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In order to mitigate urban heat environment, it is necessary to understand mitigation effect of vegetation as preciously 
as possible. In this study, firstly, the relationship between seasonal land surface temperatures and ratios of land uses 
and covers in each calculation mesh were analyzed by Ordinary Least Squares (OLS) method. Secondary, the above 
relationships were also analyzed by Geographically Weighted Regression (GWR) model to estimate local parameters 
of vegetation. Finally, we examined the temporal and spatial characteristics of mitigation effect of vegetation by 
analyzing the acquired parameters. Overall, this study indicated that it is not only important to apply the OLS method 
to estimate a global parameter of vegetation, but it is also recommendable to examine local parameters by using the 
GWR model. This approach will be a strong tool to understand the effect of vegetation to the urban heat environment. 
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1. はじめに  
都市の高温化を防ぐためには，緑地の熱環境緩和効果を出来

るだけ詳細に把握することが重要であり，これはすでに周知の事

実である．都市の高温化すなわちヒートアイランド現象は，人工

的な土地被覆や，エアコンや自動車からの排熱によって助長され

る一方で，緑地等の蒸発・蒸散量によって緩和される．とりわけ，

都市内部では人工的な土地被覆の増大に伴い，緑地等の自然的な

土地被覆が減少したことによって，ヒートアイランド現象が悪化

している．近年では，地球温暖化対策の一環として，こうした都

市高温化の緩和が進められており，自然的な土地被覆をいかにし

て都市内部で増やしていくのかが鍵となる． 
こうした中まず，都市に点在する緑地を詳細且つ正確に把握

する必要がある．筆者ら 1)-5)，吉川ら 6)，上野ら 7)は高分解能衛星

画像の一つである IKONOS を用いて，この詳細な緑地を出来る

限り正確に把握する手法を開発し，これを熱環境分析に応用して

きた．とりわけ，IKONOS から得られた土地被覆や土地利用と

LANDSATやASTERから取得された地表面温度の相互の関係を

回帰分析等によって把握してきた．このような手法は，ヒートア

イランド現象を地表面温度と土地被覆や土地利用の関係から簡

便に把握するには有用である．しかし，このような手法を用いて

得られる係数は，各係数が観測地点において一定と仮定した平均

的な傾向を示すものであり，当然，各地点における係数が変わる

のが通常である．さらに，物理的な方法によって気温を推定して

いく際にも，各地点の特性を表わすパラメータを設定しない限り，

気温への効果は空間的にほぼ同様となる．そのため，各地点にお

ける空間的な特性を正確に把握することが望まれる．このような

空間的な要因を加味した分析として地理的加重回帰法

（Geographically Weighted Regression: GWR）がある．この手法を

用いて，例えば大庭ら 8)は京都市都心部の京町家を対象に，その

集積による外部効果をヘドニック法で定量的に計測を行い，奥井
9)は市区町村別乗用車保有率の地域差を分析している．さらに，

Buyantuyev and Wu10)は，地表面温度と土地の特性の関係をこの方

法を用いて分析している．このアプローチは本研究に近い． 
本研究ではまず，筆者ら 5), 11)の従前の研究で得られた詳細な樹

木や草地といったデータと名古屋市の都市計画基礎調査 12)の土

地利用データを組み合わせることによって，土地利用と緑地の詳

細なマップを作成する．ここで本研究では，樹木と草地の総称を

緑地と呼び，作成したマップを土地利用・被覆データと称する．

さらに，季節ごとの地表面温度と土地利用・被覆の面積割合の関

係を従来から用いられてきた最小二乗法（Ordinary Least Squares: 
OLS）によって回帰分析する．これら地表面温度のデータは，

ASTERの画像を用いる．最後に，空間的な特性を把握するため，

GWRを用いて，季節ごとの地表面温度と土地利用・被覆の面積

割合の関係を分析し，各地点の係数を推定する．そして，得られ

た季節ごとの緑地の係数の統計量を検討することによって，その

特性を考察する．このような分析によって，今まで地理的に均一

の傾向として捉えられてきた緑地の熱環境緩和効果について再

検討し，その効果の季節的・地理的な特性を考察する． 
 
2. 使用したデータ・分析方法 
2-1. 使用した土地利用・被覆データ 
本研究では，樹木や草地といった緑地の熱環境緩和効果をOLS
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とGWRによって分析する．そのため，被説明変数の季節ごとの

地表面温度と，説明変数の土地利用と緑地の被覆のデータを整備

する．まず，地表面温度のデータについては，表-1に示すASTER
の地表面温度情報を用いる．次に，土地利用・被覆のデータは，

筆者ら 5), 11)の土地利用・被覆データを用いる．土地利用データは，

2002 年の名古屋市の都市計画基礎調査 12)のデータを使用する．

このデータには，公共，商業，工業，住宅，空閑地，駐車場，農

地，樹林地，公園，道路，河川・水面，鉄道，海面，その他のデ

ータが含まれている（基データはさらに詳細に分類されているが，

筆者らが熱環境分析用にこれを再分類した）5)．さらに，緑地の

被覆のデータについては，2001年4月7日AM10：39（JST）に

撮影された IKONOS データを用いて，樹木と草地を抽出した．

緑地の分類方法については，吉川ら 6）を，データの詳細につい

ては筆者ら 5)を参照されたい．ここで，地表面温度のデータは季

節ごとに撮影されたASTERのデータを使用するものの，土地利

用・被覆については IKONOS から得られたデータをすべての季

節において使用する． 
本研究の対象地域を図-1 に，IKONOS で取得した緑地の被覆

データの一例を図-2に示す． 

 
2-2. 分析手法 
(1) 最小二乗法（OLS） 
 OLS とは，説明変数を変えて，それによって変わる被説明変

数をある関数型で表わす際，測定値には誤差が含まれるため，こ

の誤差（残差）の二乗和が最小になるように係数を決定する方法

である．  
 本研究では，被説明変数を季節ごとの地表面温度とし，説明変

数を格子ごとの各土地利用・被覆の面積割合として，線形重回帰

分析を行う．これは筆者らの従前の研究である5)と同様である． 
 
(2) 地理的加重回帰法（GWR） 
 本来，被説明変数と説明変数との関係には，空間的に変動す

る係数の空間的異質性というものがある．しかし，従来の OLS
等の回帰分析ではこうした空間の異質性を除外し被説明変数と

説明変数の関係から平均的な係数を推計する．本研究で採用する

GWRは，係数の空間的変動を考慮したモデルであり，ある指標

や得られる相関関係の持つ地域的意味の適切な理解や，説明力の

高い予測モデルの作成に役立つ． 
 回帰モデルにおいて空間変異を考慮するには係数を，ある地域

ごとに異なるよう定式化しなくてはならない．こうした中，考え

られたのが，ある地域の位置に応じた連続的な係数の変異を定式

化する前述のGWRである．このGWRは，非線形的な変換を伴

うカーネル関数を説明項として回帰モデルに組み込んだノンパ

ラメトリック回帰モデルを空間的に拡張したものであり，このモ

デルの特徴として，地理空間上の各地点における近隣の観測情報

を部分サンプルとして局所的に重み付けを行い定式化する．すな

わち，GWRはyを被説明変数とし，説明変数の行列X，誤差項

をεi，空間的重み行列Wiを用いて，次式のように表わされる． 
 

iiii XWyW εβ ×=             (1) 

 
βiは観測地点 iにおける要素数 k－1の回帰係数のベクトルであ

る．地点 iの説明変数のパラメータベクトルは次のように推計さ

れる． 
 

( ) ( )yWXXWXˆ
ii
212 ′′=

−
β         (2) 

 
 このように地理的な重み付けによる係数の推定を各地点にお

 
【図-1】本研究の対象地域 

撮

 
【図-2】IKONOSで取得した緑地データの一例 

【表-1】使用したASTERデータの地表面温度の概要 
 春（昼） 夏（昼） 秋（昼） 冬（昼） 

年月日 2004/5/25 2000/7/10 2003/10/30 2004/1/2 
時間 10:45 a.m. 10:55 a.m. 10:45 a.m. 10:46 a.m.
最小（°C） 28.79 35.22 23.36 10.40 
最高（°C） 47.30 53.05 33.68 18.57 
平均（°C） 40.64 44.74 28.00 14.08 
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いて繰り返すことにより，対象地域全体の詳細な係数の変異を明

らかにするのがGWRである． 
 典型的な重み付け Wiには，次のようなガウス型の距離減衰関

数を用いる． 
 

( )( )2θii dexpW −=          (3) 

 
 ここで，diはある地点 iと周辺サンプルにおけるその他の観測

地点までの距離であり，θはバンド幅（bandwidth）と呼ばれ距

離の減衰の程度を表わす．なお，最適なバンド幅を探索する方法

としては，次式で与えられるクロス推計（The Cross-Validation

（CV）Score: CVスコア）法が提案されている
8)
．これは，観測

地点 i の推定値を，この観測地点 iを除いた周辺サンプルにおけ

るその他の観測地点データを利用して推計する方法であり，θに

ついて最小化する． 
 

( ) ( ){ }∑
=

≠−=
n

i
ii ŷyCV

1

2θθ        (4) 

 
なお，GWRには観測地点ごとの局所的決定係数が定義されてお

り，これを用いて各地点の適合度を検証することができる 13)． 
 本研究では，被説明変数を季節ごとの地表面温度とし，説明変

数を格子ごとの各土地利用・被覆の面積割合とする． 
 
3. 結果 
3-1. OLSの推定結果 
表-2 に，OLS による季節ごとの地表面温度と各土地利用・被

覆面積割合の推定結果を示す．ここで，被説明変数は季節ごとの

地表面温度であり，説明変数は格子ごとの各土地利用・被覆の面

積割合である．ただし，説明変数間で多重共線性が生じたため，

変数を選択して分析した． 

この結果，補正済み決定係数（Adj. R2）を見ると，夏の昼間に

最も高く，次に春の昼間となり，その他の季節ではさほど説明力

は高くない．そのため，これらの季節では用いた変数以外の要因

によって地表面温度が決定しているものと考えられる．この点は

今後，選択する変数を考慮するか，新たにデータを追加するか等

して，より説明力の高い推定結果を得られるように工夫する必要

がある．得られた係数は，概ね，5％ないしは 1％有意水準を満

たしている．結果を見ると，概して，人工的な土地利用の係数が

正となっており，温度上昇要因となっていることが分かる一方で，

樹木や草地はヒートアイランド現象が激しくなる春や夏の昼間

において，負の係数を示しており，温度低減要因となっているこ

とが分かる．とりわけ，樹木は秋や冬の昼間を含めた，すべての

季節において係数が負を示しており，熱環境緩和の効果が高いと

考えられる．また，係数の変化を見ると夏の昼間が最も小さく春

や秋さらに冬において徐々に高くなることから，樹木の蒸発散の

具合，すなわち活性に応じて係数が変化しているものと考察され

る． 
ここでは，本研究対象地域全体の観測地点でのデータを用いて

分析しており，得られた係数はその平均的な傾向を示している．

そのため，すべての観測地点が同様の傾向を表わしているとは言

えない． 
次節では，こうした地点ごとの係数の違いと季節ごとの変化を

考察することによって，空間的な特性を加味しながら，緑地の熱

環境緩和効果を詳細に検討し，さらに得られた係数の統計的な分

布傾向から，どのような要因によって係数が変化しているのかを

さらに詳細に考察していく． 
 
3-2. GWRの推定結果 
本研究では，被説明変数を季節ごとの地表面温度とし，説明変

数を格子ごとの各土地利用・被覆の面積割合とする．また，観測

地点ごとの座標はその重心を計算し設定した．次に，式（4）で

CV スコアが最小となるバンド幅 b を推定した上で，式（3）に

示す重みを定義し，係数を推定した． 

【表-2】OLSによる季節ごとの地表面温度と各土地利用・被覆面積割合の推定結果 
春の昼間 夏の昼間 秋の昼間 冬の昼間 

変数 
係数 標準誤差 係数 標準誤差 係数 標準誤差 係数 標準誤差 

1.87*** 1.59*** 1.41*** 1.13*** 
工業 

（4.06） 
0.46 

（3.39） 
0.47 

（3.89） 
0.36 

（3.79） 
0.30 

2.16*** 2.13*** 2.30*** 1.59*** 
住居 

（17.51） 
0.12 

（16.95） 
0.13 

（23.64） 
0.97 

（19.98） 
0.08 

1.58*** 2.45*** -0.01 -0.71* 
駐車場 

（3.39） 
0.47 

（5.16） 
0.47 

（-0.02） 
0.37 

（-2.37） 
0.30 

-0.91*** -0.82** -0.60** 0.41* 
公園 

（-3.34） 0.28 
（-2.96） 0.28 

（-2.81） 0.21 
（2.35） 0.17 

-8.73*** -9.95*** -2.82*** -0.47*** 
樹木 

（-47.43） 
0.18 

（-53.21） 
0.19 

（-19.43） 
0.15 

（-3.93） 
0.12 

-5.58*** -5.75*** 0.81 1.06** 
草地 

（-8.77） 
0.64 

（-8.91） 
0.65 

（1.62） 
0.50 

（2.58） 
0.41 

41.25*** 45.48*** 27.64*** 13.63*** 
定数項 

（673.73） 0.06 
（731.50） 0.06 

（572.80） 0.05 
（345.20） 0.04 

R2 0.59  0.63  0.29  0.11 
Adj.R2 0.59  0.63  0.29  0.11 
サンプル数 3688  3688  3688  3688 

*は10%有意， **は5%有意，***は1% 有意を示す． 
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表-3 に，緑地の係数の推定結果を示す（ここでは，緑地以外

の変数の係数の推定結果は割愛する）．まず，バンド幅は季節ご

とに若干異なるが，概ね，160m～310mの範囲となっている．ま

た，すべての季節において OLS を用いた場合（表-2）より，大

幅に決定係数（R2）が向上している．さらに，平均的な緑地の係

数である OLS の結果（表-2：すなわちここで推定した係数は表

-2 の平均値となる）と比較すると，ばらつきがあり，例えば春

や夏の昼間において，OLS によって平均値は負として推定され

た係数も夏の昼間の樹木を除いて，負から正と観測地点によって

異なることが分かる．さらに，秋や冬の昼間を見ると，OLS に

よって樹木の平均値の係数は負と推定されたものの，観測地点に

よっては正の係数が第三四分位まで，すなわち 25％程度は正と

推定された．一方，秋や冬の昼間は，OLS によって草地の平均

値の係数は正と推定されたものの（ただし秋の昼間は得られた係

数が10％有意水準を満たしていない），25％程度は負となってい

る． 
こうした係数の統計的な分布をさらに分かりやすく見るため，

表-4，5に樹木と草地の観測地点ごとの係数の出現数とその分布

傾向を示す． 
樹木の結果から， すべての地点において係数が負となるのは

夏の昼間だけであり，樹木が熱環境を緩和するのに効果的である

ことが分かる．他方，春と秋と冬の昼間は，係数が正となる観測

地点の割合が全体の 9.76%，29.80%，38.94%を占めており，こ

うした時期においては比較的多くの地点において樹木が熱環境

緩和効果として機能していないことが分かった．さらに，とりわ

け夏の昼間は係数の出現分布が固まっているのに対して，春，秋，

冬の昼間は出現分布が分散しており，こうした違いは空間的な樹

種の活性具合の違いが表れているものと考えられる．とりわけ春

や秋といった時期は，例えば落葉樹であれば，芽吹きや落葉とい

った季節変化があるのに対して，例えば常緑樹はさほど季節変化

がなく，こうした樹種間の活性の違いが係数の違いに表れている

ものと考えられる．こうした違いは，今後，樹種や季節ごとの

NDVI（Normalized Difference Vegetation Index：正規化植生指標）

の情報が入手できたらさらに検証していきたい． 

【表-3】緑地の係数の推定結果 
春の昼間 

  
Min. 1st. Med. 3rd. Max. 

樹木 -22.06  -7.77 -5.97  -4.22  8.30 
草地 -26.63  -7.07 -2.42  1.83  18.38 
観測数 3688 
バンド幅 254.33 
CVスコア 5366.69 
AIC（AICc） 11239.93 (11760.10) 
R2 0.79 

夏の昼間 
  

Min. 1st. Med. 3rd. Max. 
樹木 -18.70  -9.84 -8.72  -7.36  -0.56 
草地 -25.29  -8.37 -5.15  -1.19  16.65 
観測数 3688 
バンド幅 313.80  
CVスコア 6184.94 
AIC（AICc） 11882.46 (12224.90) 
R2 0.78 

秋の昼間 
  

Min. 1st. Med. 3rd. Max. 
樹木 -46.80  -3.26 -1.58  0.47  29.53 
草地 -49.66  -3.99 0.54  5.51  54.88 
観測数 3688 
バンド幅 160.86  
CVスコア 3178.76  
AIC（AICc） 8564.40 (9982.20) 
R2 0.75 

冬の昼間 
  

Min. 1st. Med. 3rd. Max. 
樹木 -13.40  -1.49 -0.39  0.77  17.41 
草地 -28.83  -1.66 1.34  5.00  28.42 
観測数 3688 
バンド幅 187.37  
CVスコア 2155.09  
AIC（AICc） 7351.34 (8346.61) 
R2 0.65 

最小値（Min.），第一四分位（1st.），中央値（Med.），第三四分位（3rd.），

最大値（Max.） 

【表-4】樹木の係数の出現数とその分布 
  春の昼間 夏の昼間 秋の昼間 冬の昼間 
-45≦β  1 
-45＜β≦-30  2 
-30＜β≦-20 2  9 
-20＜β≦-10 267 817 70 11
-10＜β≦-7.5 771 1887 93 30
-7.5＜β≦-5 1388 727 258 100
-5＜β≦-2.5 730 227 872 352
-2.5＜β≦0 170 30 1284 1759
0＜β≦2.5 143  585 989
2.5＜β≦5 141  224 198
5＜β≦7.5 64  104 88
7.5＜β≦10 12  73 70
10＜β≦20  101 91
20＜β≦30  12 

黒太字且つアンダーラインは出現数が一番多い項目，赤字は平均値の項目を表

わしている．破線は係数の正と負の境界線となっている． 

【表-5】草地の係数の出現数とその分布 
  春の昼間 夏の昼間 秋の昼間 冬の昼間 
-45≦β  3 
-45＜β≦-30  40 
-30＜β≦-20 61 38 98 22
-20＜β≦-15 204 122 91 34
-15＜β≦-12.5 127 123 73 53
-12.5＜β≦-10 192 253 109 61
-10＜β≦-7.5 267 652 133 107
-7.5＜β≦-5 439 700 248 163
-5＜β≦-2.5 535 573 373 324
-2.5＜β≦0 586 518 533 631
0＜β≦5 810 475 994 1374
5＜β≦10 333 170 491 515
10＜β≦20 134 64 348 323
20＜β≦30  119 81
30＜β≦40  29 
40＜β≦50  4 
50＜β≦60   

黒太字且つアンダーラインは出現数が一番多い項目，赤字は平均値の項目を表

わしている．破線は係数の正と負の境界線となっている． 
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草地の結果を見ると，どの季節においても得られた係数が負と

正にばらついており，春，夏，秋，冬の昼間の正の係数の割合は

全体の34.63%，19.22%，53.85%，62.17%を占めており，草地の

熱環境緩和効果は夏の昼間においてもその 2 割程度が効果を発

揮しておらず，比較的に限定された効果であると言える．さらに，

樹木ほどではないが草地の場合も季節によってその出現分布が

変わっており，これもその草地の種類に依存しているものと考え

られる．ただしこれも，樹木の場合と同様にさらなる検討が必要

である． 
最後に，図-3に本研究で用いた IKONOS画像と，図-4に夏の

昼間における樹木の係数の空間分布を示す． 
この結果から，鶴舞公園の南側や南東側地域，白川公園の南側

地域，白壁や飯田周辺の地域において最も係数が低く，夏の昼間

における樹木の熱環境緩和効果が高いことが分かった．一方，画

像の中心部辺りに位置する住宅街では係数がさほど高くなく，樹

木の熱環境緩和効果がさほど高くないことが分かった．このよう

に，GWRを用いることによって，各係数が観測地点において一

定と仮定する通常の回帰方法を用いた分析では得られない空間

的な要素を加味した結果が得られた． 
 
4. まとめ 
本研究ではまず，季節ごとの地表面温度と土地利用・被覆の面

積割合の関係をOLS によって分析した．次に，緑地の熱環境緩

和効果の空間的な特性を把握するため，GWRを用いて，季節ご

との地表面温度と土地利用・被覆の面積割合の関係を分析し，各

観測地点の係数を推定した．そして最後に，得られた季節ごとの

緑地の係数の統計量を検討することによって熱環境緩和効果の

季節的・空間的な特性を考察した．これによって，従来のような

OLS 等を用いた回帰分析によって得られる緑地の平均的な熱環

境緩和効果の特性だけではなく，GWR を用いることによって，

緑地の熱環境緩和効果の空間的な特性から季節ごとの地表面温

度に対する影響とその違いの要因を検討することができた． 
 本研究は，名古屋市環境局環境都市推進部地球温暖化対策室か

ら，多大なるご協力を得た．関係各位に謝意を表する． 
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【図-3】本研究で用いた IKONOS画像 

 
【図-4】夏の昼間における樹木の係数の空間分布 
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名古屋城 

白川公園 

白壁，飯田周辺 

- 97 -



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




