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Today, the geotechnology is one of the significant fields in the digital earth era.  It must change how to record the 
historical transition of urban recovery process using the cutting edge technologies and spatial information data.  This 
paper demonstrates a trial of making urban recovery archive of Tokyo based on Google Earth as one of the case 
studies.  The digital archive consists of 119 maps/pictures from 1838 to 1997 of some of the important areas in 
Tokyo (Marunouchi, Otemachi, kyobashi, and Nihonbashi), which present its dramatic historical change including the 
recovery process from the 1923 Tokyo Earthquake and from the destruction due to the World War II.  Using some 
functions (overlay, timescale, and place mark), it is possible to compare different maps. 
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1． はじめに 
近年のリモートセンシング技術の発展に伴い，空間情報を扱う

領域は大きな変化を遂げている．Natureは2004年1月にMapping 
Opportunitiesという記事を掲載し，ジオテクノロジーはナノテク

ノロジーとバイオテクノロジーと並んで21世紀の3大ビジネス

分野の1つのなると言明した 1)．これらの空間情報の技術革新は

都市空間においても大きな変革を及ぼすものと予測される．それ

に付随して空間情報技術は都市の復興過程を記録するうえでも

貴重なツールとなり得る．  
1-1． 空間情報科学の現状 2) 
オライリー・メディア社のオライリー氏は2005年9月にWhat's 

Web2.0というネット論文を発表し，次世代へ進化するWeb技術

とそれによる革新的なビジネスモデルを論じ，Google Maps が

Web2.0 の成功例として，大々的に取り上げられた．また，オラ

イリー・メディア社は 2005 年，2006 年に世界中のハッカーを

San Joseに集めて，次世代位置情報サービスを意味するWhere 2.0
コンファレンスを主催した．そこでは，一般ユーザーがAjax（Web
マップサービスの高速性・操作性・拡張性を実現する技術）を用

いて空間情報を共有，カスタマイズすることの議論が交わされた．

これらは，仮想空間上にデジタルアースを構築するデジタルアー

ス構想(1)に由来する．Where2.0の空間情報領域は，空間データモ

デル，更新方法，政府と民間の役割，GISソフトウェアの展開が

情報技術の発展と相俟って進化している． 
1-2．都市空間を対象としたデジタルアーカイブ 
都市は様々な環境の変化を受けながら長期間に亘り形成され

る．長期間の歴史の中で災害がその後の都市の変貌に大きな影響

を与えることは少なくない．例えば，シカゴは1871年の大火災

を契機に超高層ビルが立ち並ぶ都市への変貌した．サンフランシ

スコは1906年の大地震を契機に「フェニックス構想」を掲げ，

新たな都市開発に取り組んだ．このように，都市の歴史において

被災，復興は劇的に都市が変化する転換期として位置づけられる． 
筆者らは，都市の被災，復興を記録することの意義について既

往文献で述べており 3)、その方法論について検討している．本稿

ではその一環として最近のデジタルアース・アプリケーションを

代表するGoogle Earthを用いた，江戸東京の都市復興アーカイブ

について報告する． 
 
2．研究の目的と対象 
本研究は，近年のデジタル化及び空間情報科学の発展を踏まえ，

被災と復興という視点から都市空間の変遷をデジタルアース上

に記録する方法論を構築し，体系化された枠組みの中で都市復興

に関する空間情報をデジタルアーカイブとして記録していくこ

とを長期的な目的とする． 
ここではそのための一つの事例として，江戸末期から明治時代

における明治維新，1923年関東大震災，1945年第二次世界大戦

による戦災等，いくつかの被災を被りながら世界的な大都市とし

て成長してきた江戸・東京の都市復興の変遷を取り扱う．具体的

には，日本における近代化の影響を受け，様々な都市計画が試み

られてきた千代田区丸の内地区，大手町地区，中央区京橋地域，

そして日本橋地域を対象とした． 
 
3．東京の都市復興アーカイブ構築の方法 
3-1．アーカイブ構築の概要 

都市復興アーカイブを構築するうえで用いたGoogle Earth Pro
の特徴は以下のとおりである． 
①既存の航空写真，地図データ（標高データ含む），電子コンテ

ンツおよび様々な空間情報レイヤーを統合した3D地球儀が作

成可能である． 
②直感的な自由な操作が可能である． 
③ブロードバンドネットワークを効果的に使用した双方向な情
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報発信と情報共有が可能である． 
そして，都市復興過程を記録するうえで必要な要素を整理する

と，①時間軸で多様な空間情報レイヤーが統合された地図，②都

市復興に関する多様なデータが構築されたデータベース，③アト

ラクティブなマルチユーザーインターフェイスの3つである．具

体的な作成方法を次に示す． 
 

3-2．都市復興アーカイブ構築の手順 
都市の復興をデジタル空間上に記録していく際には時間的に

異なる複数の空間情報を取り扱う必要がある．このように多様な

空間情報をレイヤーとして統合するために，Google Earth Pro の
Base MAP とスキャニングしてデジタル化した既存文献を用い

る．Google Earth Pro のBase MAPを活用することで，復興の変

遷を多様な空間情報レイヤー（地形，建物の 3D 表示，道路，

県市町村の境界，公園，学校等）と比較しながら閲覧することが

可能になる．また市販の航空写真や衛星写真を用いた場合でも，

レイアーの透明度の設定を変えることにより空間的変遷が容易

に理解できるようになる．ここではそれを実現させるために用い

た基本的なシステムについて述べる． 
1) プレイスマークの設定 
江戸・東京に関わる研究資料及びインターネットで公開されてい

る過去のイメージデータをサムネイル画面(2)に表示した．その際，

文献から利用している写真については，スキャナーで読み込み，

Adobe Photoshop CS2を用いてトリミングを行い，イメージデー

タとして保存した．また，当研究で使用したイメージデータは，

ビュワー上において撮影された日時と場所にリンクさせている．

ビュワー上におけるイメージデータの日時と場所のリンクにつ

いては，住所，緯度経度からKMLファイルを作るオープンソー

スの「A-GtoKML」というソフトウェアを利用した．(図-1) 
 
 
 
 
 
 

図-1 A-GtoKML 
 
当ソフトウェアは VB2005 で作成しているため，実行には．

NET Framework Version 2.0が必要となる．KMLファイルの作成

方法としては，場所の名前，住所(もしくは緯度，経度) ，サム

ネイル画面のテキストによる説明，タイムスタンプ，タイムスパ

ンビギン，タイムスパンエンドを記入することで，ビュワー上に，

タイムスケールとプレイスマークが設定される．それらをcsvフ
ァイルでデータベース化した． 
サムネイル画面にイメージデータを表示するために，HTML 

タグを利用した．イメージデータはハードディスクドライブに保

存したため， 
<imgsrc="C:¥DocumentsandSettings¥HP¥MyDocuments¥Pictures¥m
yDescriptiveImage．jpg">のように記述した． 

KMLファイルを作成したことによって，プレイスマーク設定の

効率性が上がった． 
②古地図・空中写真のオーバーレイについて 

Google Earthは，イメージオーバーレイを活用して，古地図，

都市計画図等，様々な空間情報データを追加することができる．

（図-2）オーバレイの方法は，まずオーバーレイイメージをビュ

ーアに挿入する．すると，イメージの拡大に使用するコーナーマ

ーカー及びエッジマーカー，イメージの配置に使用する十字マ−
カー，及びイメージの回転に使用する三角マーカーが表示される．

これらを用いて，イメージを拡大・縮小し，様々な方向に移動し

て配置することが可能である． 
 
 
 
 
 

図-2 イメージオーバーレイの方法 
 
ジオコーディングには，単一ポイントに座標を設定するのでは

なく，イメージオーバレイの各コーナーに座標を設定する方法と，

手動で設定する方法等がある．ここでは両方の方法で試みた．ま

ず，Google Maps日本版を活用して作成されているオープンソー

スの「図作成作業補助サンプル」(図-3)を利用して緯度経度の情

報を入手し，緯度経度の情報でジオコーディングを図った．そし

て，オーバレイしてビュワー上のずれを手動で補正していく作業

を行った． 
 
 
 
 
 
 

図-3 図作成作業補助サンプル 
 
③タイムスケール表示 
復興の経緯を示すために，時間の経過に応じてビュワーを変化

させることが必要である．そのために，年月日をKMLファイル

にプログラミングし，レイアーの時間的変化を表現することにし

た．具体的には，イメージデータをGoogle Earth上にオーバーレ

イして，そのイメージファイルに名前を付けてデスクトップ上に

KML ファイル形式で保存する．そして，そのKML ファイルを

テキスト形式で開き，以下のようにKML 2.1 Referenceを参考に

してプログラムを打ち込む方法を用いた． 
<TimeSpan id="ID"> 
<begin>．．．</begin>    <!-- kml:dateTime --> 
<end>．．．</end>   <!-- kml:dateTime --> 
</TimeSpan> 
<begin>と</begin>の間には表示を始めたい日時を打ち込み，

<end>と</end>の間に，表示を終わらせたい日時を打ち込む．そ
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の際，1867-01-01のように二桁の月日の際は，頭に0を必ず打ち

込む．そして，再度そのファイルをGoogle Earthのアプリケーシ

ョンで開けばタイムスケールが表示される．（図4） 
 
 
 
 
 
 

図-4 タイムスケールの表示例 
 

4．東京を対象とした都市復興アーカイブ 

4-1．使用したデータについて 
以上の方法に基づき，江戸から東京に至る都市の変遷を対象と

した都市復興アーカイブを作成した．そこで用いたイメージデー

タを表-1に示す． 
表-1 使用したデータ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-2．デジタル復興アーカイブの表現 
当研究では，江戸時代，明治維新，関東大震災，第二次世界大

戦による戦災，第二次世界大戦以降の 5 つのフォルダを Google 
Earthのサイドパネルに設定した． 
①江戸時代 
天保国絵図武蔵国（図-5），江戸末期水網図，沿海地図，官板

実測日本地図，大日本沿海図稿，豊前国沿海地図，大江戸地理空

間図の空間情報データをビュワー上に表現した． 
②明治維新 
東京都中央区沿革図集第壱大区沽巻図，明治東京全図，日本地

図選集明治大正昭和東京近代地図集成（図-6），東京都中央区沿

革図集参謀本部陸軍部測量局，東京都中央区沿革図集初期の市区

改正計画の一例，東京市区改正委員会新計画図，東京市区改正新

計画図の空間情報データをビュワー上に表現した．また，明治維

新に関わる千代田区丸の内地区，大手町地区の写真をサムネイル

画面で表示した．（図-7） 
③関東大震災 
都市計画図震災復興事業図，東京都市計画図東京都市計画並都

市計画事業及其ノ執行年割，東京都市計画地域並地区指定ノ件1
（図-8），東京都市計画地域並地区指定ノ件 2 の空間情報データ

をビュワー上に表現した．また，関東大震災の復興に関わる千代

田区丸の内地区，大手町地区の写真（図-9）及び中央区京橋地域，

日本橋地域の写真（図-10）をサムネイル画面で表示した． 
④第二次世界大戦による戦災 
全国主要都市戦災概況図（図-11），中央区千代田区を含む空中

写真をビュワー上に表現した．また，第二次世界大戦戦災の中央

区京橋地域，日本橋地域の写真をサムネイル画面で表示した． 
⑤第二次世界大戦の戦災以降 
第一次首都圏整備計画（図-12），及び中央区を千代田区含む2

年分の空中写真をビュワー上に表現した． 
このように多様な空間情報データの統合を行い，イメージデー

タとリンクした上で，ある特定の地理とその解説をサムネイル画

面を介して公開し，インターネット上での閲覧を可能にした． 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

図- 5 天保国絵図 武蔵国 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図- 6 日本地図選集明治大正昭和東京近代地図集成 

 

 

 

図- 7 明治35年 三井本館 
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図-8東京都市計画地域並地区指定ノ件1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-9 被災した郵船ビルディング 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-10 被災した日本橋三越呉服店 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-11 全国主要都市戦災概況図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-12 第一次首都圏整備計画 
 

5．まとめ 

本研究では，現在の情報化社会を背景にした空間情報領域につ

いて触れ，江戸・東京を対象とした都市復興アーカイブについて

報告した．ここで報告した内容は，デジタルアース時代において，

世界中で発生し得る都市災害と復興を記録していく上での試み

である．これらの復興デジタルアーカイブをKMZファイルで配

信することも可能であり，インターネットのネットワーク上に存

在するユーザーは個々のGoogle Earthで閲覧することが可能であ

る．Google Earthに江戸・東京の復興変遷を構築することは，世

界中で起こりうる被災箇所の復興変遷モデルとして貢献できる． 
 
補注 

(1) 1998年ビル・クリントン政権時に副大統領を務めたアルバー

ト・アーノルド・ゴア・ジュニアが提唱した構想．仮想世界

に地球を再構築することで，空間データ基盤とその応用モデ

ル，シミュレーション実験，サイバースペースにおける意思

決定等の役割を果たす． 
(2)画像を「サムネイル」(親指の爪)のサイズに縮小して表示する

ことである．具体的には，画像ファイルや文書ファイルを開

いた時のイメージを小さく表示している画面． 
 
参考文献 
1) Gewin， Virginia (2004)， Mapping Opportunities ， Nature 427， 

376-377 
2) 厳網林 (2006)，デジタルアースで拓くGISの新しい展開，平

成18年電気学会全国大会講演論文集，電気学会 
3) 村尾修 (2006)，都市復興アーカイブズの構築に向けて アー

カイバル・サイエンスとしての都市復興の記述，復興まちづく

りの時代―震災から誕生した次世代戦略，造景新書，建築資料

研究社，62-65 

 
謝辞 
本稿は，文部科学省科学研究費補助金・萌芽研究「衛星画像等

を用いた都市復興アーカイブズ構築に関する研究（No. 
18656179）」の中で実施された研究報告である．本アーカイブを

構築するにあたり，いくつもの文献を使わせていただいた．また

様々な示唆を与えてくださったデジタル・アース株式会社の藤田

恭久氏と斎藤健一氏に対し，謝意を表する次第である．

- 120 -



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




