
サイバー空間における情報拡散の
フィジカル空間表現

―大阪府警察本部Twitterに注目して―
浅野　翔，雨宮　護，佐野　幸恵

本稿では，警察の Twitter アカウントに着目して，サイバー空間上の情報拡散の様子をフィジカル空間（実空
間）で表現することを試みた．具体的には，Twitter APIを利用して，大阪府警察本部 Twitter(@OPP seian)
が投稿したツイートをリツイートしたユーザーから，特徴量として location を取得し，そこに記載された地域
を RT ユーザーの居住地域と定義したうえで 2 種類の分析を行った．一つは，ユーザーの location 項目に記載
された地域の x, y 座標を取得し，RT ユーザーの居住地域との関係を ArcMapを用いて可視化した．もう一つ
は，ユーザーの location 項目に記載された地域の多様性を正規化エントロピーによって確認した．
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1. はじめに

2020 年 9 月末に行われた総務省の通信利用動向調
査 [1] によると Twitter や Facebook に代表される
ソーシャルネットワーキングサービス (SNS)を利用し
ている個人の割合は，全年代の平均で 69.0％，昨年よ
りも 9 ポイント増加している．SNS の利用目的とし
て，最も割合が高いものが「従来からの知人とのコミュ
ニケーションのため」で，昨年と同程度の 86.9％を占
める．次いで多いものが，「知りたいことの情報を探す
ため」の 63.6％ ，4番目に多いものが「災害発生時の
情報収集・発信のため」の 24.8％であり，それぞれの
割合は昨年から 6.5 ポイント，4.6 ポイント増加して
いる．このように，現在の日本において SNSは単なる
コミュニケーションの道具だけではなく，情報収集の
道具としても年々，存在感を増している．
SNS の中でも Twitter は，日本で本格的に普及し

た 2008 年以降，その存在感を増し続けている．実際
に日本でもさまざまな公的機関が Twitter を運用し
ている．たとえば，安倍前首相 (@AbeShinzo) には
2020 年 12 月時点でも 2.2 百万人のフォロワーがい
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る．個人に限らずとも，首相官邸 (@kantei)から財務
省 (@MOF Japan)，厚生労働省 (@MHLWitter)，外
務省 (@MofaJapan jp)なども Twitterを運用してい
る．さらにこれら中央官庁に限らず，地方公共団体も
県単位，市町村単位で Twitterを運用し，広報活動や
情報提供を行っている．
特に小規模な団体における Twitterは，各団体ごと

に独自のガイドラインなどはあるものの，多くの現場
は，試行錯誤しながら運用しているというのが実情で
ある．地方の公共団体の中でも，地域に密着した活動
を行っている警察もそういった現場の一つである．警
察のアカウントは，安心安全な暮らしを地域住民へ提
供すべく，ひったくりなどの路上犯罪の注意喚起，特
殊詐欺情報などをいち早く情報発信している．しかし，
発信した情報がフィジカル空間（実空間）ではどこま
で広まったのか，という素朴な点も明確には把握でき
ていない．このことは，サイバー空間における情報発
信がフィジカル空間の問題解決にどの程度寄与できて
いるかを考えるうえで，解決すべき課題といえよう．
学術的にも SNSにおける情報拡散に関する研究は，

世界中で数多くあるものの [2–4]，サイバー空間での
情報拡散に閉じているケースがほとんどである．また，
SNSの情報拡散においては，100件程度の小規模なリ
ツイート (RT)の拡散が多くを占めているにもかかわ
らず，研究対象からは外されがちであり，その実態に
ついても，よくわかっていない．さらにサイバー空間
の拡散をフィジカル空間へ投影した場合の研究は，拡
散規模の大小を問わずデータの制約などの技術的な理
由により，まだ十分に行われていない．
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そこで本稿では，典型的な警察のTwitterアカウント
の一例として，「大阪府警察安まち情報 (@OPP seian)」
（フォロワー数 約 43,300，平均 RT数 100以下）に注
目して，@OPP seianから発信された情報が，フィジ
カル空間ではどこまで広まったのかを分析した結果を
紹介したい．われわれが 2020 年 3 月 13 日に行った
現地のヒアリングでも，Twitterの運用担当者からは，
Twitterがどのくらい情報発信に有効であるのかはよ
くわからないという声が聞かれた．担当者は「安まち
メール」と呼ばれるメール配信サービスを 2006 年か
ら行っているが，2013年からはそれに加えて Twitter

も対応しており，Twitter での情報発信の詳細を把握
することが難しいようであった．これらの現場の声を
ヒントに，次節以降では実際にわれわれが行った分析
について，その一部を紹介したい．

2. 対象ツイートの特徴

本稿では，Twitter API [5] を用いて，@OPP seian

が 2020年 9月 23日に投稿した国勢調査員を名乗る不
審電話に関するツイートおよび同年 11 月 8 日に投稿
したタクシー盗難に関するツイートを収集し，分析を
行った結果を紹介する．
国勢調査員を名乗る不審電話に関するツイートでは，

国勢調査員を名乗る女から口座番号などを聞き出そう
とする電話があったことを紹介し，同様の電話があっ
たらすぐに電話を切って警察に通報するよう呼びかけ
ている．国勢調査員を名乗る不審電話は特殊詐欺の一
種で，電話から個人情報を取られ，現金の振り込みを
要求されたり騙し取られたりするケースにつながる恐
れがある．国勢調査は 2020年秋に全国同時に行われ，
テレビ CMでも多く告知されていたことから，全国的
に高い関心が得られると考えられる．
タクシー盗難に関するツイートでは，11月 8日未明

に大阪市西区新町 1丁目 5番付近にてタクシー運転手
がタクシーを奪われたことに加えて犯人の風貌を紹介
し，身の安全の確保および犯人と思しき人物を見かけた
場合の警察への通報を呼びかけている．タクシー盗難
（自動車盗）は街頭犯罪の一種で，道路，公園，駐車場・
駐輪場，駅などで発生する．こうした街頭犯罪は全国
各地の市街地で発生する犯罪ではあるが，ある特定のエ
リアで集中するといわれている [6, 7]．そのため，関心
の高さはある特定のエリアに限定されると考えられる．
本研究では，これら性質の異なる 2種類の犯罪に関

するツイートについて，それらがどのように拡散され
ているかを地理的な観点で明らかにし，その傾向の違

表 1 国勢調査員を名乗る不審電話に関するツイートの
RT ユーザーの location 項目

location 出現頻度 出現割合

大阪府 17 0.531

福島県 3 0.094

大阪府大阪市 2 0.063

大阪府堺市 1 0.031

大阪府大阪市淀川区 1 0.031

大阪市八尾市 1 0.031

北海道旭川市 1 0.031

東京都八王子市 1 0.031

神奈川県横浜市 1 0.031

滋賀県東近江市 1 0.031

東京都 1 0.031

千葉県 1 0.031

福岡市 1 0.031

いを把握する．
本分析にあたり，取得したツイートの中から location

項目に記載された情報を特徴量として用いた．location

は，ユーザープロフィールの一つで，ユーザーが任意の情
報を記載することができ，その多くは自身と関連の深い
地域を記載するのに利用されている．しかし，ユーザー
が任意で情報を記載できる仕様であることから，地理情
報と全く関連のない情報を記載するユーザーも少なく
ない．したがって，本研究では前処理として，location
項目に地域関連語を記載しているユーザー（location記
載ユーザー）のみを抽出し，location項目に記載されて
いる地域関連語をそのユーザーの居住地域と定義した．
今回取得した国勢調査員を名乗る不審電話に関する

ツイートのRTユーザー数は 101で，そのうち 32ユー
ザーが locationに地名を記載していた．タクシー盗難
に関するツイートの RTユーザー数は 222で，そのう
ち 65ユーザーが location に地名を記載していた．
各ツイートを RTしたユーザーの居住地域，出現頻

度，出現割合をまとめたものを表 1，2 に示す．どちら
も発信元である大阪府内の地名が多く目立つが，近隣
の府県や東京都，神奈川県，福岡県など，大阪府から
離れた地域も見受けられる．次節以降では，この表 1，
2に記載された RTユーザーの居住地域に対して行っ
た二つの分析について述べる．

3. GISを用いた RTのフィジカル表現

本節では，表 1, 2の地域を地図上に可視化し，二つの
ツイートの RTユーザーの居住地域を明らかにする方
法を紹介する．本研究では，Esriが提供する ArcMap

10.8 [8]を用いてRTユーザーの居住地域を可視化した．
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表 2 タクシー盗難に関するツイートの
RT ユーザーの location 項目

location 出現頻度 出現割合

大阪府 41 0.631

大阪府大阪市 6 0.092

京都府 2 0.031

大阪府大阪市旭区 1 0.015

大阪府大阪市西成区 1 0.015

大阪府大阪市中央区 1 0.015

大阪府大阪市福島区 1 0.015

大阪府大阪市北区 1 0.015

大阪府堺市南区 1 0.015

大阪府堺市 1 0.015

大阪府東大阪市 1 0.015

大阪府河内長野市 1 0.015

大阪府吹田市 1 0.015

東京都三鷹市 1 0.015

神奈川県横浜市 1 0.015

京都府木津川市 1 0.015

愛知県 1 0.015

山口県 1 0.015

静岡県 1 0.015

3.1 RTユーザー居住地域のジオコーディング
本研究では，二つのツイートの地理的な広まりの違

いを明らかにするため，それぞれのツイートの発信地
から RTユーザーの居住地域の距離を求めた．ツイー
トの発信地および RTユーザーの居住地域はジオコー
ディングを行い，ArcMap 上に可視化した．location

に記載されている地名が大阪府，東京都など都道府県
名に留まる場合は，その都道府県の代表点をそのユー
ザーの居住地域とした．われわれが取得できたデータ
は，ユーザーによって locationに記載している地名の
粒度が異なるが（表 1，2参照），データの除去は行わ
ず，現段階で確認できるデータすべてを用いて分析を
行った．

3.2 RTユーザー居住地域の可視化
前節で取得した二つのツイートのRTユーザーの居

住地域を地図上に可視化するために，国土数値情報の
行政区域データを取得し，日本全国の地図を取得した．
なお，今回は RTユーザーの居住地域の分布をわかり
やすく表現するために，行政区画の境界線はすべて削
除し，海岸線のみの地図を描画した．

3.3 スパイダーダイアグラム
RTユーザーの居住地域の可視化に加え，本研究では

Esriの Spider Diagram Geoprocessing Tool [9]を用
いてスパイダーダイアグラムを作成した．スパイダー
ダイアグラムは主にマーケティングなどで，顧客の移

動の空間分布を可視化するために使われている．始点
と終点を設定することで，始点と終点の間に直線で示
されたリンクを生成し，地理空間上の移動を表現する
ことができる．
本研究では，事件発生地（国勢調査を名乗る不審電話

に関するツイートの場合は，事件発生地が明記されてい
ないので，大阪府警察本部の所在地とする）を始点，RT
ユーザーの居住地域を終点としたスパイダーダイアグラ
ムを作成した．なお，今回はツイートの発信元の大阪府
警察本部の所在地域である大阪府内における分布と日本
全国における分布の二つにおける情報拡散を確認した．

3.4 各 RTのフィジカル表現
3.4.1 国勢調査員を名乗る不審電話に関する

RTの場合
国勢調査員を名乗る不審電話に関するツイートのRT

ユーザーの居住地域を可視化した結果を図 1に示す．
大阪府内では，5 地点・計 22 の RT ユーザーが確

認できた．いずれも大阪市から近い地域のユーザーが
RTしており，大阪府の北部や南部に居住するユーザー
の RTには至っていないことが確認できた．全国で見
ると，ツイートの発信地である大阪府内以外に，東京
都や神奈川県の首都圏での RTがみられるほか，福島
県に居住するユーザーもRTしていることが確認でき
た．大阪府から遠い地域では，東は北海道，西は福岡
県に居住するユーザーの RTが確認できた．

3.4.2 タクシー盗難に関する RTの場合
タクシー盗難に関するツイートのRTユーザーの居

住地域を可視化した結果を図 2に示す．
大阪府内では，12地点・計 57の RTユーザーが確

認できた．こちらは大阪府河内長野市でのRTが確認
でき，離れた地域のユーザーも RTしている様子が確
認できた．ツイートの発信地である大阪府内以外では
東京都や神奈川県の首都圏での RT がみられるほか，
愛知県や静岡県に居住するユーザーもRTしているこ
とが確認できた．大阪府から遠い地域では，北は東京
都，西は山口県と，RTユーザーの居住地域は国勢調
査員を名乗る不審電話に関するツイートに比べて狭い
範囲に留まっていることがわかる．

3.4.3 各 RTの比較
スパイダーダイアグラムで可視化した，事件発生地か

ら RTユーザーの居住地域までの距離の分布を図 3に
示す．
図 1，2 でも確認できたように，国勢調査員を名乗

る不審電話に関するツイートとタクシー盗難に関する
ツイートでは RTユーザーの居住地域に違いがあるこ
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図 1 国勢調査員を名乗る不審電話に関するツイートの拡散
状況．上段が大阪府版，下段が日本全国版．

とがわかる．国勢調査員を名乗る不審電話に関するツ
イートでは 1,000 km以上離れた地域での RTが確認
できているのに対し，タクシー盗難に関するツイート
では最も遠い RTユーザーの居住地域も 400 km以内
だった．事件発生地から 100 km圏内と距離が近い地
域に居住するユーザーの RTの割合も，約 20％ほどタ
クシー盗難に関するツイートの方が高かった．

4. RTユーザー居住地域の多様性分析

本節では，各用語について以下で定義して分析を行っ
た．RTユーザーの居住地域を判定するための地域関

図 2 タクシー盗難に関するツイートの拡散状況．上段が大
阪府版，下段が日本全国版．

連語は，都道府県名および市区町村名である．
• location記載ユーザー： location項目に地域関連
語を記載していたユーザー

• location 記載率： RT ユーザー全体に占める lo-

cation 記載ユーザーの割合
• 大阪居住ユーザー： location項目に大阪府内の地
域関連語を記載していたユーザー

• 大阪府内率： location記載ユーザーに占める大阪
居住ユーザーの割合

4.1 location記載ユーザーの確認
各ツイートの RTユーザーの居住地域の多様性を明
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図 3 ツイートのフィジカル空間での拡散状況．上段が国勢
調査員を名乗る不審電話に関するツイート，下段がタ
クシー盗難に関するツイート．

らかにする前に，まず，location 記載率を把握した．
4.2 正規化エントロピー
RTユーザーの居住地域の多様性を評価するために，

本研究では正規化エントロピー [10] を応用した．ツ
イート kの正規化エントロピー Hk は以下の数式で表
される．

Hk = −
∑

x ∈ U

Pk(x)log2Pk(x)/log2N (1)

U はツイート k の RTユーザーの location 項目に
記載された地名の集合，Pk(x)はツイート kにおける
地名 xの出現割合，N はツイート kにおける location

記載ユーザー数を表し 0≦ Hk≦ 1 の値をとる．具体
的には＠ OPP seian のツイート k の RTユーザーの
location 項目に記載された地名に偏りがあるほどHk

の値は小さくなる．
4.3 各 RTの多様性分析結果
国勢調査員を名乗る不審電話に関するツイートおよ

びタクシー盗難に関するツイートの location 記載率，
そのうちの大阪府内率，正規化エントロピーを表 3 に
示す．
location記載率にはほとんど差がなく，両方のツイー

トにおいて，RTユーザーの約 3割が location に地域
関連語を記載しているという結果を得た．この 3割と
いう数字は，Twitterプロフィールに「性別」，「年齢」
を記述しているユーザーは 10％に満たず，最も記述率
が高い「地域」でも 24.98％であるという伊藤らの報
告 [11]と比較すると，やや高い．今回の結果を踏まえ
ると，公的機関の Twitter アカウントに関心をもち，
公的機関のツイートを積極的に RT するユーザーは，
自身の居住地域を公開する傾向が高い属性である可能
性が考えられる．
他方，大阪府内率と正規化エントロピーにはやや差

がみられた．大阪府内率は，国勢調査員を名乗る不審
電話に関するツイートは 68.8％に対し，タクシー盗難
に関するツイートは 87.7％となった．正規化エントロ
ピーは，国勢調査員を名乗る不審電話に関するツイー
トは 0.5を超えたのに対し，タクシー盗難に関するツ
イートは 0.4に満たない結果となった．
これらの結果から，大阪府内率が低く正規化エント

ロピーが高い国勢調査員を名乗る不審電話に関するツ
イートは，大阪府外の地域を location項目に記載して
いるユーザーが比較的多く RTをした，つまり大阪府
を超えて広い範囲にツイートが広まったといえる．一
方，大阪府内率が高く正規化エントロピーが低いとい
う結果になったタクシー盗難に関するツイートは，大
阪府を超えたツイートの拡散はあまり確認できず，大
阪府内での RTがほとんどであったといえる．

5. 結果の考察

特殊詐欺と街頭犯罪という性質の異なる二つの犯罪
に関するツイートのフィジカル空間での拡散を分析し
てみたところ，結果にやや違いがみられた．
RTを事案・事件に対する関心とすると，特殊詐欺に

該当する国勢調査員を名乗る不審電話に関するツイー
トは，北海道，福島県，福岡県など，大阪府から離れた
地域でも関心を集めている様子が図 1から確認できた．
大阪府内率が低く，正規化エントロピーが高いという
結果からも，広い地域で関心を集めたツイートだった
といえる．これは，冒頭でも述べたとおり，特殊詐欺
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表 3 ツイートの location 記載率，大阪府内率，正規化エントロピー

ツイート location 記載率 大阪府内率 正規化エントロピー

国勢調査員を名乗る不審電話 0.314 0.688 0.523

タクシー盗難 0.293 0.877 0.394

は地域要因にかかわらず日本全国どこでも発生しうる
犯罪であり，特に今回扱った国勢調査はテレビ CMで
も目にする機会が多かった結果，全国的に広く関心を
集めたと考えられる．
一方，街頭犯罪に該当するタクシー盗難に関するツ

イートは，北海道地方や九州地方以南での RTはみら
れず，国勢調査員を名乗る不審電話に関するツイートに
比べて比較的狭い範囲で関心を集めたことが図 2から
確認できた．大阪府内率が高く，正規化エントロピー
が低いという結果からも，比較的狭い地域で関心を集
めたツイートだったといえる．これは，ある特定の地
域で発生するといわれている街頭犯罪の性質から，タ
クシー盗難が発生した地域の周辺での関心に留まった
ものであると考えられる．

6. おわりに

本稿では，サイバー空間における情報の拡散がフィ
ジカル空間においてはどの程度拡散しているのかを可
視化する試みを紹介した．われわれの分析によって，
これまで行われていたサイバー空間内の定量的な分析
に加え，ArcMapを用いた可視化によりフィジカル空
間で情報拡散を確認することができた．
今回は，Twitter の API で得られた location 項目

を利用して，RTしたユーザーが 101や 222という小
規模な情報拡散を扱った．この location項目に地名が
記載されているユーザー数は全体の約 3割ほどであっ
たため，7割の RTユーザーを取りこぼしてしまって
いることになる．最近では，location 項目だけではな
くツイート内容やプロフィールから Twitterユーザー
の居住地情報を推定し [12]，地方自治体の知事のアカ
ウントのフォロワーの「地元比率」を割り出す試みも
注目を集めている [13]．これらをヒントに居住地情報
の網羅性を上げ，より規模の大きい，フィジカル空間
の情報拡散を確認することは今後の課題としたい．
サイバー空間で発信された情報が，フィジカル空間

ではどこまで到達したかを把握することは，発信した
情報がどこまで到達したかを把握したい警察だけでは
なく，昨今の感染症影響下におけるリスクコミュニケー
ションという実務的な観点からも重要な課題であろう．
Society 5.0を背景に今後，サイバー空間・フィジカル

空間を横断する情報拡散の研究はより発展していくこ
とが期待される．

謝辞 2020 年 3 月のヒアリングに快く応じていた
だいた，大阪府警察本部 生活安全部 府民安全対策課
の西岡様，中嶋様，榮井様に感謝いたします．

参考文献

[1] 総務省，「令和元年通信利用動向調査」，https://www.soum
u.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/200529 1.pdf
（2020 年 12 月 22 日閲覧）
[2] S. Kwon, M. Cha, K. Jung, W. Chen and Y. Wang,
“Prominent features of rumor propagation in online
social media,” In Proceedings of the 2013 IEEE 13th
International Conference on Data Mining, pp. 1103–

1108, 2013.
[3] S. Vosoughi, D. Roy and S. Aral, “The spread of true
and false news online,” Science, 359, pp. 1146–1151,
2018.

[4] Z. Zhao, J. Zhao, Y. Sano, O. Levy, H. Takayasu,
M. Takayasu, D. Li, J. Wu and S. Havlin, “Fake news
propagate differently from real news even at early
stages of spreading,” EPJ Data Science, 9, p. 7, 2020.

[5] Twitter Developer, 「API リファレンス」，https://
developer.twitter.com/ja/docs/ads/creatives/api-
reference/tweets（2020 年 12 月 23 日閲覧）

[6] G. L. Pierce, S. Spaar and L. R. Briggs, “The charac-
ter of police work: Strategic and tactical implications,”
Center for Applied Social Research, Northeastern Uni-
versity, 1988.

[7] D. L. Weisburd, L. Maher, L. W. Sherman, M.
Buerger, E. G. Cohn and A. Petrosino, “Contrasting
crime general and crime specific theory: The case of
hot spots of crime,” Advances in Criminological The-
ory 4, pp. 45–69, 1992.

[8] ArcGIS Desktop, ArcMap, https://desktop.arcgis.
com/ja/arcmap/（2021 年 1 月 2 日閲覧）

[9] esri community, Spider Diagram Geoprocessing Tool,
https://community.esri.com/t5/applications-prototy
pe-lab-blog/spider-diagram-geoprocessing-tool/ba-p/
903708（2021 年 1 月 5 日閲覧）

[10] F. Tria, V. D. P. Loreto and S. H. Strogatz, “The
dynamics of correlated novelties,” Scientific Reports,
4, 1, pp. 1–8, 2014.

[11] 伊藤淳，西田京介，星出高秀，戸田浩之，内山匡，“Twitterと
Blog の共通ユーザープロフィールを利用した Twitterユー
ザー属性推定，”研究報告情報基礎とアクセス技術 (IFAT)，
210(4), pp. 1–8, 2013.

[12] 廣中詩織，吉田光男，梅村恭司，“ソーシャルグラフによ
る居住地推定のためのユーザープロフィール分析，”人工知
能学会論文誌，35, pp. E-J71 1–10, 2020.

[13] 日本経済新聞．「SNS，知事の『発信力』強まる 大阪・
吉村氏は 3 倍」，2020 年 6 月 28 日

2021年 4月号 （49）245



<<
  /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


