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GIS環境下における移動データの地理的視覚化

―立命館大学衣笠キャンパスへの通学移動を事例に―

花岡　和聖*・中谷　友樹*・矢野　桂司*

Ⅰ．はじめに

地理学において、地図は、地理的事象の最

も基礎的な表現方法である。浮田・森 1）は、

地図には「正確さ」と「美しさ」が求められ

ると指摘する。「正確さ」とは、地形図のよう

なデフォルメの少ない客観性の高さであり、

「美しさ」とは図の主題を明瞭に伝達するため

の表現方法を指す。地図による効果的な情報

伝達には、これら二つの要素の両立が欠かせ

ない。地図は、作図者と読図者との視覚的な

情報伝達手段の一様式である。

これまでの地図は紙媒体であり、一度製図

した地図を容易に変更することはできなかっ

た。しかし、近年における地理情報技術の発

展によって、地図を用いた情報伝達の柔軟性

や自由度が飛躍的に高まりつつある。例えば、

コンピュータ画面上で地図の拡大縮小や凡例

の変更、透過処理、さらにはヒストグラムや

数値情報の表示が瞬時に可能であり、データ

と対話的に地図を作成することが可能になっ

た 2）。また三次元地図 3）やカルトグラム 4）、

カーネル密度 5）をはじめ統計分析や空間処

理を適用することで、大規模な地理情報から、

その主要な特性をより効果的に視覚化でき

る。ここでの地図利用は、他者への情報伝達

というよりも、分析者の内部的な読図行為の

支援に主眼が置かれる。地理的視覚化とは、

こうした地理情報技術を駆使した新しい地図

表現やデータ対話的な環境を介して、地理情

報を解釈する行為であるとされる 6）。

人や物資の空間的移動は、地域間の相互作

用関係を規定する地理学の主要な研究対象の

一つである。例えば、マクロな空間スケール

で展開される国際・国内人口移動から、より

ミクロな空間スケールとして、都市圏や一都

市内での交通流動や購買行動そして、通勤・

通学の流動を挙げられよう。移動データの

もっとも直感的な視覚化方法としては、発地

と着地の二点間を結んだ線で移動を表現す

る。しかし、データ数が多い場合、単純にす

べての発着を直線で地図にすると、第 1図の

ように対象地域が直線で埋め尽くされてしま

う。そこで、こうした地理的視覚化の方法と

して、発着地や移動方向が類似し、かつ地理

的に近接する複数の線を一つの線に集約する

処理が加えられる 7）。これにより交差する複

数の線を一つにまとめ、地域全体の移動パ
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ターンをある程度判読しやすくなる。

ところで、ミクロな空間スケールにおける

人の移動は、そもそも地理的制約が大きく、

通常は道路や鉄道などのネットワーク上でし

か展開されない。直線による移動データの表

現方法は、視覚的にも分かりづらいばかりで

なく、現実の地理空間との対応関係も希薄に

なる。したがって、ネットワーク上の移動経

路に変換することで、その集中や分散、変化

を効果的に把握できると考えられる。ただし、

その実現には、GPS 受信機や Wi-Fi 通信網、

携帯電話を利用した位置情報の連続的な捕捉

が必要であるが、現段階でもそのような地理

的な位置情報の把握はプライバシー保護の問

題や機材の確保等の問題もあり一般化したわ

けではない。他方、移動経路を把握するより

一般的な方法として、比較的簡単な調査

フォームに主要な地名や駅名等を回答しても

らい、移動経路を把握する記述方式による調

査方法がある。こうした情報は、比較的情報

の入手は容易だが、第 2図に示すように、GPS

方式と比較して、発地と着地から成る断片的

な移動情報であり、実際の移動経路を推定（内

挿）する必要がある。

こうした発着地ベースの断片的な移動デー

タから移動経路を生成する手法として、関本

ほか 8）や薄井ほか 9）による時空間内挿法が

参考になる。これらの研究では、パーソント

リップ調査を用いた都市圏内での数十万人規

模の個人の移動経路が推定されてきた。時空

間内挿法を用いて直線を移動経路に変換する

ことで、現実のネットワークと移動の対応付

けが容易になる。特に、一日の通勤・通学移

動の把握において、移動経路に基づいた地理

的視覚化は有効な手段であると考えられる。

こうした時空間内挿法による移動経路に基づ

く地理的視覚化について、実際の交通問題の

事例と関連付けて、その有効性を議論する必

要性があると考えられる。

そこで、本研究では、京都市北区に立地す

る立命館大学衣笠キャンパスに通う学部生及

び院生（以下、学生）を対象に、Web アン

ケート調査により得られた発着地ベースの断

片的な移動データから学生の移動経路を推定

第1図　立命館大学衣笠キャンパスまでの通学移動

回答者の自宅（・）から衣笠キャンパスまでを直線

で結んだ。

Webアンケート調査より作成

第 2 図　GPS 方式と記述方式による移動経路表現

の違い
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する。そして、その地理的視覚化を通じて、

通学移動の実態を具体的に把握する事例を提

示する。立命館大学衣笠キャンパス周辺では

通学者による慢性的な自転車やバス待ちの混

雑が生じており、この問題解決のための通学

移動の実態把握が必要とされている。この問

題に対して、立命館大学では京都市による「ス

ローライフ京都」プロジェクト 10）の一環と

して、混雑緩和を図るための施策の企画を検

討し、その実施をはかってきた。本研究では、

この立命館大学での取り組みの一部として実

施された調査資料を利用する。

Ⅱ．立命館大学学生の通学移動

1．「立命館大学衣笠キャンパスへの交通アク

セス改善プロジェクト」

京都市内の学生の居住地は、2000 年以降、

第 3 図　立命館大学衣笠キャンパスに通学する学生の居住地分布（2010 年）

京都市営：京都市営地下鉄、近鉄：近畿日本鉄道、京阪：京阪電気鉄道、京福：京福電気鉄道（嵐電）、阪急：

阪急電鉄

駅名はゴシック体で示す。

学生の住所郵便番号からカーネル密度法で密度分布を求めた。
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学生の居住地選好の変化によって、都心部で

学生人口が増加し、外縁部に立地する大学と

学生の居住地の対応関係は弱まりつつある

11）。その結果、こうした外縁部に立地する大

学への通学流動は全体的に規模を増してきた

と推定される。

立命館大学衣笠キャンパスに通学する学生

は、2010年時点で 17,788 人である。第 3図

に示すように通学圏は、鉄道に沿って滋賀県

や大阪府、奈良県にまで広がる。京都市外か

らの通学者は全体の約 38％、徒歩以外の自転

車や公共交通の利用が想定される、居住地か

ら大学までの距離が 2 km以上の通学者は、全

体の約 69％に上る。

そのため大学周辺では、通学時に鉄道の乗

換駅でのバス待ちや、大学周辺での自転車の

混雑が問題となる。例えば、1 時限目（午前

9 時開始）前の西院駅や円町駅では、立命館

大学行きのバスを待つ学生の長蛇の列が生じ

る（第 4図）。またキャンパスに通じる道路の

幅員は狭く、歩行者と自転車や自動車が接触

する危険性も高い。このような状況は、学生

の通学利便性を大きく下げるとともに、大学

キャンパス周辺居住者にとっては、騒音や交

通の利便性の低下などの生活環境の悪化、さ

らには交通事故リスクの上昇をも誘発する。

そこで、立命館大学では、2009 年～ 2011

年にかけて、京都市の「スローライフ京都」

プロジェクトの一環として「立命館大学衣笠

キャンパスへの交通アクセス改善プロジェク

ト」を実施した。このプロジェクトは、京都

市が実施するモビリティ・マネジメントの一

環であり、徒歩と公共交通機関を優先したま

ちづくりを目指すプロジェクトである。大学

と学生、行政、交通事業者等が協働して衣笠

キャンパス周辺の自転車やバス待ちの混雑緩

和に向けた取り組みを検討し、これを実施し

た。具体的には、学生の通学及び一日の移動

調査を踏まえ、主要駅から大学までの直通バ

スの増便、公共交通機関利用の案内を行った。

その詳細な実施成果に関しては立命館大学で

公開している報告書 12）を参照されたい。

2．通学移動に関するWebアンケート調査

学生の通学及び一日の移動調査に関して、

立命館大学衣笠キャンパスに通学する学生を

対象に、2010年 10 月 13 日～ 19 日まで Web

によるアンケート調査を実施した。立命館大

学の衣笠キャンパスにある学部に所属する学

第 4 図　円町駅及び西院駅前のバス停での混雑

学期を通じて立命館大学行きのバスを待つ学生の列が発生する。
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生全員に依頼の電子メールを、大学が発行す

る学生個人のアドレスに送るとともに、大学

ホームページ上で学生に回答を呼び掛けた。

調査項目は、学生の個人属性（学年、性別、

学部、自宅住所）と定期券の保有状況、衣笠

キャンパスまでの通学方法（交通手段、利用

回数）、一日の移動（日時、移動手段、交通事

業者名、移動目的）などである。7 日間の調

査期間での回答者数のうち、本分析に利用す

る回答者サンプルは計 1,105人である。これ

は、衣笠キャンパスの全学生数の約 6.2％に

相当する。調査項目に関しては、あらかじめ

住所や駅名、施設名等の経緯度を特定しデー

タに追加した。

3．通学移動の把握

本節では、Webアンケート調査結果を整理

し、立命館大学学生の通学時の交通手段及び

その空間的分布を把握する。

まず、通学時の交通手段をWebアンケート

調査の一日の移動に関する調査項目から把握

した（第 1表）。徒歩のみ及び電車・徒歩が計

11.9％に対して、自転車のみ及び電車・自転

車は計 44.3％となる。バス利用者は計 35.8％

であった。ここから学生の約半数近くが自転

車を利用して通学している現状がわかる。単

第 1 表　通学時の交通手段

交通手段 人数 割合（％）

バス 94 8.9

電車・バス 285 26.9

41.5
電車・徒歩 50 4.7

電車・自転車 98 9.2

電車・バイク 7 0.7

徒歩 76 7.2

自転車 372 35.1

バイク 51 4.8

その他 27 2.5

計 1,060 100.0

電車に関してのみ駅からの交通手段も合わせて

示す。

Web アンケート調査の一日の移動に関する調査の

うち第 1番目の移動を集計した。残り 45 人は通学

目的以外か無回答。

第 5 図　通学時の交通手段別密度分布

交通手段別に、カーネル密度法を用いて発地の密度分布を推定した。

徒歩及び自転車については着地が大学となる通学移動に限定した。

駅名はゴシック体で示す。

Webアンケート調査から作成
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純に回答者数を全学生数に一致するよう拡大

した場合、自転車による通学者の総数は 7,900

人近くにもなる。

次に、上記と同じデータを用いて、通学時

の交通手段別の密度分布を求めた（第 5図）。

徒歩での通学は、北野白梅町以北の範囲及び

円町駅で密度が高い。一方、自転車は、大学

から半径 3 km 圏内で高いことがわかる。ま

た西院駅や二条駅などの鉄道駅周辺で自転車

利用の密度が飛び地的に高い。これらの駅で

自転車に乗り換えて通学する学生が多いため

であろう。次に、市バスの利用者は、立命館

大学行きのバスに乗り換えできる鉄道駅で高

く、円町駅や西院駅、京都駅、三条駅、祇園

四条駅で高い密度分布が確認できる。

以上、通学時の交通手段は、大学からの距

離に強く制約を受けることがわかる。徒歩に

よる通学者は約 1 km 圏内、自転車による通

学者は 3 km 圏内でほぼ完結していた。それ

に加えて、鉄道の乗換駅と大学との距離も交

通手段を規定する要因である。大学から 2 ～

3 km 以上離れた円町駅や西院駅で徒歩や自

転車が飛び地的に高い傾向がみられた。

Ⅲ．通学移動経路の推定

1．ネットワーク・アナリストと前提条件

学生の通学時の移動経路の推定には、ESRI

社が開発した ArcGIS10 のエクステンション

の一つであるネットワーク・アナリスト

（Network Analyst）を用いる。ネットワーク・

アナリストは、道路や鉄道などのネットワー

クデータから、複数地点間の最短経路検索や、

ネットワーク・バッファの作成を行うための

GIS分析ツールである。

本研究では、通学移動経路を、自宅から大

学までのネットワーク上での移動時間（時間

距離）が最短になる経路と定義する。つまり、

前提条件として、学生は自宅から大学まで、

遠回りすることなく最短経路を選択して通学

すると想定する。ただし、Webアンケート調

査において、学生がどの交通手段を利用して

いるかを把握できるため、経路検索で利用す

る交通手段を制約に加えた。なお本分析では、

通学時の交通手段及び自宅住所を把握できた

回答者 1,092人のデータを用いる。

使用するデータは、京都市内の市バスと JR

バスのバス路線とバス停、京阪神地区の鉄道と

鉄道駅、道路の GISデータである 13）。ネット

ワーク・アナリストでは、時間距離の算出に際

して、移動手段別の移動速度を設定しなければ

ならない 14）。ここでは、京都市内での移動を

想定し、時刻表や石田ほか 15）を参考に、鉄道

（京福除く）の速度は 611.7m/分、バス・京福

は 231.7m/分、徒歩・自転車は 67.7m/分、鉄

道駅での鉄道の停車時間は 20秒、バス停での

バス停車時間は10秒と設定した。

通学時のバス利用は、立命館大学行きのバ

スの運行本数に強く影響を受けるためWebア

ンケート調査結果から、通学者が多いバス停

順にバスの待ち時間を 3分、5分、10分、15

分と設定した 16）。加えて、ネットワーク・ア

ナリストでは、京都市のようにバス路線網が

密な地域ではバスの系統単位での路線網デー

タの作成及び移動経路の推定が複雑になる。

そのため、立命館大周辺で通学に主に利用さ

れるバス停に停車する系統 17）以外は、系統

単位での移動経路ではなくバス路線上を自由

に移動できるものと仮定した。
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2．分析手順

自宅から大学までの最短経路の探索は、

ネットワーク・アナリストに搭載されるダイ

クストラ法（Dijkstra’s Algorithm）を用いる。

このアルゴリズムは、総探索のアルゴリズム

よりも効率的に最短経路を探索でき、多様な

アプリケーションに実装されてきた。

ネットワーク・アナリストを用いた通学移

動経路の分析手順は次の通りである。

（1）交通手段の推定：Webアンケート調査

の回答結果に示された学生の通学時の交通手

段を、ネットワーク上での移動の制約を考慮

して、鉄道（JRと阪急、京阪、京福、京都市

営、その他）、バス（市バス、JR バス）、徒

歩・自転車（徒歩、自転車、バイク）に整理

した。なお、バイクに関しては、道路上を自

由に移動できる交通手段として徒歩・自転車

に含めた 18）。

（2）最短経路の推定：ネットワーク・アナ

リストを用いて、上記で整理した交通手段の

みを利用した場合における、学生の自宅から

大学までの最短経路を検索する。この作業は、

ArcGISのモデル・ビルダーを使用し、繰り返

し処理を行った。

（3）移動経路密度の推定：交通手段別に通

学移動経路の密度を推定し、地図化した。さ

らに、通学移動経路から主要な乗換駅での通

行量やネットワーク上での通学時の移動距離

を求めた。

3．分析結果

利用交通手段別にみた通行量（第 6図）：学

生の通学移動経路の密度分布は、一日の通学

移動の累積的な通行量に該当する。その全体

的な傾向は、立命館大学に向かって学生が集

中することを反映して、大学周辺ほど密度が

高く、通学者の人口密度（拡大推定値）は、

200人 /100 m2を超える。こうした高密度の分

布は、大学から離れた地域では、鉄道やバス

路線に沿った移動となるため、線状の分布を

呈する。特に、西院駅や円町駅からのバス路

線に当たる西大路で顕著に密度が高い。一方、

大学周辺では、自転車や徒歩による街路上の

移動が主であるため、放射状に高密度の分布

が広がる。さらに、この地図からは、大学の

北側に位置する正門と東側の東門に向うアク

セスで、高い密度分布を確認できる。これら

の通学移動経路は、実際に多くの学生が利用

しており、通学時の混雑が著しい。

利用交通手段別に通学移動経路の密度を地

図化すると、北側からのアクセスは主に鉄道

とバスを利用する通学者が大半を占める。一

方、東側からのアクセスは、自宅から直接、

徒歩や自転車で通学する学生が相対的に多

い。「鉄道と徒歩・自転車を利用」において、

鉄道と重複していない高密度の部分は、徒歩・

自転車による移動である。東側からのアクセ

スは、西院駅や円町から徒歩・自転車で移動

する場合にも、最短経路となる。

第 1 図と第 6 図を比較すると、通学移動

データをネットワーク上に投影させるよう

に内挿することで、現実の移動経路を反映し

た形式で通学移動経路の地理的視覚化が可

能となり、大学周辺における学生の通学移動

経路や混雑をより明瞭に把握できるように

なった。ただし、これらの結果は、最短経路

選択に基づく結果である点に留意する必要

がある。

鉄道駅別にみた通行量（第 7図）：「立命館

大学衣笠キャンパスへの交通アクセス改善プ

ロジェクト」の課題として、鉄道駅周辺での



花岡　和聖・中谷　友樹・矢野　桂司

98

バス停でのバス待ちや自転車の混雑が問題視

される。そこで、主要な乗換駅周辺を通過す

る移動を集計し通行量を推定する。駅周辺に

半径 100 mのバッファを発生させ、それと交

差する移動経路数を求めた。

第 7図をみると、大学に近い駅ほど通行量

は増加する。回答者の移動経路数と括弧内に

回答者数を全学生数と一致するように拡大

した推定値を同時に示すと、円町駅 359 人

（約 5,827人）、西院駅 255人（約 4,139人）、

京都駅 208人（約 3,376人）、三条駅 74人（約

1,201 人）、出町柳駅で 27人（約 438人）と

なる。大学報告書 19）によると、午前 9時開

始の 1時限目の受講生は全学生の約 1/3にの

ぼる。つまり、単純な推定でも午前 8時台に、

円町駅周辺で約 1,942 人、西院駅周辺で約

1,380人の通行量があると推定できる。

男女別にみた通学移動距離（第 8図）：ネッ

第 6 図　交通手段別通学移動経路の密度分布

凡例の括弧内の数値は全学生数に一致するように回答者数を拡大した推定値

駅名はゴシック体で示す。
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トワーク距離を求めることで、より正確に通

学時の移動距離が計測できる。男女別の通学

移動距離帯別通学者割合をみると、まず男女

とも、大学周辺と京都市外からの通学者と考

えられる 30 ～ 50 km の範囲の二か所でピー

クを確認できる。大学周辺では、男女間の下

宿率の差 20）を反映して女性よりも男性で割

合が高い。逆に大学から 5 km 以上の範囲で

は、女性割合が高い。特に京都や大阪の郊外

圏に該当する、大学から 10 ～ 40 kmの範囲、

さらには 70 km以上の遠方からの通学者で女

性割合が高いことがわかった。この背景には、

女性は、親の実家から通学できる範囲で大学

を選択し、さらに大学周辺に下宿するような

遠距離の場合においても、実家から通学する

実態が推測される。

Ⅳ．おわりに

本研究で得られた知見は以下のように整理

できる。

第一に、通学者の交通手段は大学からの距

離に応じて、徒歩、自転車、バス、鉄道の順

に主要な手段となっている。全体としてみる

と、Webアンケート調査の回答者の半数近く

の学生が、大学までの通学に自転車を利用し

ていた。そのうち円町駅や西院駅から自転車

を利用する学生も1割に上ることがわかった。

第二に、Webアンケート調査で得られた移

動データから移動経路を内挿しネットワーク

上に投影することで、直線による移動データ

の表現ではわからない通学行動の地理的な集

中・分散をより効果的に視覚化できるように

なった。学生の通学移動の密度分布は、大学

周辺では放射状に、それ以外の地域では鉄道

やバス路線に沿って線状に広がる。とりわけ

西大路通りや大学の北側及び東側で顕著な交

通混雑が生じていると推定された。

第三に、内挿により得られた通学移動経路

は、通学行動の理解に効果的な地理的視覚化

を実現できるばかりでなく、通学移動に関す

る空間分析も適用可能になる。本研究では、

乗換駅周辺の通行量やネットワーク距離に基

づく通学移動の男女差を把握できた。

以上の研究結果をもとに、「立命館大学衣笠

キャンパスへの交通アクセス改善プロジェク

ト」に関連して、次のような点を指摘できる。

立命館大学周辺の混雑は、第 6図の地図に示

第 7 図　鉄道駅別の通行量

駅から半径 100m圏内を通過する通学者数を示す。

第 8 図　男女別の通学移動距離帯別通学者割合
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されるように、主に大学の東側で発生してい

る可能性が高い。それ故、西大路通りの集中

した通学移動経路の分散化が有効であると考

えられる。大学の西側からの通学者は相対的

に少なく、現在でも実施されている嵐電や花

園駅の利用を促すような施策をより一層充実

させることが考えられる。また通学・帰宅時

間が集中しないような時間割編成も必要とな

ろう。

今後の課題点として、第一に、より精度の

高いネットワークデータの構築があげられ

る。例えば、系統別に路線バスのネットワー

クを構築することは、京都市のようなバス交

通が発達した地域においては不可欠である。

第二に、最短経路だけに依存しない経路選択

モデルをネットワーク分析に組み込む必要が

ある。バスの乗車においても、学生によって

移動時間や快適性に対する重要度が異なる。

こうした学生の選好の差異をモデル化する必

要がある。とりわけ帰宅時にも立命館大学前

でバス待ちの混雑が生じており、往復の移動

を前提にした経路選択のモデル化が求められ

る。第三に、本研究では目的地が大学の一か

所のみであったが、実際は多数の目的地があ

り移動方向も異なる。ネットワーク上で移動

量と移動方向を同時に提示する方法も必要と

なる。第四に、既存バス路線での増発や新規

バス路線の設定による混雑緩和効果を検証す

るためには、今後、シミュレーションを用い

た分析も有効であろう。

以上のような研究課題が残るものの、発着

地ベースの断片的な通学移動データを内挿

し、ネットワーク上の通学移動経路として通

学移動を表現することは、地理的視覚化の観

点からも、通学行動の分析的な観点からも有

益であり、作成した地図は交通混雑の軽減等

に向けたまちづくりの意思決定の判断材料に

活用できる。

注

1）浮田典良・森　三紀『地図表現入門―主題図

作成の原理と実際―』、大明堂、1988、5-17 頁。

2）Kitchin, R., Perkins, C. and Dodge, M.: Thinking

about Maps, in Dodge, M., Kitchin, R. and Perkins,

C. eds.: Rethinking Maps: New Frontiers in Carto-

graphic Theory, Routledge, 2009, pp. 1–25.

3）Shepherd, I. D. H.: Travails in the Third Dimen-

sion: A Critical Evaluation of Three-Dimensional

Geographical Visualization, in Dodge, M., McDerby,

M. and Turner, M. eds.: Geographic Visualization,

Wiley, 2008, pp. 199–222.

4）Dorling, D., Newman, M. and Barford, A.: The

Atlas of the Real World: Mapping the Way We Live,

Thames & Hudson, 2008, 400 p.

5）Nakaya, T. and Yano, K.: Visualising Crime

Clusters in a Space-Time Cube: An Exploratory

Data-Analysis Approach Using Space-Time Kernel

Density Estimation and Scan Statistics, Transac-

tions in GIS 14-3, 2010, pp. 219–377.

6）塩出徳成「ビジュアライゼーション」、（村山

祐司・柴崎亮介編『GIS の理論』、朝倉書店、

2008、所収）、102-121 頁。

7）① Andrienko, G., Andrienko, N., Kopanakis, I.,

Ligtenberg, A. and Wrobel, S.: Visual Analytics

Methods for Movement Data, in Giannotti, F. and

Pedreschi, D. eds.: Mobility, Data Mining and Pri-

vacy, Springer, 2008, pp. 375–410. ②Guo, D.: Flow

Mapping and Multivariate Visualization of Large

Spatial Interaction Data, Journal IEEE Transac-

tions on Visualization and Computer Graphics 15–6,

2009, pp. 1041–1048. ③ Boyandin, I., Bertini, E.

and Lalanne, D.: Visualizing the World’s Refugee

Data with JFlowMap, Proceedings of Eurographics/

IEEE-VGTC Symposium on Visualization, 2010,

URL: http://diuf.unifr.ch/people/lalanned/Articles/

Eurovis10-poster.pdf（閲覧日：2011 年 7月 3 日）．

8）関本義秀・菊池英一・佐藤圭一・秋山祐樹

「パーソントリップデータを活用した人の流れ

の時空間的な詳細化」、交通工学研究発表会論文

報告集　28、2009、197-200 頁。

9）薄井智貴・金杉　洋・関本義秀・南　佳孝・

柴崎亮介・中野　敦「動線解析プラットフォー

ムによる東京都市圏パーソントリップ調査デー

タの時空間内挿の実現とその利用」、地理情報シ



GIS環境下における移動データの地理的視覚化

101

ステム学会講演論文集　18、2009、541-545 頁。

10）京都市による「スローライフ京都」プロジェ

クトの詳細はホームページ（URL: http://www.

city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000089929.html）を参

照されたい。

11）桐村　喬・近藤暁夫「1960 年以降の京都市に

おける学生の居住地の時空間的パターンの変化

に関する一考察」、立命館地理学（京都地域研

究）22、89-107 頁。

12）立命館大学『立命館大学衣笠キャンパスへの

交通アクセス改善プロジェクト報告書』、立命館

大学、2011、59 頁。

13）ESRI ジャパン株式会社が作成した『ArcGIS

データコレクション　スタンダードパック』に

収録される道路及び鉄道、鉄道駅等の GISデー

タを用いた。

14）ただし、バス路線の GISデータは京都市内の

市バスと JRバスのみである。さらに、鉄道は、

列車種別に応じて所要時間や停車駅が異なり、

利用者によって使い分けがなされる。こうした

現状があるため、京都市外の通学移動の正確な

時間距離を算出することは難しい。それ故、本

研究では、京都市内での通学移動に主眼を置く。

15）石田東生・谷口　守・鈴木　勉・古屋秀樹「交

通手段の成立可能領域と有利地域に着目した交

通政策の有効性の分析」、運輸政策研究 2-1、

1999、14-25 頁。

16）立命館大学行きのバスが運行されていない場

合、他のバスへの乗換が必要であると想定し、

待ち時間の最大を 15 分と設定した。

17）立命館大学周辺の主要なバス停は、立命館大

学前、衣笠校前、小松原児童公園前、等持院南

町とした。市バスの 10、15、26、50、55、59、

202、205、M1系統及び JRバスが上記のいずれ

かのバス停に停車する。

18）学生が利用する交通手段は、Webアンケート

調査に基づき選択される。バイク通学者の大半

は自宅からバイクを利用するため、バイクと徒

歩・自転車が同時に選択されることは稀である。

よって、経路選択に影響はないものと判断した。

19）前掲 12）。

20）木下・伊藤・沼沢の論文に掲載される全国大

学生協連主催「学生の消費生活実態調査」の

1998年から2004年の累積データを基にすると、

立命館大学学生の下宿率は男子学生で 56.2％、

女子学生で 49.2％である。木下高志・伊藤

昭・沼沢明夫「立命館大学生の食の現状と課題」、

大学行政研究 1、2006、153-165 頁。



<<
  /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>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /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.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


