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バス時刻表の最適化
高松　瑞代

私たちが普段利用している電車やバスの時刻表は，かなり工夫して設計されている．たとえば，大きな駅で
は電車とバスがスムーズに乗換できるように時刻表が組まれている．また，学校の前にあるバス停には朝の授
業が始まる少し前にバスが着くようになっているだろう．それにもかかわらず，利用者から見るともっと便利
になればよいのにと思うことがある．現在の時刻表をさらに改善するためには，どのような点に気をつけて
時刻表を設計すればよいのだろうか．本稿では，最適化手法を用いてバス時刻表を設計する方法を紹介する．
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1. はじめに

電車とバスを乗り継ごうとして駅に着いたらバスが
すでに出発していた，という経験はないだろうか．そ
のようなとき，多くの人は「電車を降りてすぐにバス
に乗れないなんて，不便な時刻表だな」と感じるだろ
う．本稿では，最適化という手法を使って時刻表の不
便さを解消する方法を紹介する．
対象とするのは，鉄道・バスが低頻度で運行されて

いる岩手県の地域である（図 1）．表 1 は世田米駅前
というバス停の時刻表である．表 1を見ると，このバ
ス停では各行き先に対して一日に 3本または 4本しか
バスがないことがわかる．
表 1のバス停の近くに駅があり，7:50に出発する電

車に乗り換えたいとする．7:46発の盛岡行きのバスで
世田米駅前のバス停に着いた乗客は，7:50の電車に乗
ることができる．一方，7:50の電車で駅に着いた乗客
が盛岡行きのバスに乗ろうとする場合，12:46まで 5時
間近く待たなければならない．鉄道とバスの運行頻度
が低い地域では乗換の待ち時間が長くなり，住民のバ
ス利用を遠ざける要因となっている．したがって，こ
のような地域における「便利な時刻表」とは，「利用者
が円滑に乗り換えられる時刻表」と言い換えることが
できる．
もちろん，バスの運行本数を増やせば乗換の待ち時

間は短くなる．しかし，運行本数を増やすとバスの台
数や運転手の人数も増やさなければならないため，多
くの費用がかかる．そのため，バス会社としては運行
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図 1 対象地域の鉄道およびバス路線

表 1 岩手県にあるバス停「世田米駅前」の時刻表
（2012 年 2 月 14 日当時）

盛岡行き 中井行き 住田高校行き
06:46 08:18 07:27

07:46 13:08 11:17

12:46 16:28 16:17

16:46 18:43

本数の増加などの大きな変更は避けたい．本稿では，バ
スの運行本数は変更せず，バスの発着時刻をずらすこ
とで円滑な乗換を実現する．このようなちょっとした
工夫で，設備投資や人件費に負担をかけることなく時
刻表が便利になることを示す．

2. 最適化とは

前節で述べた問題設定をまとめると以下のようになる．
目的 利用者の乗換を円滑にする
制約 現在の時刻表を大幅に変更することはしない（具

体的には，バスの本数は変更せず，バスの運行
順序はできる限り現状を維持する）

最適化とは，制約を満たすものの中でもっともよい
目的を達成することである．最適化の問題は，高校数
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学の中にもたくさん見つけることができる．

例題 1. 2次関数 f(x) = x2 − 2x + 3を 0 ≤ x ≤ 5

において最小にする xとその最小値を求めよ．

例題 1 の目的は f(x) = x2 − 2x + 3 の値をできる
だけ小さく（最小化）すること，制約は 0 ≤ x ≤ 5で
ある．次に，もう少し難しい最適化問題の例を見てみ
よう．

例題 2. x ≥ 0, y ≥ 0, x + y ≤ 4, 3x + y ≤ 6 で表
される領域内で，関数 g(x, y) = 5x + 2y を最大にす
る点とその最大値を求めよ．

例題 2の目的は g(x, y) = 5x + 2y の値をできるだ
け大きく（最大化）すること，制約は x ≥ 0, y ≥ 0,

x+ y ≤ 4, 3x + y ≤ 6である．例題 1の変数は xの
みであり，例題 2の変数は x，y の二つである．これ
らの例題は手計算でも解くことができる1.

本稿で扱うバス時刻表設計問題についても，先に述
べた目的と制約を数式で記述することにより数学の問
題に帰着できる．ただし，変数の数は数万個になる．こ
のように，現実に現れる最適化問題は数万や数十万と
いった非常に多くの変数をもつ．
多くの変数をもつ最適化問題はどのようにして解け

ばよいだろうか．すぐに思いつく手段は，コンピュータ
を使うというものである．しかし実際には，コンピュー
タを使っても，もっともよい目的を達成する解（最適
解）を計算することが難しい場合がたくさんある．
たとえば，半年後までにバス時刻表を提案しなけれ

ばならない状況において，「最適解を計算するのに 5年
かかる」と言われても困るだろう．最適化問題として
記述する際には，自分が解きたい現実の問題をどのよ
うにして実用的な計算時間で解ける問題にするか（モ
デリング）が非常に重要である．オペレーションズ・
リサーチの研究は，モデリングから始まると言っても
過言ではない．文献 [1] では，オペレーションズ・リ
サーチの研究者がさまざまな立場からモデリングにつ
いて論じている．
本稿では，「バス時刻表を便利にする」という問題を

「約 4 秒で計算できる最適化問題」として表現する方
法を説明する．本稿の内容は [2, 3]に基づいている．

1 例題 1は x = 1のとき最小値 2，例題 2は x = 1, y = 3
のとき最大値 11 となる．

図 2 相互乗換の両立が難しい例

3. 時刻表の最適化

3.1 乗換を円滑にするために
1節で述べたように，バスの運行本数が少ない地域

では次のバスが到着するまで数時間かかる．通常，日
本ではバスや電車の停車時間が短い．そのため，バス
Xから電車 Yに乗換可能であるときに，電車 Yが到
着する前にバス X が出発してしまい，電車 Y からバ
ス Xに乗り換えることはできない．これは，鉄道・バ
スの運行本数が少ない地域では致命的である．乗換を
円滑にするためには，バス X から電車 Y に乗換可能
ならば，電車 Y からバス X にも乗換可能であること
が望ましい．このような乗換を相互乗換と呼ぶ．以下
では，「乗換を円滑にする」という目的を「できるだけ
多くの相互乗換を実現する」と言い換える．
表 1の例では，バスの到着時刻と出発時刻が同じで

あり，停車時間は 0分である．もし 7:46にバス停に到
着するバスを 7:55 までバス停に待機させると

• 7:46 到着のバスから 7:50出発の電車への乗換
• 7:50 到着の電車から 7:55出発のバスへの乗換

が両方とも可能になる．しかし，この場合はバス停に
9 分間停車しており，停車時間が長くなるという問題
が生じる．
相互乗換を実現すると，乗換客がバス停で待つ時間

が短くなる．一方，バスの停車時間が長くなると，バ
スに乗っている乗客がバスの中にいる時間が増加する．
このように，相互乗換を実現することとバスの停車時
間を長くすることはトレードオフの関係になっている．
したがって，バスの停車時間が長くなりすぎないよう
に工夫して相互乗換を増やさなければならない．
相互乗換を「いつ・どこで」実現するかを決めるの

は難しい問題である．例として，図 2 に示すように，
駅 1と駅 2にあるバス停を通るバスを考えよう．電車
T1 は 13:00 に駅 1 に到着し，電車 T2 は 13:30 に駅
2に到着する．また，バスが駅 1から駅 2まで走行す
るのに 40 分かかる．いま，電車の時刻表に合わせて
バスの時刻表を設計したいとする．電車 T1 との相互
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表 2 バス Bの時刻表

バス停 1 2 3 4

始発 世田米駅前 終点
到着時刻 — 07:46 08:05 08:35

出発時刻 07:30 07:46 08:10 —

表 3 バス B の時刻表に対する変数

バス停 1 2 3 4

始発 世田米駅前 終点
到着時刻 — x2 x3 x4

出発時刻 y1 y2 y3 —

乗換を可能にすると，バスは駅 1を 13:00 過ぎに出発
する．その結果，駅 2に到着するのは 13:40過ぎにな
り，電車 T2 との相互乗換が不可能になる．同様に，電
車 T2 に合わせてバスの時刻表を決めると，今度は電
車 T1 との相互乗換が不可能になる．
図 2のように，バス路線や鉄道路線では複数のバス

停や駅がつながっており，互いに引っ張り合っている
ような状況にある．そのため，ある場所での乗換を部
分的に改善しても，他の場所での乗換が悪化すること
がある．相互乗換を「いつ・どこで」実現するかを決
めるためには，バス路線と鉄道路線の引っ張り合いの
関係を考慮し，それぞれの場所での乗換が他の場所に
どのような影響を及ぼすかを把握する必要がある．本
稿では最適化問題を解くことで，相互乗換を実現する
箇所を決定する．

3.2 相互乗換に関する制約を記述する
最適化問題の制約を数式で記述する．世田米駅前を

7:46 に発着するバス B が，表 2 にある時刻表のとお
りに四つのバス停 1，2（世田米駅前），3，4を通ると
する．以下，円滑な乗換を保証する時刻表を設計する
ために，バスの到着時刻と出発時刻を変更する．
表 3に示すように，バス Bがバス停 iに到着する時

刻を xi，バス停 iを出発する時刻を yi とする．ここで
は，バス停 2（世田米駅前）における相互乗換を考え
るときに，変数 x2，y2 が満たすべき条件を記述する．
変更後の時刻表において，バス B から 7:50 発の電

車への乗換を維持するためには

（バスの到着時刻）≤（電車の出発時刻）,

つまり

x2 ≤ 7:50 (1)

図 3 相互乗換の例

が成立しなければならない2. 簡単のため，ここでは乗
換にかかる時間を 0分としている．
バス停 2で相互乗換を実現するか否かは，他のバス

停との関係まで考慮して決めなければならない．そこ
で，相互乗換を実現するか否かを表す変数 z を用意す
る．変数 z は 0または 1の値をとり，

• z = 1ならば，相互乗換を実現する
• z = 0ならば，相互乗換を実現しない

ことを意味する．もし z = 1ならば，現在の時刻表で
は不可能な乗換（電車→バス）が可能になるので，

（バスの出発時刻）≥（電車の到着時刻）,

つまり

y2 ≥ 7:50 (2)

が成立する．図 3は相互乗換を表している．図 3にお
いて，実線はバス・電車の停車，点線はバスから電車へ
の乗換，太線は電車からバスへの乗換を意味する．一
方，z = 0ならばこの乗換は不可能なままでよいので，
(2)を満たす必要はない．
これらの条件は，次の一つの式で表現することがで

きる．

y2 − 7:50 + 10000(1 − z) ≥ 0 (3)

z = 1ならば (3)は (2)と一致し，z = 0ならば (3)の
左辺には 10000が足されるので，y2 が 7:50より早い
時刻であっても常に 0以上になる．変数 z は，相互乗
換を実現するか否かで式の意味を変えるために使われ
ている．0または 1という 2通りの値しかとらない変
数 z を利用すると，上記のような複雑な制約を記述す
ることができる．(3)では 10000 を使用したが，十分
大きい数ならば他の数でも問題ない．このように，大
きな定数 (big-M) を用いる定式化の手法を big-M 法
と呼ぶ．

2 実際には，変数 x2，y2 の単位を分として，時刻 7:50を
7× 60 + 50 = 470 [分]に直した式を考える．
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3.3 時刻表の制約を記述する
次に，表 3の変数 y1，x2，y2，x3，y3，x4 がバス

の到着・出発時刻であるために満たすべき条件を考え
る．各バス停において，出発時刻は到着時刻以上でな
ければならないので，

y2 ≥ x2, y3 ≥ x3 (4)

が成り立つ．
時刻表を変更してもバス停間の走行時間は同じであ

る．表 2をみるとバス停 1からバス停 2までの走行に
16分（7:30と 7:46の差）かかるため，変更後の時刻
表においても

x2 − y1 = 16 [分] (5)

が成り立たなければならない．同様にして，

x3 − y2 = 19 [分], x4 − y3 = 25 [分]

も必要である．
これらは一つのバス Bに関する制約であるが，同じ

路線の他のバスに対する先発・後発の関係も考えなけ
ればならない．バス B′ がバス Bのあとに運行してい
るとする．バス B′ がバス停 iを出発する時刻を y′

i と
おくと，バス B′ とバス Bの先発・後発の関係を維持
するためには

y1 ≤ y′
1, y2 ≤ y′

2, y3 ≤ y′
3 (6)

を考える必要がある．
3.4 目的を記述する
相互乗換を実現するために，式 (4)はバス停での停

車時間（たとえば y2 − x2）が現在の時刻表よりも長
くなることを許している．そのため，今まで述べた制
約だけでは，バス停での停車時間が長くなりすぎる危
険性がある．
相反する二つの目標
• 相互乗換を増やしたい
• バス停での停車時間の延長をできるだけ避けたい

のトレードオフの関係を表現するために，

（相互乗換の導入により減少する移動時間の総和）
−（バス停での停車時間の総和） (7)

を最大化することを考える．この目的を採用すること
で，バス停での停車時間を無駄に長くすることなく，多
くの相互乗換を実現することができる．詳細は省略す
るが，(7) は xi，yi，z に対応する変数の一次式で記
述することができる．

3.5 最適化問題のまとめ
提案する最適化問題は，次の 3種類の変数をもつ．
• 各バスのバス停への到着時刻 xi

• 各バスのバス停からの出発時刻 yi

• 相互乗換を実現するか否かを表す変数 z

変数 xi，yi は 0時から 24時までの時刻を表す．この
制約は

0:00 ≤ xi ≤ 24:00, 0:00 ≤ yi ≤ 24:00

で記述することができる．一方，zは 0または 1の値し
かとることができないことに注意する．3.2 節と 3.3 節
で述べた制約をまとめると以下のようになる．

• 現在の乗換を維持する式 (1)

• 相互乗換に関する式 (3)

• バス停における出発・到着時刻に関する式 (4)

• バス停間の走行時間に関する式 (5)

• 同じ路線のバスの先発・後発を維持する式 (6)

これらの制約のもとで，式 (7)の値を最大化する．
以上で，最適化問題の目的と制約を記述することが

できた3. この問題では，実数値をとる変数 xi，yi と
0または 1である変数 z が混在している．また，目的
と制約はすべて xi，yi，z に関する一次式で記述され
ており，x2

i や yiz などの項は存在しない．このような
最適化問題を混合整数計画問題という．
混合整数計画問題は，ソフトウェアを使って手軽に

解くことができる [4]. 図 1の地域については，xi，yi

に対応する変数が約6万個，zに対応する変数が約 4千
個，制約の式が約 11万本と大規模になるが，CPLEX

という整数計画ソルバー（ソフトウェア）を用いて約
4秒で最適解を計算することができる．

3.6 時刻表をネットワークで表現する
本研究は
• 現在の時刻表が不便である原因を見つける
• 不便さを解消する問題を最適化問題として記述
する

の二段階から成り立っている．前半では，現在の時刻
表を利用した場合の移動時間を計算することで，乗換
時間が長いことが不便さの原因であることを明らかに
した．後半では相互乗換に着目し，多くの場所で相互
乗換を実現する時刻表を設計する問題を混合整数計画
問題として記述した．どちらの段階においても，時刻
表どおりに乗客の移動を表現できる時空間ネットワー
クが基盤となっている．

3 詳細は [3]に記載されている．
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図 4 図 1 の地域に対する時空間ネットワーク

表 4 各時間帯に出発して 9 時に病院へ到着するバス停数
の比較

7:00 7:30 8:00 8:30 合計
～ 7:30 ～ 8:00 ～ 8:30 ～ 9:00

現行 244 196 114 98 652

改訂 303 234 120 99 756

時空間ネットワークは，各バスおよび電車の発着に
対応する頂点と，バスおよび電車の移動を表す枝から
なるネットワークである [5]. 時空間ネットワークの規
模はもとの路線図のネットワークに比べて格段に大き
くなるが，時間に依存した乗客の動きを正確に表現で
きるという大きな特長がある．
図 4は，図 1の路線図に対して構築した時空間ネッ

トワークである．頂点の数は約 6万，枝の数は約 11万
という非常に大規模なネットワークになっている．

3.7 提案する時刻表と現行時刻表の比較
図 1の地域に対して最適化問題を解いて求めた改訂

時刻表を，現在の時刻表と比較する．表 4は，対象地
域にある病院に 9時までに着くことを目標としたとき，
各時間帯に出発すればよい地点の数を表す．表 4を見
ると，すべての時間帯で改善されていることがわかる．
改訂時刻表ではバスの停車時間の約 97％が現行時刻

表と同じであり，バスを無駄に長く停車させることな
く相互乗換を実現することに成功している．
同様の手法によって得られた改訂時刻表と現行時刻

表を比較する動画が [6] にて公開されている．この動
画では改訂時刻表と現行時刻表の「追いかけっこ」を
見ることができ，二つの時刻表の違いをより深く実感
することができる．

4. おわりに

本稿では，バスの時刻表を設計する問題を最適化問
題として記述して解く手法を紹介した．バスの時刻表
という非常に身近なものに関する問題を，相互乗換に
着目してモデリングを行うことで，中学校で習うよう
な一次式を使って表現している．一本一本の式は難し
くないが，本稿で紹介した最適化問題は 10 万本以上
の式から成り立っている．このように，現実に現れる
最適化問題は非常に大規模であるが，近年の最適化ア
ルゴリズムの発展により整数計画ソルバーを用いると
たった数秒で解くことができる．
ヨーロッパでは鉄道最適化という分野が盛んに研究

されており，最適化手法を用いて設計された鉄道時刻表
が実際に利用されている．最適化は，数学とコンピュー
タを使って社会の問題を解決できる非常におもしろい
分野である．本稿を通じて最適化の威力を感じていた
だけたら嬉しく思う．

謝辞 本稿の執筆の機会を与えてくださり，多くの
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感謝いたします．

参考文献

[1] 室田一雄，池上敦子，土谷隆（編），赤池弘次，伊理正
夫，茨木俊秀，腰塚武志，小島政和，福島雅夫，森戸晋，
逆瀬川浩孝，木村英紀，深谷賢治，鈴木敦夫，藤原祥裕，
田村明久，久保幹雄，松井知己（著），『モデリング—広い
視野を求めて—』，近代科学社，2015.

[2] 赤星健太郎，高松瑞代，田口東，石井儀光，小坂知義，“低
頻度な公共交通網を有する地域の移動利便性の評価手法に
関する研究—時空間ネットワークを用いた公共交通網と都
市構造の関連分析—，”都市計画論文集，47, pp. 847–852,
2012.

[3] M. Takamatsu and A. Taguchi, “Train and bus
timetable design to ensure smooth transfer in areas
with low-frequency public transportation services,”
In Proceedings of the 6th International Conference
on Railway Operations Modelling and Analysis (Rail-
Tokyo2015), Paper ID 34, 2015.

[4] 宮代隆平，“整数計画ソルバー入門，”オペレーションズ・
リサーチ：経営の科学，57, pp. 183–189, 2012.

[5] 田口東，“首都圏電車ネットワークに対する時間依存通
勤交通配分モデル，”日本オペレーションズ・リサーチ学
会和文論文誌，48, pp. 85–108, 2005.

[6] 汎用可視化ソフトウェアAVSの適用事例，http://www.
cybernet.co.jp/avs/example/category/transport.html

516（8）Copyright c© by ORSJ. Unauthorized reproduction of this article is prohibited. オペレーションズ・リサーチ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 false
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /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 (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b002756fd969b6587732eff30ff24ff26516c958b7528002d0031002e00300031002d004c0065007300730020002800320030003100330030003300310030002900270020306b57fa3065304f005d0020005b002756fd969b6587732eff30ff24ff26516c958b7528002d0031002e003000310020002800320030003100330030003300310030002900270020306b57fa3065304f005d0020ff08682aff0956fd969b6587732e53705237793e306e30a430f330bf30fc30cd30c330c8516c958b306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200037002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


