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This paper reviews public street design, rules, and people’s attitude towards creating livable streets in the UK. The 
first Home Zone space was built in 1969, but it took three decades to enable UK highway authorities to designate 
Home Zones, and put up traffic signs. Central government funded pilot projects, but not many cases were actually 
followed because of their high cost and difficulty in gaining meet residents’ agreement. However, there is a history of 
the use streets as playgrounds since 1938, which limited car access into streets to facilitate children’s play. Local 
government has now replaced this with Play Street Orders. Many people consider it important for streets to not only 
be used for movement. There is recognition that streets should be more walkable to encourage people to walk for 
their health. The UK has a culture of street use as livable places, although it is not obvious in most residential streets.  
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1.はじめに  

ヨーロッパの多くの国で、ボンエルフが 1970 年代から 80 年

代にかけて導入された。それは住宅地内の道路に車両が多く通行

するようになり、従来当然のように利用していた子供達が住宅地

内道路で遊びづらくなった状況を踏まえて、制度化されたもので

ある。日本でもボンエルフという言葉は、多くの人が知るもので、

交通静穏化策が施された歩車共存を意識した道を表現する言葉

として親しまれている。しかし、これが交通標識として運転手に

注意喚起をする、或いは運転手に対して速度を落とし歩行者に注

意を払わせるものとして導入はされていない。 

1990 年代には、既成市街地内で物理的なデバイスを用いなく

ても、地域全体のスピード抑制を実現するゾーン規制が各国で導

入され始めた。日本でも2011 年に国の制度として導入されるよ

うになり普及が進んでいる。しかしこれは、生活空間として利用

されうる住宅地内の道路（以下 生活空間道路）のスピードを抑

制し、歩行者の安全を確保することを主眼としており、歩行以外

の滞留・生活行為を積極的に優先させることを認めるオランダ等

の制度であるボンエルフとは異なるものである。 

本稿では、ボンエルフに相当する制度であるホームゾーンを

1970年代1980年代に導入せず、1990年の速度ゾーン規制導入後

の2000年になって導入をしたイギリスについて扱う。日本でも

今後ボンエルフに相当する制度の導入を検討するための基礎的

知見を得るための基礎的考察である。ホームゾーンが導入される

までと、その後の状況について、図１に示すように、どのような

道路空間づくりの取り組みの進展があったのか（デザイン）、使

い方を支える法律やルールにどのようなものがあったのか（ルー

ル）、更にそういったものを使いこなす住民・社会の道に対する

態度・考え方を、考察する。 

これまでのイギリスにおける交通施策についての研究は発表

されてきている。日本への示唆を得る目的として発表されたもの

には、イギリスの交通静穏化の動向を欧州との比較から論じた青

木の研究１）、交通計画の変遷を示した富田の研究２）、また交通安

全に特化した吉田の研究３）等がある。ホームゾーンについては、

松浦による紹介４）がある。英国での研究は数多くあるが、ホー

ムゾーンについてはMike Biddulph５）６）７）などが特に制度の課題

や、効果についての検証を行った。しかし近年の動向も踏まえて、

生活の場としての住宅地内の道路の使い方の変遷について確か

めることは、行われていない。本稿では、住宅地内の道路の使い

方に係わる制度の概略を確かめ、近年の取り組みを加えて、イギ

リスにおける生活空間道路への対応を整理する。 

 

 

図１ 本研究における分析の枠組み 

 

2. 道路空間のデザインの試みの変遷 

2-1. 安全を確保した歩車分離による住宅地の形成 

イギリスの生活空間道路の形成に係わる出来事を図2 注１）に整

理する。イギリスの計画的な住宅地としての多くの住宅地計画に

影響を与えたものの一つは、田園都市論に基づいて形成された住

宅地である。アンウィンの計画した田園都市の代表であるレッチ

ワース等では、歩車分離が推奨された。道路の構成にもヒエラル

キーをつけ、多くの行き止り道路をつくることで限定した車両し
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か進入しない道がつくられた。また各道路には、歩道を確保し、

歩行者の安全確保をした。 

1963年に発表された都市の自動車交通（Traffic in Towns）10）（通

称ブキャナンレポート）は、増加し続ける都市交通の混乱を見通

して、作成されたものであるが、この報告で将来に向けて提案さ

れている主たる内容は、都市構造レベルでの通過交通を避ける方

法である。具体的な住宅地内の道路計画については、ラドバーン

の事例を取り上げる等、独自の具体的な内容を示しているわけで

はない。そしてこの事例もまた、歩車分離を意識した住宅地計画

として知られるものであり、歩車共存という視点は見られない。 

1960 年代にオランダでは、歩車分離の考え方について道路を計

画するエンジニアと建築家の間で、歩車分離の考え方を改める議

論が始まり、Nick de Boer教授により、ボンエルフ（Woonerf : Woon 

＝生活、Erf＝庭の意）が提案された。最初の事例は 1964 年の

Emmen 団地で初めて歩車共存の道路が設計され、その経験に基

づき、Delft 市内の歴史的な街並みの残る既存道路で、Woonerf

の考え方に基づく道路の改修が行われた 11）。 

オランダでの取り組みの後に、イギリスでも、1969 年には、

Runcornに開発されたBrow地区で、同様の試みが行われ、高い

評価を得ている５）。また1969年及び1974年の住居法（Housing 

Act）においては、新たな団地の開発よりも既存住宅地の再生に

今後は力点が置かれるべきとされ、これに基づく住宅地再生事業

の中では、歩行者の安全と住環境の改善が指摘され、交通静穏化

策としてのハンプ設置などが推奨された 12）。その後イギリスで

は、各地で交通静穏化のためのハンプの設置、狭窄、シケインと

いった手法を用いた道路整備が進められ、現在でも各所で使われ

ている。 

 このような住宅地内の交通静穏化策が進められ、また多くの団

地にBrowで実践されたような歩車共存道路が施工されるように

なった背景には、1977 年に発行された住宅地内の道路と歩道の

デザインガイドとして発表された意匠公報 3213）が環境省・運輸

省により発行されたことがあろう(図 3)。歩行者、車両等の配慮

すべき点を詳しく整理したうえで、交通安全ばかりでなく通風採

光なども意識した団地内での道路構成方法、植樹の提案のある団

地の計画づくりに寄与している。好評であったために、1992 年

に第二版が出され、住宅地計画の際に参考にされた。 

しかし、1976 年には、オランダでボンエルフが制度化され、

その他のヨーロッパ各国で、ボンエルフに類似した道路の使い方

に対する法律ができ、交通標識として確立されていく一方で、イ

ギリスでは導入が実現しなかった。 

 

図3 意匠公報32(Design Bulletin 32)の図の例 13） 

（戦前/戦後） 1950年代 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 2010年〜
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 The Road for Prosperity, WP  (‘89)

 Road Safety（’87~） :TheNext Steps

 A New Deal for Transport （’98） :Better for everyone

 Transport Ten Year Plan 2000

 Tomorrow’s Roads: Safer for Everyone

自動車中心の政策から公共交通を
促進する政策へ大きく転換

 Road Traffic Act 1988, 1991

 Traffic Calming Act  1992

モータリゼーションの急速な進展

都市内の道路混雑・
環境問題の深刻化

ブキャナンレポート「都市の自動車交通」（’63）

 ロンドン交通調査（’64）

総合交通政策

 Road Traffic Regulation  Act 1984

情報公開・住民参加へ

経済活性化のた
めの道路建設

景気回復による
道路交通の増加

総合交通政策の復活

徒歩・自転車利用の促進

 Highways Act 1980

 New Roads and Street Works Act 1991

 Road Safety Act  2006 

 Zone 20 mph

 Strategic Framework for 
Road Safety (’11)

 Local Transport Plan (‘01~)

 Street Playgrounds Act 1938

 Pilot Home Zone Schemes (‘99)

 Home Zone Planning and Design Guideline (Biddulph, ‘01)

 Home Zone  Design Guideline (IHIE, '02)

Home Zone Challenge Programme (‘02‐’05)

 Home Zone Challenging the 
Future of Our Streets (05)

 DIY Street (‘09)

歩車共存道路Brow(Runcorn) (’69)

 Urban Safety Project (‘82~’86）

 Road Safety Good 
Practice Guide (‘01,’ 06)

 Setting local speed limits (13) 

生活の質を高めるための道路づくり
（住宅地内の道路）

Manual for Streets (‘07)

 Design Bulletin 32 (‘77）
 Transport Act 2000

ホームゾーンが正式に法的
に位置付けられた

Manual for Streets 2 (‘10)

 Healthy Streets 
Indicators (TfL) (‘17)

 The Quiet Lanes and Home Zones 
(England) Regulations 2006

田園都市の形成(’03～）

ブリストル市Temporary Play 
Street Order (’11)

 NHS Healthy New
Towns (’16)

 Shared Space: New Road (Brighton) （’07)

ストリートパーティ (’19～）

アバディーン市No Ball 
Game標識の撤去 (‘15)

図2 イギリスの生活道路空間の形成に係わる法制度・事例

 Road Traffic Act 1960
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2-2. 公的機関によるホームゾーンの整備 

その後イギリスの住宅地内の生活空間道路空間の計画のあり

方に大きな変化をもたらしたのは、1998 年に中央政府によって

ホームゾーンの試みに対する補助金が出されることになったこ

とである。パイロットスキームとして1999年には14地区、チャ

レンジスキームとして2002年には61地区が補助事業の対照とな

った。これは、既存住宅地内の道路断面構成を大きく変えるもの

で、住民との話し合いにより計画を策定し、実現される。図 4

にその一例を示す通り、全面的に作り変え、縁石を用いた歩車分

離をなくし、スピードを抑制する入り口、駐車区画や植栽を用い

たシケイン、イメージハンプ、といった交通静穏化策を用いて、

住宅地内の道路を変化させた。 

図 5 は、2001 年に発行された道路デザインの専門家によるハ

ンドブックHome Zone: A Planning and Design Hand book14）、そし

て図 6 は、道路技術者の協会によるガイドライン Home Zone 

Design Guideline15）からの抜粋である。これらの冊子ではデザイ

ンの提案及びそのプロセスについての説明があり、これらはホー

ムゾーン指定の基準ではないものの参考にすることが望ましい

とされている。示された解説・事例は、いずれも全面的な道路の

改修を伴うため、整備にコストがかかる手法である。新たにつく

られる団地への導入は容易であるが、既成市街地内の道路がこの

ように改善される例は限定的である 5）。また道路管理主体がデザ

インガイドを策定することも推奨されており、IHIE のガイドラ

インに準じた内容が示されている。 

ヨーク州、プリマス市等一部の自治体では、独自の予算に基づ

く整備の事例が見られるが、いずれも都市再生事業の一環、特別

な予算組みをした時にのみ対応するといった取り組み方である。 

   
入り口付近の看板と路面の工夫 植栽と駐車スペース  

 

図4 マンチェスターNorthmoor地区における整備の概況 

 

図5 Biddulph14）によるホームゾーンデザインの説明の一例 

 

   
＊Institute of Highway Incorporated Engineers 

図6 IHIE＊によるホームゾーンのデザインの説明 

  

2-3 ホームゾーン後の試み 

 ホームゾーンは、コストがかかりすぎ実施が難しいという評価

から、環境への配慮のある交通問題に取り組む団体 SUSTRANs
注２）が独自にDIY Streetという方策を2009年に示し取り組んだ。

道路管理行政と連携して安価でできる交通静穏化策を住民との

話し合いに基づき導入する方策であるが、一時的な取り組みで終

わった。またこの取り組みでは、ホームゾーンの指定を受けるこ

とは推奨されず、周辺の他の道路と同様の扱いのまま、道路にデ

バイスが導入されるに留まった。 

 商業施設や交通拠点でのシェアードスペース導入は、2007 年

以降、各地で見られる。しかしこういった取り組みは住宅地内で

はなく、また交通標識として特別なルールに基づく運用ではなく、

各場所の状況に合わせた、道路空間整備である。更に、ホームゾ

ーンの指定はしないものの、交通静穏化の取り組みは継続して行

われ続けた。中にはホームゾーンを実施した地域の近隣で、従来

型の道路を変えようと住民が立ち上がった地域もある。例えばブ

リストル市のSouthville地区では、住民がホームゾーンを実施し

た道路のある地区内の別の道に、自分達の生活する道路や学校前

の道路のスピード抑制を実現し、通学時には道路の真ん中を児童

が堂々とお喋りしながら歩ける空間を実現した。 

 

3. 生活空間として使用するためのルールの変遷 

3-1. 遊び場としての利用に関するルール 

 住宅地内道路の生活空間としての利用に係わる最初のルール

は、1938年に制定された道路遊戯場法 16）である。自動車普及が

進み、住宅地内にも多くの車両が進入するようになったことを受

け、子供の遊び空間を確保することを目的に市民からの要請を受

けてつくられた。遊戯場（PlayGround）であることを示す道路標

識の設置が認められ、指定された時間内は、通過車両の進入を禁

止するものである。時間の指定は日没までといった方法も可能で、

特に市街地内で子供の人口密度が高い地域では、住居や公園等の

指定された場所の中で子供が遊ぶことは困難であり、重要なルー

ルであった。その後1960年の道路交通法（Road Traffic Act 1960）

及び1984年の道路交通規則法（Road Traffic Regulation Act 1984）

にこの指定の可能性については引き継がれたが、その後の改正で

指定は無くなった 17）。 

 その後 2012 年にはブリストル市で一時的遊戯道路命令

（Temporary Play Street Order）の申請を住民ができるようになり、

毎週3時間以内であれば、定期的に道路を封鎖して子供の遊び空

間として利用することを認められるようになった。しかしこれは
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歩車共存ではなく、歩行者専用路として使用することを認めるも

のであり、限られた時間である。この類の命令(order)は他の自治

体でも実施され、屋外遊びを推進するチャリティ団体Playing Out

の調べによると、2017年の時点で50自治体が設けている18）注３）。 

通りを閉鎖して遊びを実現する一方、そうでない通りでは道路

で遊んではいけないという理解が進んでいる。住んでいる地域に

より道路での遊びが一般的であった年代は異なるであろうが、

1970 年代まではよく遊んでいたという人は多い。道路での遊び

を一切禁止する法律は無い一方、通行を妨げてはいけないとは記

載されているために、早い記録では1860年に道で遊んでいた子

供が逮捕されたという記録もある 19）。子供が遊んで良いかどう

かという議論は常に行われており、殊に車や家、植栽への被害を

もたらす可能性の高いボール遊びを禁止する場所は多い。団地の

管理組織が禁止するといったこともあるが、アバディーン市では、

2015 年にボールゲーム禁止という看板の設置を禁止する措置を

とり、子供が屋外で遊びやすい環境を形成する一歩を踏み出した。

ボール遊びを禁止しないからといって、通行人や住宅・自動車等

を傷つけて良いわけではないので、その問題への配慮が別途必要

になる可能性もある。しかしこういった取り組みが実現すること

は、道路を生活空間として利用することを後押しする。 
 

3-2. ホームゾーン制度の設立 

 一方交通静穏化の視点からは、ゾーン 20 、つまり時速 20 マ

イル制限の地域を設ける施策は、1990 年に導入された 20）。翌年

以降、全国で指定が進み、事故の減少が報告されている。しかし

この指定は、通行速度を落とすためのものであり、子供の遊び等

を積極的に促すものではない。また速度も20 mile制限、時速30 

km以上であり、オランダ等ボンエルフで時速15 kmの制限があ

る国に比して、倍の速度である。 

 ホームゾーンが最初に国の支援で設置され始めたのは1999年

である。1998 年に発行された前年度の政権交代で政治を主導す

ることになった労働党政権の施策の一つとして1998年に発行さ

れた交通白書 21）に、ホームゾーンについての記載があり、1999

年にはパイロット事業への予算化が実現した。交通法 200022）に

も、ホームゾーン の指定についての記載がされ、制度としてホ

ームゾーンの存在が認められることとなった。更に2006年には、

その規則が指定され 23）、ホームゾーンという道の指定を自治体

ができること、また運用にあたってはスピードや用途についての

特別な命令を出せる旨が示されている。交通規則としては、図7

のような交通標識がつくられ、運用されている。 

  

 

H. Z.は自動車交通と同時に人が“場”として使
う通りとして指定される住宅地内の道路であ
る。運転者と他の人とで道路空間はシェアされ
る。様々な活動のために、人々が道路全体を使
っている可能性がある。運転者は十分にゆっく
り注意して運転し、道路を使用している人が、
車が安全に通過できるよう場所を開けるための
時間が確保できるようにしなくてはいけない。

図7 ホームゾーンの標識と運輸省による説明 24） 

 

 

3-3. 道路マニュアルにおける“場”の記載 

 ホームゾーンが実施された頃、意匠公報32に代わる、道路マ

ニュアル 25)が発行された。このマニュアルは、幹線道路ではな

く、住宅地内の道などに特に焦点をあてたもので、2006 年のホ

ームゾーンの規則に関する法律が発表された翌年の2007年に運

輸省が発行したものである。この中で特徴的なのは、道の機能と

して”Place”つまり何かをする“場”としての機能が重要であるこ

とを明確に示した点である。表 1 は、1977 年に環境省及び運輸

省が共同で発行をした意匠公報32、2002年に発行された英国建

築都市環境委員会（CABE）による魅力ある道路を作るためのガ

イド 26）、及び道路マニュアル 27）に記載されている、道路の機能

を説明したものである。いずれも通行機能のほか、アクセス、通

風採光に加え生活の場として利用することを記載しているが、

2007 年に発行された道路マニュアルでは、その機能を最初に説

明し、重要性を強調している。またそのマニュアルの中で、住宅

地内の道路は他の道路と違い“場”としての役割が重要であるこ

とを図8に示すような、他の道路の違いとともに明示している。 

 

高速道路
Motorway

目抜き通り 
High 
Street 

田舎道 
Rural 
Lane 

住宅地道路 
Residential 

Street 

移

動

の

役

割

場としての役割  
図8 道路マニュアル2に示された住宅地内の道路の位置づけ 

 

表1 住宅地内道路の機能に関する説明 

冊 Design Bulletin 32 
Paving the way: how we 
achieve clean, safe and 

attractive streets 
Manual for Streets 

年 1977 2002 2007
発
行

環境省・運輸省 
英国建築都市環境委員

会 (CABE) 
運輸省 

機
能
の
記
載

-Movement 
- Affect daylight, sunlight 
and privacy for the-  
dwellings and gardens  
- Provide routes for 
statutory, etc.  
- Children to play 
neighbors to meet. 

- Circulation 
- Access to buildings 
provision of light and 
ventilation for buildings,  
- A rout for utilities 
- Storage space especially 
for vehicles,  
- Public space for human 
interaction and sociability 
- Place;

-Place 
- Movement; 
- Access; 
- Parking; and 
- Drainage, utilities and 
street lighting. 
 

 

4. 住宅地内の道路の利用に関する社会の動き 

 住宅地内の道路の使い方に対する認識は時代、地域毎により大

きく異なるものである。ここでは、その中でもルールづくりに影

響を与える事柄について取り上げる。 

 住宅地内の道路の使い方についての積極的な提案は、子供の遊

びに係わる団体からの動きによるところが大きい。例えば既述の

通り道路遊戯法が1938年に施行されたが、実現の背景には子供

達の親、つまり沿道に住む住民の声によるものである。このよう

な意識は、1995年の道路景観及び利用についての態度（Attitudes 
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to Streetscape and street uses）という運輸省により発行された調査

結果にも記載されている。成人の 60％以上の人が自分の居住す

る地域の道路が様々な活動に使われるべきだと回答している。ま

た、85％の人が、子供が道路で遊ぶこと肯定的に答え、子供がい

ない人でも80％という値となった調査結果が示された 28）。 

 環境問題への配慮や、持続可能な都市（Sustainable City）とい

った移動による環境負荷を下げる議論は、イギリスでも行われて

いた。例えば道路マニュアルにも貢献をしたSUSTRANsは、1977

年に設立されて以降、自転車交通の促進に力入れ自家用車の利用

抑制に貢献した。この組織では自動車交通削減に繋がることもあ

り、既述の通りDIY Street事業を実施する等、近隣住民による自

主的な住宅地内道路環境の改善の促進に取り組んでいる。 

 首都ロンドンでは、ロンドン交通局（Transport for London以下

TfL）及び自治体・市民団体により、様々な取り組みがある。Tf L

はロンドンの地下鉄やバスといった公共交通を運営すると同時

に、ロンドン全体の交通問題を考える組織でもある。道路の渋滞

や鉄道の混雑緩和などの課題に取り組むための総合的な取り組

みをしており、徒歩や自転車での移動を促進する取り組みも行っ

ている。道路空間の利用を変える様々な取り組みを紹介する冊子、

小さな変化・大きな影響（Small Change, Big Impact）29）の作成、

健康的な町とするための道路環境チェックシステムを構築する

30）など、歩きやすい環境を整えることに力を入れている。主と

して滞留よりは移動のしやすさに着目しているが、住宅地内での

滞留空間の創出についても触れており、イギリス最大都市の交通

マネジメントの中で、道路を“場”としての利用を応援している。 

 また住宅地内道路の柔軟な使い方についてイギリスで特徴的

なのは、ストリートパーティとしての使い方である。近隣住民同

士で協力しあい、住民が申請をして住宅地内道路を封鎖して持ち

寄りパーティを行う。最初の全国的なストリートパーティの実施

は、1919 年に第一次世界大戦の終結を記念して子供達に自由に

心置きなく遊ばせる環境を提供できる記念として「平和のお茶

会」（‘Peace Teas’ ）が行われたことにある 31）。近年では、コミ

ュニティ活動を活発にするための重要な機会として認めている

自治体もあり、道路の封鎖の申請をしやすくしたり、必要な道具

を貸し出したり、或いは通りの封鎖の際に発生する保険金の免除

の措置などを行う自治体もある。夏の時期に定期的に行うもの、

ロイヤルウェディングなどを皆で祝うような特別なものなど

様々なケースがあるが、道路での遊び同様、住民が道路を通常と

は異なる形式で使う機会となっている。 

 高齢化社会への対応は、イギリスでも大きな課題である。健康

都市づくり、より多くの人が歩くための工夫が模索されており、

NHS（国民保健サービス）の5カ年計画にも盛り込まれたHealthy 

New Townをつくる取り組みは、2.6 万戸の新たな住宅供給を10

箇所の町で行うことを2016年に開始する等 32）、健康的な暮らし

ができる都市形成への関心は高い。 

 

5．おわりに 

 イギリスにおけるホームゾーン制度成立前後の、住宅地内道路

における空間づくり、ルールづくり、そしてそれを支える社会の

動きについて整理した。歩車分離の道をつくることが推奨されて

きた国で、1970 年代から特に新しい団地を中心に歩車共存の取

り組みは行われてきた。また既存住宅地内でのスピード抑制対策

が既にある中で、1999 年にホームゾーン形成が促され、全国の

既存住宅地区内でも歩車共存道路が整備され始めた。 

 法律面でも1938年には、道路空間の整備を伴わない形の遊び

を優先する道路の使い方を認めるルールづくりが実現した。2000

年にはホームゾーンが制度としても成立し、歩車が共に使える道

路を近隣住民の交流の場として積極的に認めるルールができた。 

 住民の意識・態度に係わる社会の動きを見ると、道路を遊びの

場として認めるよう働きかけたのは住民自身であり、車社会が進

展した90年代においても、多くの市民が道路はコミュニケーシ

ョンを取る場としても機能することが望ましいと感じつつも、実

際にはそのような活動ができない社会となっていた。一方で、環

境問題への対応として持続可能な都市の形成が謳われ、健康的に

長寿な生活を送る受け皿としてのまちづくりに対して公的資金

を用いた取り組みが行われるようになった。 

 ホームゾーンの指定はあまり進んでいない。理想的なホームゾ

ーン実施には多額の費用かかることや、駐車スペースを減らさざ

るを得ない理想的なホームゾーンのプランに対する否定の意見

が多い。しかし、歴史的な流れと動きを整理すると、道路を生活

空間として利用することは、新しい取り組みではなく、必ずしも

大規模な整備が求められているわけではない。そして近年市民が

道路空間を積極的に利用する状況が、環境問題、高齢化といった

社会問題への対応、子供の社会性と健康増進や近隣交流をしたい

市民の要求から潜在的需要は高まりつつある。 

 日本では、いまだボンエルフ或いはホームゾーンといった道路

を生活空間として積極的に利用をする制度は整えられていない。

高齢化社会における自宅での生活、子供・大人のための身体的・

精神的な健康、災害時にも強い豊かなコミュニティの形成のため

にも、住宅地周辺の道路が生活空間として利用される環境が整う

ことは大切である。日本でも社会の要請はイギリスと同様、住宅

地内道路に対する柔軟な使い方の要求は高まるであろう。それを

受けとめられるボンエルフ的制度の運用への準備が大切である。 

   

補注 

(1) 図２は、参考文献1)～9)等を参考に筆者作成 

(2) SUSTRANsはオイルショックを受けて各国でエネルギー問

題についての意識が高まる中、1977年にCYCLBAGという

名前で設立された組織に始まる。人々が環境や近隣のため

にもより良い移動手段を選択ができるようにする組織で、

全国的な自転車網の整備にも貢献してきた。 

(3) PlayingOutの調査報告書には以下の内容が記載されている。

Temporary Street Play Order等の根拠法は、自治体により異

なる。1984年Road Traffic Regulation Act chapter 27を用いる

自治体は多く、そのうち第2部第16節の適用によって定期

的な通りの閉鎖を実現するもの、第3 部第29 及び31 節の

Street Playgrounds Act 1938 chapter 37が発展した形の条文を

利用するものもある。この場合は Playground であると示す
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標識の設置も認められている。更にLocalism Act 2011では、

自治体が地域のためになる事柄を実施する権限が与えられ

るので、その枠組みの中で実現できるという意見もある。 

 

参考文献 

1) 青木英明他(1990), 歩車共存道路における交通鎮静化の動

向とその展望－欧州の近年の動向からその課題と可能性を

検討する－, 度第 25 回日本都市計画学会学術研究論文集, 

pp763-768 

2) 富田安夫(2000), イギリス都市交通計画の変遷と 1990 年代

におけるパラダイムシフト, 土木計画学研究・論文集 No.17, 

pp765-769 

3) 吉田長裕他(2013), イギリスにおける交通安全施策の推進

〜計画の義務付け、推進体制と技術支援、教育とトレーニ

ング, 道路, pp. 58-62 

4) 松浦利之 , 高橋勝美 , 平見憲司（2006）, 海外報告 英国に

おけるホームゾーンによる地区再生の試み, 新都市 60(6), 

32-40,  

5) Mike Biddulph  (2008), Reviewing the UK home zone initiatives, 

URBAN DESIGN International 13, pp121-129 

6) Biddulph M. (2010) Evaluating the English Home Zone Initiatives, 

Journal of the American Planning Association, Spring 2010, Vol 76 

No.2: pp. 199-218 

7) Biddulph, M. (2012) Street Design and Street Use: comparing 

Traffic Calmed and Home Zone Streets, Journal of Urban Design 

vol 17, No 2: pp. 213-232. 

8) 独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構(2012), 英

国の道路と道路行政 高速道路機構海外調査シリーズ NO. 

16 

9) Hamilton-Bailie, B. (2008) Towards Shared space: Urban Design 

International 13, pp. 130-138 

10) London: Her Magesty’s Stationery Office 1963 (1963), Traffic in 

Towns: A Study of the Long Term Problems of Traffic in Urban 

Areas,: Reports of the Steering Group and Working Group 

appointed by Minster of Tranport,  

11) van Bach (2006),  Urban Design and Traffic; a selection from 

Bach’s toolbox, CROW publication 221, 

12) Clayden, A. et. al. (2006), Improving Residential Liveability in the 

UK: Home Zones and Alternative Approaches, Journal of Urban 

Design, vol.11, No. 1: pp. 55-71 

13) Design Bulletin 32, second edition, London HMSO, 1992 

14) Biddulph M. (2001) Home Zones; A planning and design hand 

book, the policy Press. 

15) Institute of Highway Incorporated Engineers (2002), Home Zone: 

Design Guidelines 

16) Street Playgrounds Act 1938, chapter 37, Westlaw. UK,  accessed 

25 January, 2018 

17) mySociety Limited (2011) Street Playgrounds Act 1938, current 

status, 

WhatDoTheyKnow,https://www.whatdotheyknow.com/request/str

eet_playground_act_1938_curre, access 25 January 2018. 

18) PlayingOut, Temporary Play Street Orders Advice on Legality and 

Procedure, http://playingout.net/, accessed 25 January, 2018 

19) Pedestrian Liberation (2012),  Play Streets, 

https://pedestrianliberation.org/2012/07/25/play-streets/, accessed 

25 January, 2018 

20) In December 1990 the Department of Transport issued Circular 

Roads 4/90 

21) Department of Transport（1998）,  A new deal for transport: better 

for everyone - white paper 

22) Transport Act 2000, 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/38/pdfs/ukpga_200000

38_en.pdf, accessed 25 January, 2018 

23) Department for Transport (2006) DfT XX/2006, Annex A, 

Explanatory Memorandum to the quiet lanes and Home Zones 

(England) regulations 2006: 2006 No. 2082: The traffic Signs 

(amendment) regulations 2006: 2006 No. 2083 

24) Department of Transport (2007), Know your traffic signs: official 

edition 

25) Department of Transport( 2007), Manual for Streets 

26) CABE and ODPM (2002), Paving the way: how we achieve clean, 

safe and attractive streets, a research project by CABE and ODPM, 

commissioned, Alan Baxter & Associates in association with 

EDAW 

27) Department of Transport (2010), Manual for Streets 2 

28) Gill, T. (2007) Can I Play Out?: Lessons from London Play’s 

Home Zones Project report by Tim Gill, London Play 

29) Transport for London, and Mayor of London (2017), Small 

Change, Big Impact,  

30) Transport for London, and Mayor of London (2017a) Guide to the 

Healthy Streets Indicators: Delivering the Healthy Streets 

Approach 

31) Streets Alive (2018) History of Street Parties, 

http://www.streetparty.org.uk/history.aspx, accessed 25 January 

2018. 

32) NHS (2018) Healthy New Towns,   
https://www.england.nhs.uk/ourwork/innovation/healthy-new-tow

ns/eco-bicester/, accessed 25 January 2018 

33) Biddulph M. (2003)Towards Successful Home Zones in the UK, 

Journal of urban Design, Vol.8, No. 3: 217-241 

 

注） 

本稿は科研費（17K00800）で実施しました。研究は英国 Oxford 

Brookes 大学School of Built Environmentの客員研究員として実施

し、Georgia B. Watson教授、Graham Smith氏、Mike Biddulph氏

に多くの示唆をいただきました。ここに感謝の意を表します。 

- 340 -



<<
  /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 1.3
  /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 1.00000
  /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 1.00000
  /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 1.00000
  /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>
    /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.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /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 [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




