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目的　近年，家族構造や社会経済状況の変化などにより，児童とその家庭を取り巻く環境は厳しい
状況となっている。そうした中，地域の保育所をはじめとした保育士の子育て支援機能が重要
視されている。そこで，本研究では保育者が子育て支援を行う視点から，「喜びや楽しみ」「悩
みや不安」「責任感」の 3つの下位概念に着目しながら，乳幼児を持つ親の「子育て観尺度」
を開発することを目的とした。

方法　先行研究から，子育て観に関する27項目の質問項目を採用し，保育所を利用している乳幼児
を持つ5,460名の保護者を対象に郵送留置調査法を実施し，回収数は2,060名（回収率37.7％）
であった。その中から，親（母親か父親）で年齢や子育て観に関する質問項目にすべて回答し
ている1,680名を分析対象者とした。分析方法として，子育て観を尺度の項目に対し探索的因
子分析を行った。信頼性については，内的整合性（Cronbachのα係数）を算出した。

結果　「子育て観尺度」は，因子分析の結果から「子育てに対する負担」「子育てによる自身の成長
の楽しみや喜び」「親としての責任感」の 3つの下位尺度から構成された。各下位尺度のα係
数は0.66～0.81であり， 3因子構造が示された。さらに， 3つの下位尺度を構成する項目が同
一因子に0.4以上の因子負荷量を有し，構成概念の妥当性をある程度確保していることも示唆
された。

結論　乳幼児を持つ親の「子育て観」を把握するための尺度として，「価値」と「態度」を網羅し
た概念で構成され，ある程度の信頼性と妥当性が確認された。今後の課題としては，尺度の改
良を重ね，さらなる信頼性と妥当性の確保や実際の保育現場で活用されるよう尺度の短縮版が
必要となるだろう。

キーワード　子育て観，乳幼児を持つ親，保育者，子育て支援

Ⅰ　緒　　　　言

（ 1）　はじめに
　近年，児童を取り巻く社会環境には，人口の
都市集中，公害，交通事故などの問題が生じて
いる。また，核家族化と女性就労の増加などに
よって，家族生活にも様々な問題が生じており，
これら問題に対応していくことが児童家庭福祉
における最重要課題となっている1）。

　こうした課題に対し国は，エンゼルプランや
次世代育成支援対策推進法，少子化社会対策基
本法2）などにより，保育サービスなどの家庭支
援や保護者の働き方を見直すことで，子どもが
健やかに育ち，または，保護者自身が子どもを
育てることに喜びを感じることができるよう，
その環境整備に努めてきた。しかし，保育所へ
の入所待機児童や年々増加する児童虐待相談な
ど，児童やその家庭を取り巻く環境は依然厳し
い状況となっており，今後も子育て支援の質・
量ともに一層の充実を図ることが急務な課題で
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あることに変わりはない。
　こうした子育て支援を中心的に担う職種とし
て保育士があげられる。保育士は，児童福祉法
において，児童に対する保育のみでなく，保護
者に対する保育指導を行うことが明記されてお
り，家庭全体を視野に入れて支援することが求
められている。また，小川3）は，保育者の役割
について，①親の子育ての相談に応じその不安
の軽減を目指すこと，②親が楽しく子どもを育
てる責任と喜びを味わえることを公共施設の子
育て支援として，その専門性について説明して
いる。実際に，保育所や幼稚園における保育者
の子育て支援に関する実践において，保護者自
身の成長や育児力の獲得，育児不安の解消につ
ながっていることなどが報告されている4）-7）。
つまり，保育士は子どもの保育だけではなく，
親が普段子育てを実践していく中で，親自身の
成長や子育てに対して喜びが感じられ，悩みや
不安については軽減していくこと。そして，親
が自信をもって親の役割を果たしていけるよう
な関わりが求められているのである8）。
　このように，保育士は子育て支援を実践して
いくうえで，乳幼児の子どもを持つ親の子育て
に対する想いや考えなど，いわば子育て観を把
握し支援していくことが必要であるが，実際の
保育現場において，そうしたアセスメントが
しっかりできていないのが現状ではないだろう
か。北濱ら9）は，保育者に対して子育て支援に
関する意識調査を実施し，保護者に対する子育
て支援に関して何をどのように進めていけばい
いのかということについて疑問や葛藤があるこ
とを報告している。このことは，支援を展開し
ていくうえでの親の子育てに対するアセスメン

トや事前評価（事後評価）がしっかりできてな
いために，確実なニーズを明らかにすることが
できずにいることが理由として考えられる。そ
こで，まず，本研究では，先行研究における子
育て観尺度で用いられている子育て観の概念を
整理しながら，本研究における子育て観を操作
的に定義していくこととする。

（ 2）　子育て観の概念規定（図 1）
　心理学の領域において価値や態度は，人間の
意思決定や行動に影響を与える要因として注目
されてきた。Rokeach10）の定義によると，価値
は「ある特定の行為様式や結末を，他に比べて
個人的あるいは社会的に好ましいものとする，
個人の一定した信念」としている。そして，複
数の価値を階層的または総体的な優先関係をも
とに体系化したものを価値観あるいは価値体系
と呼んでいる。一方，態度についてAllport11）は，
「経験を通じて体制化された心理的あるいは神
経生理的な準備状態であって，人が関わりをも
つ対象に対する，その人自身の行動を方向づけ
たり変化させたりするもの」としている。また，
大山12）は「特定の対象や行為，社会事象に対す
る好意的あるいは非好意的な評価，感情，行動
についての先有傾向」としている。どちらも，
個人が社会との様々な経験やつながりを通して
獲得していく点では同じであるが，価値と態度
は，次のような点で区別されている。態度は，
特定の対象に対して形成されるものであるのに
対し，価値は事物や状況を超えて一定して存在
する信念である。さらに，価値は態度より個人
の認知体系や人格形成において中心的な位置を
占めていると考えられている13）。
　こうした価値や態度の概念から先行研究にお
ける子育て観の定義を整理すると，陳らは14）子
育て観を「子育てに対する個人の価値観や見
解」としており，個人の子育てに対する考えや
印象といった「価値」に重点を置いている。内
藤ら15）は，「育児は楽しいが疲れる，充実感が
あるがわずらわしい」といった実際の子育てに
対する評価を中心に，子どもが好きであるかど
うかや子育てをすることで得られる社会との関

価値

乳幼児を持つ
親の子育て観

子育てに対する
責任感

喜びや楽しみ

悩みや不安

態度

図 1　子育て観を構成する下位概念



―　 ―10

第63巻第 3号「厚生の指標」2016年 3 月

わりを含めた概念で構成しており，「態度」に
重点を置いている。これら先行研究の概念に対
し，本研究では，「価値」と「態度」の両面を
有する子育て観を設定することが重要であると
考え，子育て観を「実際の子育てに対する評価
としての態度や子育てに対する個人の価値観」
として操作的に定義した。そこで，本研究では，
保育士が親を対象に子育て支援を行う視点から，
乳幼児を持つ親の「価値」と「態度」に焦点を
あてた子育て観尺度の開発を研究目的とした。
具体的には，子育てに対する「喜びや楽しみ」
「悩みや不安」「責任感」の 3つの下位概念に
着目しながら信頼性と妥当性の検討を行った。

Ⅱ　方　　　法

（ 1）　「子育て観尺度」の項目の選定
　本研究における子育て観としての「喜びや楽
しみ」「悩みや不安」「責任感」の 3つの下位概
念に対する質問項目については，先行研究にお
いて開発された子育て観尺度14）15）や育児幸福感
尺度16）17），育児ストレス尺度18）19），内閣府によ
る社会意識に関する世論調査20）の質問項目から
27項目を採用し，表現に若干の変更を加え作成
した。それぞれの質問項目への回答は，「ほと
んどそう思わない」「ややそう思わない」「やや
そう思う」「とてもそう思う」の 4件法で評価
した。

（ 2）　調査対象と調査方法
　本研究は，沖縄県私立保育園連盟に加盟して
いる保育園を調査対象とし，それら 6ブロック
（北部地区，中北部地区，中南部地区，那覇地
区，南部地区，先島地区）の中からそれぞれ 5
園（計30園）を抽出し，5,460名の保護者を対
象にした。それら対象となる保育園に質問紙を
郵送し，記入後質問紙を郵送してもらう郵送留
置調査法を行った。
　調査期間は，2012年12月11日～2013年 1 月15
日にかけて実施し，回収数は2,060名（回収率
37.7％）であった。回収されたサンプルの中か
ら，親（母親か父親）で年齢や子育て観に関す
る質問項目にすべて回答している1,680名を本
研究の分析対象者（表 1）とした。

（ 3）　分析方法
　分析方法として，子育て観を尺度の項目に対
し探索的因子分析を行った。信頼性については，
内的整合性（Cronbachのα係数）を算出した。
なお，本研究の分析には，統計パッケージソフ
トSPSS（Ver22.0）を使用した。

（ 4）　倫理的配慮
　倫理的な配慮としては，「乳幼児の子を持つ
親の子育て観に関する調査」として，今後の福
祉人材の育成を考える際の基礎資料を得ること
を目的としており，また，調査内容については
すべて統計的な数値として取りまとめ，目的以

外に使用することはないことを事前に
書面で説明し，調査への理解を得られ
た保護者より自記式無記名で回答して
もらった。

Ⅲ　結　　　果

（ 1）　探索的因子分析の結果（表 2）
　まず，子育て観に関する27項目の度
数分布を確認し，いくつかの項目で偏
りがみられたが，いずれの項目も親の
子育て観を把握する上で重要な内容が
含まれていると判断し，すべての項目

表 1　分析対象者の概要
全体

（ｎ＝1,680）
母親

（ｎ＝1,092）
父親

（ｎ＝588）

年齢（歳）（ｎ＝1,680） 34.3±5.6 33.8±5.2 35.4±6.0
世帯構成（名）（ｎ＝1,662）
　ひとり親世帯 80( 4.8) 66( 6.0) 14( 2.4)
　夫婦と子どものみ世帯 1 387(82.6) 883(80.9) 504(85.7)
　その他の世帯 195(11.6) 133(12.2) 62(10.5)
子どもの数（名）（ｎ＝1,678） 2.3±1.0 2.3±1.0 2.3±1.0
第 1子の年齢（歳）（ｎ＝1,671） 6.5±4.4 6.5±4.5 6.3±4.2
暮らし向き（名）（ｎ＝1,626）
　とても苦しい 89( 5.4) 52( 4.8) 37( 6.4)
　どちらかというと苦しい 772(46.7) 501(46.6) 271(46.9)
　まあゆとりがある方だと思う 726(43.9) 482(44.9) 244(42.2)
　かなりゆとりがある 39( 2.4) 24( 2.2) 15( 2.6)
教育年数（年）（ｎ＝1,672） 13.4±1.9 13.4±1.8 13.5±2.1

注　連続量については平均値と標準偏差を，離散量については度数と割合（（　）
内％）を示した。
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を分析の対象とした。
　次に，子育て観に関する
27項目に対して主因子法に
よる因子分析を行った。固
有値の変化（5.34，3.40，
1.58，1.21，1.08，1.01，
…）と因子の解釈可能性を
考慮すると， 3因子構造が
妥当であると考えられた。
そこで再度 3因子を仮定し
て主因子法・Promax回転
による因子分析を行った。
その結果，因子負荷が0.40
を基準に設定し，それを満
たさなかった項目や複数の
因子にまたがって因子負荷
を示した 6項目を削除して
いき，21項目に対して再度
主因子法・Promax回転に
よる因子分析を行った。
Promax回転後の最終的な
因子パターンと因子間相関を表 2に示す。なお，
回転前（抽出後）の 3因子で21項目の全分散を
説明する割合は43%であった。
　第 1因子は 9項目で構成されており，「子育
てをすると自分の息抜きする時間が持てない」
「子育てによる身体の疲れが大きい」などを表
す項目が高い負荷量を示していたことから「子
育てに対する負担」とした。第 2因子は 8項目
で構成されており，「子育てをすることで，自
分の物事に対する見方など視野が広がる」「子
育てをすることで自分自身も成長させてもらっ
ていると感じる」などを表す項目が高い負荷量
を示していたことから「子育てによる自身の成
長の楽しみや喜び」とした。第 3因子は 4項目
で構成されており，「親は子ども中心の生活を
すべきである」「子どもが良くも悪くも育つの
はすべて親の努力にかかっている」などを表す
項目が高い負荷量を示していたことから「親と
しての責任感」とした。

（ 2）　内的整合性の検討（表 3）
　内的整合性を検討するためにα係数を算出し
たところ，「子育てに対する負担」でα＝0.81，
「子育てによる自身の成長の楽しみや喜び」で
α＝0.79，「親としての責任感」でα＝0.66と，
第 3因子のみ0.7を下回る結果となったが，第
1因子，第 2因子はともに十分な値が得られた。

Ⅳ　考　　　察

　本研究では，保育士が親を対象に子育て支援
を行う視点から，乳幼児を持つ親の子育てに対
する「価値」と「態度」に焦点をあてた「子育
て観尺度」を作成することを目的とした。その
結果，本研究において作成した「子育て観尺

表 2　子育て観尺度の因子分析結果（Promax回転後の因子パターン）
Ⅰ Ⅱ Ⅲ

1　子育てに対する負担
　子育てをすると自分の息抜きする時間が持てない 0.69 0.01 -0.02 
　子育てによる身体の疲れが大きい 0.68 -0.01 -0.09 
　子育てのために，自分のやりたいことができない 0.66 -0.06 0.06 
　子育てによる精神的疲れが大きい 0.61 0.13 -0.04 
　子育てをしていると仕事が十分にできないことが多い 0.58 -0.08 0.05 
　子どもを連れて外出するのは大変なことである 0.53 -0.01 0.05 
　子育て中は社会から取り残されるような不安がある 0.49 -0.06 0.05 
　子育ては経済的な負担が大きい 0.43 -0.02 -0.04 
　子育てに辛さを感じるときのほうが多い 0.43 0.13 0.00 
2 　子育てによる自身の成長の楽しみや喜び
　子育てをすることで，自分の物事に対する見方など視野が広がる -0.01 0.70 -0.12 
　子育てをすることで自分自身も成長させてもらっていると感じる -0.07 0.69 -0.09 
　子どもがいることで，毎日の生活に張り合いが出る 0.04 0.63 0.03 
　子どもの笑顔や寝顔，しぐさなどを見て喜びを感じる -0.03 0.53 -0.08 
　子どもに生きる勇気をもらっている -0.05 0.52 0.16 
　子どもと一緒にいるだけで幸せだ 0.07 0.49 0.09 
　子どもそのものが希望である 0.02 0.49 0.20 
　子どもを通して新たな人とのつながりができる 0.04 0.40 -0.02 
3 　親としての責任感
　親は子ども中心の生活をすべきである -0.06 0.01 0.67 
　子どもが良くも悪くも育つのはすべて親の努力にかかっている 0.03 -0.08 0.59 
親は子どものためなら自分のやりたいことなどは後回しに
してするものだ

-0.01 -0.01 0.59 

　親は子育てに全ての責任がある 0.06 0.07 0.43 
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ

Ⅰ ‒ 0.20 0.03 
Ⅱ ‒ 0.50 
Ⅲ ‒

表 3　下位尺度の記述統計量とα係数
平均値 標準偏差 α係数

子育てに対する負担 25.2 5.0 0.81
子育てによる自身の成長の楽しみや喜び 29.3 2.9 0.79
親としての責任感 13.0 2.0 0.66
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度」の総得点（平均値＝67.5,標準偏差＝6.9）
は，ヒストグラムで分布を確認したところ正規
分布であった。これは，総得点が平均値を中心
に低得点から高得点の全範囲にわたっており，
本研究のデータが信頼性・妥当性の検証に用い
ることのできる偏りのない適切なデータである
ことを表している。
　探索的因子分析では， 6つの項目の削除は
あったが，親の子育て観を構成する 3因子が抽
出された。この結果は，本研究において定義し
た子育て観の 3つの下位概念にそれぞれ対応し
たものとなっている。さらに， 3つの下位尺度
を構成する項目が同一因子に0.4以上の因子負
荷量を有し，構成概念の妥当性をある程度確保
していることも示唆された。
　また，「子育て観尺度」の信頼性，内的整合
性の指標であるクロンバックのα係数は，第 1
因子と第 2 因子において0.7以上，第 3 因子は
0.66であった。本研究で作成した「子育て観尺
度」などの測定方法が，信頼性を確保している
かどうかを判断するための明確な基準は存在し
ていないが，「0.8以上であれば信頼性は高いと
いわれ，0.7以上では中程度の信頼性，0.7を切
ると信頼性は低い」と一般的には解釈されてい
る21）。 しかしながら，第 3因子のα係数
（0.66）が尺度の信頼性として低すぎるという
ことではなく，項目数が 5項目以下（ 4項目）
であったことが比較的に低い数値になった理由
として考えられる。したがって，第 3因子のα
係数は低めであったが，項目数が少ないことな
どを考慮すると，すべての下位尺度の内的整合
性は，ある程度確認されたと考えられる。
　以上の知見を整理すると，乳幼児を持つ親の
子育て観を把握するための尺度として，既存の
子育て観尺度にはない「価値」と「態度」を網
羅した概念で構成されたことは，本研究におけ
る一定の成果といえよう。ただし，妥当性の検
討において，探索的因子分析の結果のみで判断
するには大きな疑問が残り不十分である。また，
親の子育て観を側面的に把握するだけでは，実
際の子育て支援につなげていくのは困難である。
支援の対象となる子どもとその親の「家庭環

境」を捉えながら，親の子育て観にどのような
影響を及ぼすのかを検証していくことが必要で
あろう。
　本研究の課題について，第 1に作成された
「子育て観尺度」の信頼性と妥当性を検証する
ことが求められる。具体的には，信頼性につい
ては，0.7未満の下位尺度も認められた。その
ため，今後はさらに質問内容の表現や項目数を
増やすことを検討していく必要がある。また，
妥当性については近年，構成概念が妥当性その
ものであり，構成概念妥当性の確かめ方が複数
存在するという議論がなされている22）。した
がって，今後は，今回作成した子育て観尺度と
既存の尺度（外的側面）との関連や確証的因子
分析（構造的側面）による検討など，複数の方
法で構成概念の構造を明らかにしていき，妥当
性をより確実なものに発展させていく必要があ
る。第 2に，実際の保育現場で活用しやすいよ
うな尺度に改良していくことである。これは，
本研究における回収率が低かった要因にもつな
がると思うが，質問者や回答者の負担が大き
かったことが考えられる。今後はこれらを考慮
して，各因子の項目を 5項目程度に精選するな
ど，短縮版の作成が必要となるだろう。

謝辞
　本研究にあたり，アンケートにご協力いただ
きました保護者の方，沖縄県私立保育園連盟と
各保育園の先生，皆様に深く感謝いたします。

文　　　献
1 ）厚生労働統計協会．国民の福祉と介護の動向　

2013／2014．2013；73-5．

2 ）内閣府．平成25年版少子化社会白書．25-36．

3 ）小川博久．「保育」の専門性.保育学研究　2011；49

（ 1 ）：100-10．

4 ）友定啓子，山口大学教育学部付属幼稚園．保護者

の成長と園．もう一つの子育て支援保護者サポー

トシステム．東京：フレーベル館，2004；67-77．

5 ）佐治よしこ，佐田恵子，梶美保，他．保育園児の

保護者支援のあり方検討（ 1）－乳児クラスの実

態調査－．日本保育学会第63回大会発表論文集　



―　 ―13

第63巻第 3号「厚生の指標」2016年 3 月

2010；371．

6 ）佐田恵子，佐治よしこ，梶美保．保育園児の保護

者支援のあり方検討（ 2）－幼児クラスの実態調

査－．日本保育学会第63回大会発表論文集　

2010；372．

7 ）田畑沙宇，河邉貴子．幼稚園における在宅育児支

援の意義と課題．日本保育学会第63回大会発表論

文集．2010；588．

8 ）木村留美子．子育て支援．榊原洋一，今井和子編．

今求められる質の高い乳幼児保育の実践と子育て

支援．京都：ミネルヴァ書房，2006；236-44．

9 ）北濱雅子，清水年志子，廣瀬三枝子．保育所にお

ける子育て支援の実践（ 1）N園保育士への調査か

ら．香川短期大学紀要　2011；（39）：9-17．

10）Rokeach, M. The nature of human values. New 

York：Free Press. 1973．

11）Allport, G.W. Attitudes. In C. M. Murchison （Ed.）, 

Handbook of social psychology. Worcester, Mass．：

Clark University Press. 1935；798-844．

12）大山七穂．価値と規範．大坊郁夫，安藤清志，池

田謙編．社会心理学パースペクティブ 3．東京：

誠信書房，1990；237-62．

13）中間玲子．価値体系．日本心理学会編．社会心理

学辞典．東京：丸善，2009；102-3．

14）陳東，森恵美，望月良美，他．乳幼児を持つ親に

対する子育て観尺度の開発－信頼性・妥当性の検

討－．千葉看護学会会誌　2006；12（ 2 ）：76-82．

15）内藤直子，橋本有理子，杉下知子． 0～ 3歳の乳

幼児を持つ〈専業母親〉の子育て観尺度開発に関

する研究－CPS-M 97の妥当性・信頼性の検証－．

日本看護科学会誌　1998；18（ 3 ）：1-9．

16）清水嘉子，関水しのぶ，遠藤俊子，他．母親の育

児幸福感-尺度の開発と妥当性の検討．日本助産学

会誌　2007；27（ 2 ）：15-24．

17）清水嘉子，関水しのぶ，遠藤俊子．母親の育児幸

福感尺度の短縮版尺度開発．日本助産学会誌　

2010；24（ 2 ）：261-70．

18）清水嘉子．育児環境の認知に焦点をあてた育児ス

トレス尺度の妥当性に関する研究．ストレス科学　

2001；16：176-86．

19）清水嘉子，関水しのぶ．母親の育児ストレス尺度

－短縮版作成と妥当性の検討－．子どもの虐待と

ネグレクト　2010；12（ 2 ）：261-70．

20）内閣府世論調査ホームページ．平成20年　社会意

識に関する世論調査　社会のあり方に関する意識

について．（http://survey.gov-online.go.jp/h19/h 

19-shakai/index.html）2015.2.18．

21）浦上昌則，脇田貴文．研究における測定．心理学・

社会科学研究のための調査系論文の読み方．東京：

東京図書，2008；31-54．

22）Messick, S. Validity and washback in language 

testing. Language Testing, 1996；13： 241-56．



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /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 false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 <<
    /JPN <FEFF005B0027005B67005C0F30D530A130A430EB30B530A430BA005D00270020306B57FA3065304F005D0020753B97624E0A3067306E8868793A3001307E305F306F96FB5B5030E130FC30EB308430A430F330BF30FC30CD30C330C87D4C7531306790014FE13059308B305F3081306E002000410064006F0062006500200050004400460020658766F8306E4F5C6210306B9069305730663044307E305930023053306E8A2D5B9A30674F5C62103055308C305F0020005000440046002030D530A130A430EB306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E305930023053306E8A2D5B9A3067306F30D530A930F330C8306E57CB30818FBC307F3092884C306A308F305A300130D530A130A430EB30B530A430BA306F67005C0F9650306B306A308A307E30593002>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /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
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


