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（独)土木研究所寒地土木研究所は，2010（平成22）年度より，公共事業における景観創出効果に関す

る研究を行っている．本論は，その基礎的研究として，事業評価に用いられている経済評価手法，及び，

既往の景観整備効果の分類・整理体系化に関する研究について，その現状と課題について考察するととも

に，試論として，景観整備効果の分類・整理体系化に関する既往の成果を活用したCVMによる経済評価手

法の枠組みについて提案するものである． 
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１．背景と目的 
 
(1)公共事業における景観創出に向けた施策について 

国土交通省では，2003（平成15）年の「美しい国づく

り政策大綱」により，公共事業における景観の配慮が内

部目的化されて以降，様々な施策を行ってきている．具

体的には，2004（平成16）年に「国土交通省所管公共事

業における景観評価の基本方針（案）」を策定し（2007

（平成 19）年に「国土交通省所管公共事業における景

観検討の基本方針（案）」に改正）（以下：景観アセ

ス），直轄事業における景観整備の手続きを整えるとと

もに，2009（平成21）年に「公共事業における景観整備

に関する事後評価の手引き（案）」（以下，「事後評価

の手引き」）を策定し，整備効果を把握するための調査

手法と事後評価の手続きを整理するなど，公共事業にお

ける景観整備に対する仕組みづくりを進めてきた．さら

に，2004（平成16）年から事業分野別に「景観形成ガイ

ドライン」を策定し，2008（平成20）年には「景観デザ

イン規範事例集」を発行するなど，景観整備の進め方，

規範事例など，公共事業における景観整備の方向性も提

示してきた． 

また，地方公共団体においては，2004（平成16）年の

景観法の制定により，各自治体が主体となった景観整備

への取組みが進んでおり，2011（平成23）年8月1日現

在で，景観行政団体は 510 団体，景観計画策定団体は

305団体となっている． 

(2)公共事業における事業評価について 

このように，行政分野において，公共事業における景

観整備に関する取組が行われてきている一方で，公共事

業における建設投資額の減少等を背景として，事業の効

率性やコスト縮減に対する意識が高まってきている．そ

うしたなか，公共事業の評価に関する行政の取組みとし

て，新規事業採択時評価（事前評価），再評価，事後評

価により事業の効果や正当性を確認する仕組みが整えら

れつつある．こうした事業の評価は，主に各事業の費用

便益マニュアルにより費用便益分析を用いて行われるた

め，実際に発現する様々な効果のうち，経済的価値とし

て算出可能なものにより評価される仕組みとなっている． 

また，近年では，環境や地域社会への多面的な効果な

どへの意識の高まりから，環境の価値（図-1）のような

非市場財的効果についても便益算出により経済評価を行

う手法（以下：経済評価手法）が発案され，これを事業

評価に取り入れようとする取組みも行われてきており，

実際に各事業の費用便益マニュアルにおいてもそれらの

手法が記載されてきている． 

図-1 環境の価値の分類（参考文献1)を参考に筆者作成） 



 

 

(3) 研究の目的と本論文の位置付け 

従来，景観に関わる公共事業の事業評価においては，

その経済評価は困難であることが指摘されてきた 2)．し

かし，公共事業の事業評価の現状を鑑みると，今まで評

価が困難であった事業効果について，経済評価項目との

関係性を視野に入れた効果の分類・整理体系化や，経済

評価手法に関する研究が，特に行政の分野において求め

られていると言える． 

以上の背景から，公共事業における景観整備の促進に

寄与するため，(独)土木研究所寒地土木研究所では，

2010（平成22）年度より，公共事業における景観整備の

効果（以下：景観整備効果）について，効果の分類・整

理体系化と経済評価手法に関する研究を行っている． 

本論は，その基礎的研究として，景観整備効果の経済

評価手法に関する現状と課題を整理し，研究の枠組みに

ついて考察したものである． 

本論では，まず現在事業評価に用いられている経済評

価手法についてレビューを行い，次に景観整備効果の分

類・整理体系化及び経済評価に関する既往研究等を踏ま

え，評価対象となる景観整備効果の特徴と経済評価に関

する考察を行う．続いて，景観整備効果の経済評価手法

に関する研究を進める際の，評価目的と適用の留意点に

ついて述べる． 後に，経済評価手法に関する試論とし

て，景観整備効果の分類・整理体系化に関する既往の成

果を活用したCVMによる経済評価手法について，その枠

組みを提案する． 

 

 

２．景観整備効果の経済評価手法に関する考察 
 

(1)事業評価における経済評価手法 

公共事業における事業評価に採用されている経済評価

手法について，その特徴と各事業のマニュアルにおける

取扱いを整理したものが表-1である． 

手法は大別して，人々の行動やその結果としての地代

や賃金から間接的に価値を評価する顕示選好法と，対象

の価値を直接人々に尋ねて評価する表明選好法の二種類

がある．顕示選好法には，代替法やトラベルコスト法，

ヘドニック法などの手法があり，表明選好法には，ＣＶ

Ｍ（Contingent Valuation Method）やコンジョイント分

析などの手法がある．これらの手法の特徴を整理したも

のが，表-1である．顕示選好法は，利用への意志や，実

際利用した結果を間接的に図る手法であるため，図-1に

おける利用価値しか測ることができない．一方，ＣＶＭ

などの表明選好法は，アンケートを基礎とした分析を行

うため，存在価値や遺産価値などの非利用価値の算出が

可能である．ＣＶＭは，様々な事業分野の事業評価マニ

ュアルに便益計測手法として記載されているが（表-2），

一方で，バイアスの影響を受けやすいため，適用に際し

て十分留意が必要であることや，結果に対する検証が難

しいことなどが指摘されている5)．国土交通省では，そ

のような調査方法や計測精度に対する適切性や，事業分

野間での整合性に関する指摘から，2009（平成21）年に

「仮想敵市場評価法（CVM）適用の指針（案）」（以

下：「ＣＶＭ適用の指針」）を作成している．その中で，

適用に際して事業分野横断的に留意すべき事項や，確認

 

表-1 公共事業におけるＣＶＭの適用状況（参考文献3)を参考に筆者作成） 

名称 代替法 トラベルコスト法 ヘドニック法 CVM コンジョイント分析

内容
評価対象に相当する私的財
に置き換える費用をもとに評

対象地までの旅行費用をもと
に評価

環境が地代や賃金に与える影
響をもとに評価

環境変化に対する支払意思額
や受入補償額をたずねることで

複数の環境対策を提示し、そ
の選好をたずねることで評価

利用価値 利用価値 利用価値 利用価値および非利用価値 利用価値および非利用価値
水質改善、土砂流出防止など
に限定

レクリエーション、景観など訪
問に関わるものに限定

地域アメニティ、水質汚染、騒
音、死亡リスクなどに限定

レクリエーション、景観、野生動
植物、種の多様性、生態系など
非常に幅広い

レクリエーション、景観、野生
動植物、種の多様性、生態系
など非常に幅広い

必要な情報が少ない 情報入手コストが少ない 適用範囲が広い 適用範囲が広い
旅行費用と訪問率などのみ 地代、賃金などの市場データ

から得られる
存在価値や遺産価値などの非
利用価値も評価可能

環境価値を属性単位に分解し
て評価できる

代理市場が存在しないものは
評価できない

アンケート調査の必要があるの
で情報入手コストが大きい

アンケート調査の必要がある
ので情報入手コストが大きい

代理市場が完全市場という仮
定が必要

バイアスの影響を受けやすい バイアスの影響を受けやすい

大気汚染対策、健康被害対
策、住宅整備など

レクリエーション整備、野生動植
物の保全、生態系保全、温暖
化対策、熱帯林保全など

現実の環境政策への適用例
は少ない

適用事例

適用範囲

利点
直感的にわかりやすい

問題点

評価対象に相当する私的財
が存在しない場合は評価でき
ない

適用範囲がレクリエーションに
関係するものに限定される

森林や農地の多面的機能の
評価、水源開発の効果など

国立公園の整備、都市公園
の整備、緑地整備など

分類

顕示選好法

（人びとの行動を観察することで環境の価値を間接的に評価）

表明選好法

（人びとに環境の価値を直接たずねることで環境の価値を評価）

ー

国土交通省
事業分野別
マニュアル

における取扱い

・大規模公園事業
　（環境・景観の保全価値）
・下水道事業
　（生活環境の改善効果、
　便所の水洗化効果）
・ダム周辺環境整備事業
　（貯水池の濁水の改善）等

・大規模公園事業
　（直接利用価値）
・港湾事業
　（交流・レクリエーション価値）
・ダム周辺環境整備事業
　（ダム湖利用価値等）

・市街地再開発事業
・土地区画整理事業
・住宅関連整備事業
　（周辺価値の上昇分）

・河川環境整備事業
　（親水性、自然環境、景観等）
・ダム周辺環境整備事業
　（景観、環境の改善等）
・海岸事業
　（災害による精神的被害、
　　海岸利用、環境保全）等



 

 

すべき事項について整理し，事業分野ごとのマニュアル

作成に当たっては，同指針と整合性を図ることと記して

いる6)． 

次に，景観整備効果の分類・整理体系化に関する既往

研究の成果について整理し，評価対象となる景観整備効

果の特徴に関する考察を行う． 

 

(2) 景観整備効果の分類・整理体系化に関する既往研究 

景観研究の分野における公共事業による景観整備効果

に関する研究成果としては．まず安仁屋ら 7)，後藤ら 8)，

福井ら 9)の個別事業のケーススタディによる景観整備効

果の把握を試みたものや，福井ら10)による効果の事業分

野別の発現について整理し，利用者による景観事業の評

価軸を示したものなどが挙げられる． 

また，これらの個別事業へのアプローチを踏まえて，

溝口ら 11)は公共事業における景観整備の事後評価に向け

て，アウトカム（事業による物理的結果を意味や価値に

置き換えたもの）としての景観向上効果について，具体

的な分類項目を提案している．この研究に関して，「公

共事業の景観整備効果に関するアドバイザー会議（座

長・篠原修政策研究大学院大学教授当時）」が設置され，

研究成果は先述の「事業評価の手引き」12)としてまとめ

られている． 

 これらの研究は，経済評価手法とは異なる事後評価手

法の確立を目的に行われた研究であるが，景観整備効果

に対する分類に加えて，これらの効果に関する調査方法，

提示方法が詳細に記述されており，経済評価手法に関す

る研究において基礎的資料になるものと考える． 

また事前評価については，藤倉ら 13)が，公共事業の景

観検討の地域づくりへの活用を目的として，景観アセス

に景観整備のアウトカムとしての効果を組み込んでいく

試論を示している． 

なお，現在本研究所と連携し，国土交通省国土技術政

策総合研究所では，公共事業におけるハードの景観整備

だけでなく，整備プロセスやソフトまで含めた取組み全

体（景観創出）と，地域のまちづくりへのアウトカム

（景観創出効果）との関係性に関する研究を行っている．

具体的には，i)公共事業における景観整備が地域のまち

づくりに及ぼす効果の類型化，ii)効果の相互関係及び

効果と景観整備手法との関係の分析・把握，iii)効果の

発現プロセスの分析・整理を行っており，より詳細な内

容については，別報にて報告する． 

このような研究に基づく景観整備の効果に関する分

類・整理体系化に関する知見の蓄積は，経済評価手法に

関する研究においても重要な役割を果たしていくと考え

られる． 

 

(3) 景観整備効果の経済評価に関する既往研究 

公共事業による景観整備と経済的評価に関して，2007

（平成19）年には，国土交通省都市・地域整備局より

「景観形成の経済価値分析に関する検討報告書」が示さ

れている．内容としては主に建築物の形態意匠，高さ等

の規制を行うことによる良好な景観形成を図る際に，規

制によって得られる景観の価値と，失われる利益の双方

表-2 公共事業におけるＣＶＭの適用状況（参考文献7）より出典） 

事業名 適用対象効果等 マニュアルにおける位置づけ マニュアル名

河川･ダム事業 河川利用の推進

（河川環境整備事業） 水質の改善

自然環境の改善

河川･ダム事業

（ダム周辺環境整備事業）

海岸環境保全

海岸利用

施設存在便益

市民文化向上

歩行者移動サービス向上

上下移動快適性向上

悪天候対応快適性向上

人車錯綜回避

生活環境の改善

公共用水域の水質保全

遺跡・史跡の保存・保護

希少動植物の生息

土砂災害の防止

親水空間の提供 等 ＣＶＭが適用可能である旨の記 大規模公園費用対効果分析手

港湾整備事業

（港湾環境整備事業）

ＣＶＭの実施手順の記載有り 港湾投資の評価に関する解説

観光基盤施設 満足度向上

整備事業 利便性向上

地域的外部効果

海岸事業 ＣＶＭの実施手順の記載有り 海岸事業の費用便益分析指針

（改訂版）

ＣＶＭの実施手順の記載有り 河川に係る環境整備の経済評
価の手引き

環境改善 ＣＶＭの実施手順の記載有り ダム周辺環境整備事業における

費用便益分析の手引き（案）

都市再生総合整備事業（拠点

整備型）及び市街地環境整備

事業

ＣＶＭが適用可能である旨の記

載有り

都市再生総合整備事業及び市

街地環境整備事業の新規採択

時評価マニュアル（案）

下水道事業 ＣＶＭの実施手順の記載有り 下水道事業における費用対効

果分析マニュアル（案）

ＣＶＭの実施手順の記載有り 観光基盤施設整備事業におけ

る費用対効果分析マニュアル

都市公園事業 特殊ケースの場合の便益計測

のガイドラインとして、ＣＶＭの実

施手順の記載有り

小規模公園費用対効果分析手

法マニュアル

港湾環境整備による緩衝・修景

機能、休息機能、自然環境の改

善機能

ＣＶＭが適用可能である旨の記

載有り

港湾整備事業の費用対効果分

析マニュアル

 



 

 

を分析し，合意形成への一助とすることを目的とし，ヘ

ドニック法とコンジョイント法を用いた検討内容を示し

ている14)．規制に対する価値分析を前提としていること

から，ハードの景観整備に対して要素の分解指標を用い

た評価を行っており，アウトカムを含めた景観整備の効

果全体との関係性に関する記述がみられないことが課題

である． 

景観の価値をＣＶＭで算出した例においても，景観整

備のハードの側面や，観光レクリエーションに焦点を当

てたシナリオによるものが多く，先の事例と同様の景観

整備の効果全体との関係性が見えないという課題が挙げ

られる．15) 

 

(4) 景観整備効果の経済評価手法に関する考察 

景観整備効果に関する既往研究からも分かる通り，公

共事業による景観整備効果としては，物理的な整備結果

だけではなく，地域や社会に対する意味（アウトカム）

を丁寧に読み解きながら分類・整理体系化及び評価して

いく必要がある． 

また，「事業評価の手引き」による効果の分類と効果

例を見ると（表-3），アウトカムを含んだ効果が，効果

の発現する対象により分類整理されていることが分かる．

さらに，「事業評価の手引き」には，各事例に関する具

体的な景観整備効果が，調査・取りまとめ方法と共に記

載されている．しかしこれらの効果は，独立せずに有機

的な関係性をもって発現していると考えられ，経済評価

手法の適用という視点から見ると，効果の中に利用価値

と非利用価値が混在していることから，手法の適用にあ

たっての追加の分類整理作業が必要であろう． 

以上から，景観整備効果の分類・整理体系化に関する

既往の成果を踏まえ，経済評価手法に関する研究を進め

るにあたり，以下の方針を設定した． 

① 景観整備効果の分類・整理体系化を参考とし，アウ

トカムも含めた効果全体像と算出する経済評価項目

との関係性を明示した上で経済評価を行う． 

② 景観整備効果のうち利用価値として発現している効

表-4 景観事業の評価目的と評価内容 

行政内の事業の推進 住民との合意形成 事業の適切性の確認 事業成果の提示 今後事業への参考

議会、事業評価委員会 住民、マスコミ
議会、検査機関
住民、マスコミ

議会、検査機関
住民、マスコミ

事業者、コンサル
住民

検討範囲
検討体制

対象事業の選定
周辺景観との考え方
具体的方針/項目/尺度

周辺環境との考え方
評価者
評価方法
評価時期

評価方法

事業背景
事業対象の分類
事業者の分類

事業背景の適切な説明
が行われているか

事業対象の分類
事業者の分類
規範風景の有無

事業対象の分類
事業者の分類
規範風景の有無

計画
周辺景観への配慮、住民利用
施設、空間の規模・形状・配置
コスト縮減と費用対効果

進め方の適切性
ワークショップ、シンポジウム
の開催の有無の周知

景観整備方針等
当初計画との比較

計画段階での取組みと
景観整備効果の関係性整理

設計 細部設計・材料等
進め方の適切性
ワークショップ、シンポジウム
による住民意見の反映

景観整備方針等
当初計画との比較

設計段階での取組みと
景観整備効果の関係性整理

施工 デザイン監理体制について 適切な施工に関する確認
景観整備方針等
当初計画との比較

施工に関する取組みと
景観整備効果の関係性整理

（維持管理） コスト縮減と費用対効果 維持管理方法に関する協議
景観整備方針等
当初計画との比較

維持管理に関する取組みと
景観整備効果の関係性整理

事
業
の

成
果

施
設

整備内容 景観予測手法による検討 景観予測手法による協議
景観整備方針等
当初計画との比較

「事業の成果」による
景観整備効果の整理

整備施設内容と
景観整備効果の関係性整理

効果 過去の類似事例からの例示 過去の類似事例からの例示
景観創出効果の整理

当初計画との比較
景観整備効果の整理

各段階での取組み及び
景観整備効果間の

関係性整理

便益算出と
効果の関係

性

過去の類似事例からの例示
（予測による便益計算）
（※可能かつ適切な場合）

過去の類似事例からの例示
（予測による便益計算）
（※可能かつ適切な場合）

（費用対効果の確認）
（※可能かつ適切な場合）

景観整備効果との関連性
からみた便益算出の
可能性と限界の提示

景観整備
効果

便益算出

A 景観事業の評価目的

Ｂ
評
価
内
容

「事業の枠組み設定」
による

景観整備効果の整理

事
業
の
枠
組
み

設
定

事
業
の
枠
組
み

「事業の進め方」による
景観整備効果の整理

事
業
の
進
め
方

計
画
設
計

施
工

事前／事後評価 事前評価 事後評価

評価目的

結果を提示する対象

景観整備効果の整理・体系化と経済評価手法の関連性の提示

※
各
段
階
で
の
取
組
み
と
景
観
整
備
効
果
の
関
連
性
整
理
・
体
系

表-3 事後評価の手引き 14)における景観整備効果の分類と効果例 



 

 

果に関しては，顕示選好法により算出する． 

③ 利用価値と非利用価値を含めた効果については，表

明選好法により一体として算出する． 

④ 経済評価結果に関しては，経済評価されなかった効

果の全体像と合わせて提示する． 

 ①については，景観整備効果の全体像と合わせて提示

することにより，算出した効果の過大評価又は過小評価

を防ぐとともに，経済評価の作業を通じて景観整備効果

全体への認識を深める目的がある．②③に関しては，信

頼性の高い適切な手順により算出することが重要である．

特に表明選好法については，「ＣＶＭ適用の指針」等と

の整合性を図りながら，評価法の工夫を行っていくこと

が重要である．④に関しては，経済評価手法は万能では

無く，算出された便益はあくまでその効果の価値に対す

る議論の出発点である5)という認識から，付記した． 

 

(5) 経済評価手法の適用に関する考察 

 景観整備効果の経済評価手法の適用目的としては，景

観アセスのような事前評価から，事後評価まで様々な場

面が考えられる．本研究では，景観整備効果の経済評価

手法に関する既往の知見が少ないことから，事前評価の

枠組み設定が難しいと考え，まず始めに事後評価におけ

る適切な「事業成果の提示」を目的とする研究を進める

こととした．今後，景観整備の事後評価における，経済

評価手法に関する知見が蓄積されることにより，事前評

価や合意形成に適用されていくことが期待される（表-

4）． 

 

 

３．ＣＶＭによる経済評価に関する試論 

 

(1) ＣＶＭについて 

 前述した経済評価手法に関する研究を進める際の方針

の③において提示した，表明選好法による経済評価に関

する試論として，ＣＶＭを用いた手法の枠組みに関する

提案を行う． 

ＣＶＭを例として挙げた理由としては，景観整備効果

の特徴である，非利用価値を含めた多様な効果を評価項

目の対象としたいという判断と，様々な事業分野の事業

評価マニュアルに便益計測手法として記載されており，

事業評価の場面で既往の知見が多くあること，さらに，

「ＣＶＭ適用の指針」によりベースとなる留意事項等が

整理されていることが挙げられる． 

 

(2) 具体の提案について 

ＣＶＭは，ある効果や価値に対して，状態Ａ（with）

と状態Ｂ（without）を提示し，その変化に対して 大

支払っても構わない金額（WTP），または 低必要な保

障額（WTA）をアンケートによって尋ねることで，補償

余剰または等価余剰を直接評価する手法である． 

景観整備効果については，既往研究で指摘されている

ような景観整備に関わって発現した様々な効果について，

できるかぎり評価内容に盛り込むとともに，効果全体に

照らして，どの効果を算出しているのかを明示する必要

がある．よって，景観整備が行われた状況としての現

在：状態Ａと，景観整備が無い状況としての仮想状況：

状態Ｂについて，できるかぎり詳細に，アンケート内で

各状況の説明を行う文章資料（以下：シナリオ）に記述

する必要がある． 

本論の提案は，この各状態を伝えるシナリオ記述を，

より詳細に分かりやすくする作業について，過去の研究

の蓄積があり，現在も行われている景観整備効果の分

類・整理体系化の作業と一体的に行えないかというもの

である（図-2）．今後，景観整備効果の分類結果を，い

かに適切なシナリオに変換するかという作業を行うこと

により，「景観整備効果の分類・整理体系化」と「経済

評価手法」に向けた研究を一体的に促進できると考える． 

 当然，ＣＶＭの手法の制約上，評価できない効果の項

目がでてくるが，それらの項目を整理していくことによ

り，むしろ経済評価ができない項目を含めた景観整備の

効果全体について，より広い範囲に向けて説明すること

につながるのではないかと考える． 

 

 

４．結論 

 

(1)本論の成果 

本論の成果は，以下の通りである． 

・事業評価に用いられている経済評価手法についてレ

ビューし，各手法の特徴と事業評価への適用の現状

について整理した． 

 

図-2 景観整備の既往知見を活用した経済評価手法の提案 



 

 

・景観整備効果の分類・整理体系化及び経済評価に関

する既往研究等から，評価対象となる景観整備効果

の特徴を整理し，経済評価に向けた考察を行った． 

・以上の考察から，景観整備効果の経済評価手法に関

する研究を進めるに当たっての方針と留意点を整理

した． 

・効果の分類・整理体系化に関する既往の成果を活用

した経済評価手法に関する試論として，ＣＶＭを用

いた手法について，その枠組みを提案した． 

本論の成果により，今まで取組まれてきた公共事業

における景観整備の効果に関する整理体系化に向けた

作業と，経済評価手法による評価へのニーズに対応す

る作業の連携が図られていくことが期待される．さら

にその成果が，景観整備に向けた適切な評価と合意形

成の促進，新たな公共事業成果の全体像把握に繋がる

ことが望まれる． 

 

(2)今後に向けて 

本論で提示した今後の研究に向けた方針に基づき，引

き続き公共事業における景観整備効果の経済評価に関す

る研究を進めていく．具体的には，試論にて示したＣＶ

Ｍのシナリオに対する，既往の景観整備効果の分類・整

理体系化に関する研究成果の活用可能性について，引き

続き調査分析を行う． 

また，他の経済評価手法についても同様に研究を進め，

公共事業における景観整備効果の経済評価に関する手法

及び適用方法等に関する技術資料としてまとめていく． 

 

謝辞：本研究の実施にあたり，東京大学大学院福井恒明

特任准教授，石倉智樹特任准教授には，御指導御協力を

頂きました．ここに厚く謝意を表します． 

 

参考文献 

1)栗山浩一：環境の価値と評価手法 ＣＶＭによる経済評価，

pp13-15，1998 
2)例えば，安仁屋宗太，福井恒明，篠原修：景観整備に関する

事業の事後評価についての研究～浦安・境川をケーススタディ

として～，景観・デザイン研究講演集，No.1，pp.73-82，2005 
，後藤祐樹，篠原修：景観整備事業に関する複合的事後評価手

法の研究～津和野川をケーススタディに～，景観・デザイン研

究講演集，No.2，pp.137-146，2006，福井恒明，角真規子，鈴木

洋，兼子和彦：景観整備事業の効果と評価手法に関する研究～

横浜・汽車道をケーススタディとして～，景観・デザイン研究

講演集，No.3，pp.98-107，2007，溝口宏樹，福井恒明，角真規

子，太田啓介：公共事業の景観向上効果に関する考察，景観・

デザイン研究講演集，No.4，pp.1-10，2008 など 
3)栗山浩一，場奈木俊介：環境経済学をつかむ，pp158-167，有

斐閣，2008 
4) 国土交通省大臣官房技術調査課・公共事業調査室：第１回公

共事業評価手法に関する検討会資料，2007 
5)栗山浩一：公共事業と環境の価値CVMガイドブック，p55，
築地書館．1997 

6)国土交通省：仮想的市場評価法（CVM）適用の指針（案），
2009 
7) 安仁屋宗太，福井恒明，篠原修：景観整備に関する事業の事

後評価についての研究～浦安・境川をケーススタディとして～，

景観・デザイン研究講演集，No.1，pp.73-82，2005 
8) 後藤祐樹，篠原修：景観整備事業に関する複合的事後評価手

法の研究～津和野川をケーススタディに～，景観・デザイン研

究講演集，No.2，pp.137-146，2006 
9) 福井恒明，角真規子，鈴木洋，兼子和彦：景観整備事業の効

果と評価手法に関する研究～横浜・汽車道をケーススタディと

して～，景観・デザイン研究講演集，No.3，pp.98-107，2007 
10)福井恒明，安藤義宗，兼子和彦：利用者のコメントに基づ

く景観整備効果の分析，景観・デザイン研究講演集，No.2，
pp.147-154，2006 
11) 溝口宏樹，福井恒明，角真規子，太田啓介：公共事業の景

観向上効果に関する考察，景観・デザイン研究講演集，No.4，
pp.1-10，2008  
12) 国土交通省大臣官房技術調査課・公共事業調査室：公共事

業における景観整備に関する事後評価の手引き（案），p.22，
2009 
13)藤倉英世，山田圭二郎：地域づくりを射程とした景観アセ

スメントシステム試論，景観・デザイン研究講演集，No.4，
pp.44-49，2008 
14) 国土交通省都市地域整備局：景観形成の経済的価値分析に

関する検討報告書，2009 
15)例えば，政策研究大学院大学：平成16・17年度文化庁委嘱

研究 文化芸術振興による経済への影響に関する調査研究，

pp107-136，2006，三田市都市整備部都市計画課都市景観係：景

観施策の効果の評価に関する調査，2007など 



<<
  /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


