対する施策の検討 

 近年，学校統廃合で校区が広がったことにより，子ど

もの通学手段が多様化し，徒歩通学が減少している．特

につくば市では，2018年4月に9校の小学校・中学校を統

合した小中一貫校が開校し，20台のスクールバスが運行

されている．スクールバスによるドア・トゥ・ドアの通

学が基本となると，身体的健康の低下に加え，通学時の

アクティビティや地域住民とのあいさつ等の機会が減少

することによる精神的健康の低下も危惧される．このよ
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うな状況の中，子どもの心身の健康を維持・向上させる

ための施策としては，例えば，1) 家からバス停まで，バ

ス発着場から学校までの歩く距離を少しでも確保するこ

とで，歩行量を確保すること，2) その際，あいさつする

機会を増やすため，商店街などの人通りのあるルートを

設定すること，3) 通学時を含め，学校において来客や地

域の方々に積極的にあいさつするなどの指導を徹底する

こと，等が考えられる．これらの施策案は実際に行われ

ている事例も存在するが，それらの有効性は不明である．

施策の妥当性を十分に検討したうえで，導入前に試験的

な施策を実施するなど，有用性の検証を行う必要があろ

う． 
 

(3) 今後の課題 

本調査では，つくば市内の A学校・B学校の二校を対

象としたが，今後は地域性や通学手段の影響を異なる学

校に調査対象を拡張し，本調査で得られた結果の頑健性，

妥当性を検証する必要があると考える．また，今回は小

学校高学年を対象とした質問紙調査であったが，低学年

には回答が困難である可能性が高い．従って，通学途中

の風景の描画分析など，低学年を対象としたより質的な

調査分析の方法論を検討する必要もあろう． 

また，当然ながら，子どもの心身の健康には，通学状

況だけでなく家庭環境・地域性等，他の要因が大きく関

係している可能性があり，これらを含めたより包括的な

分析を行っていく必要がある．  
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INFLUENCE ON SITUATION OF COMMUTING TO SCHOOL ON CHILDREN’S 
PHYSICAL AND MENTAL HEALTH 

 
Daisuke SETOU, Ayako TANIGUCHI and Haruo ISHIDA 

 
The purpose of this research is to clarify the relationship between actual situation of school commut-

ing; which for instance, transport means/time consumption of school commuting, peer commuting, after 
school activity, and children’s physical as well as mental health. 

In Tsukuba city, Ibaraki prefecture, an interview survey among public residents and a questionnaire 
survey among elementary school students were conducted. 

As a result, 1) physical activity level of elementary school students differs according to the actual situa-
tion of how they commute to school, 2) variable ‘greeting’ positively affects children’s mental health. 
These reveal that go back from school with peers and be in touch with the community vitally impact on 
children’s mental health. 

I_1079



<<
  /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


