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1. はじめに 

GIS ソフトウエアの進化は，様々な分野とコンピュータ・

スキルのレベルへの GIS 普及を可能とした．1960 年代か

ら 1970 年代には，GIS を利用する者は自らプログラミング

を行わなければ空間的なデータをコンピュータで取り扱う

ことは困難だった．1970 年代後半から 1980 年代初頭に

かけて登場した GIS ソフトウエアは，コンピュータのコマン

ドラインにより，ソフトウエアに含まれる様々な GIS ツール

にアクセスすることができた．しかし，ひとつのソフトウエア

に含まれる機能があまりにも多く，数多くのコマンドを理解

し覚える必要があり，GIS 利用に多くの時間を割かなけれ

ば使いこなすことができない側面があった． 

その後，ソフトウエアの操作性の問題，パーソナルコン

ピュータの普 及 ，グラフィカル・ユーザ・インタフェース

（GUI）の登場を背景として，空間データの表示と検索の

機 能 に特 化 した GUI ベースのソフトウエアが登 場 する

（Longley et al., 2001）．コマンドラインに比べ直感的にソ

フトウエアを操作することを可能とする GUI を用いて，GIS

の基本的な機能へのアクセスを提供することにより，これ

まで専門家のものとされてきた GIS の利用層が大きく広が

った． 

しかし，以前と比べ使いやすくなったとはいえ，GIS ソフ

トウエア利用が何の疑問もなく進められるようになったわけ

ではない．実際の GIS ソフトウエア操作時には，ユーザ個

人個人がそれぞれに様々な疑問を持ちながら GIS を利用

していると考えられる． 

こういった GIS ソフトウエア操作時の疑問点に対する相

談の場の設置や，GIS についての学習環境の整備は，

GIS 利用の障壁を減らすことにつながり，GIS 普及を促す

重要な手段であると考えられる． 

GIS ソフトウエアの操作に関する教育として代表的なも

のは，ソフトウエア販売店による講習会や，大学などの授

業で行われる演習であろう．このような対面型の授業では，

教 室 の広さやコンピュータ台 数 の制 限 により，一 度 に教

育可能な人数に限界がある．また，ソフトウエアの習熟度

に対応した学習教材の提供や，学習環境のハードウエア

面での物理的制限も，対面授業における問題点である．

これらの問題を解決するひとつの方法が，インターネット

を利用した教育（Web Based Learning）である． 

本論では，GIS ソフトウエア利用ノウハウ共有のために

Web 上に設置した掲示板システムに寄せられた質問の傾

向 について報 告する．次 に，掲 示板 システムに見 られる

質問に対してどのような支援が可能かを検討し，さらに今

後どのようなユーザ支援システムが必要かを検討する． 

 

2. GIS ソフトウエア・サポート用掲示板システムの概要 

2.1. 設置サイト 

本掲示板システムは，筆者が所属する東京大学・空間

情報科学研究センターの Web サーバにある筆者管理の

サイト「てくてく GIS」内に設置されている．「てくてく GIS」

は，GIS 初心者をターゲットに GIS の技術情報を発信して

いるサイトである．コンテンツは「ここで学ぶ」，「外で学ぶ」，

「参加する」，「てくてく日記」の 4 つのカテゴリに分かれて

いる．本論で議論する掲示板システムは「参加する」のカ

テゴリ内に属している． 

 

2.2. 掲示板システムの構成 

掲示板システムの一部を図 1 に示した．ツリー式呼ば

れる形式の掲示板で，ひとつのトピックに関するやりとりが

ツリー状に表示される． 

質問のあるユーザは，新規投稿として書込み処理を行

う．この場合，投稿のタイトル部分が親ツリーとなって表示

される．質問に対して回答する人は，親ツリーに対する返

信 として書 込 み処 理 を行うと，親ツリーのタイトルの一 階

層下にツリーが枝分かれし，返信した記事のタイトルが表

示される． 

各記事のタイトルをクリックすると記事本文を参照でき

る．また，親ツリーの記事番号（図 1 の例では No.534 や

No.538）をクリックすると，その親ツリーに含まれる全ての

子ツリーの記事本文（図 1 の例では，No.534，No.535，

No.536，No.537）が Web の 1 ページに一覧表示される． 

1 つの質問に対する複数の返信や，返信に対する新た

な質問が発生する場合があり，それらを 1 つの処理の流

れとしてまとめて管理できることから，ツリー式掲示板を採

用した．本掲示板システムを設置したのは 1999 年 12 月

である． 
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図 1 Q&A 掲示板システム：メイン画面 

  カテゴリ  カテゴリの説明 質問例 件数

1 入力 データを利用するソフトで取り扱える形

式にする 

データ変換 データ入力

方法 

29 

2 GIS データベース構

築 

解 析 に必 要 なデータを統 合 的 に利 用

可能な形式とする 

投 影 法 ・座 標 系 設 定 ，

変換の方法  

33 

3 表示 Viewer での地図の表示方法 背景をすかしてポリゴン

を表示するには？ 

20 

4 データ操作 入力，データベース構築，解析以外の

ソフトウエア操作 

属 性 デ ー タ の 集 計 方

法，結合方法 

35 

5 解析 位置関係を参照した処理，解析手法 

GIS 的なデータ操作 

距 離 ，面 積 計 算 ，土 地

利用変化状況の算出 

23 

6 カスタマイズ ソフトウエアのカスタマイズ インタフェースの変更方

法，スクリプトの記述方

法 

6 

7 出力 地図のレイアウト，プリントアウト プリンタへの出 力 ，レイ

アウト 

9 

 

8 トラブルシューティン

グ 

インストール時のトラブル バグに起因

する現象 

正常に地図が表示され

ない 

19 

9 デ ー タ と ソ フ ト の 選

定，GIS の参考書，

参 考 サイト，市 場 動

向 

特 定 のソフト，学 術 分 野 によらない質

問．ソフト購入以前の質問． 

フォーマット仕様書の入

手 方 法 は ？ 文 系 で も

GIS はできるか？ 

36 

10 用 語 説 明 ，ソ フトの

データ構造など 

GIS での専門用語に関する質問．特定

ソフトのネーティブフォーマットに関する

質問 

メタデータとは？ 

幾何補正とは？ 

12 

 

11 その他の情報 フリーソフトの情報など 新作ソフト情報など 7 

 

 
は GIS に最も特化した処理  

表 1 質問内容の分類カテゴリと質問件数（2001 年 7 月末までの質問の集計） 
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2.3. 質問内容  

筆者が 2001 年にまとめた質問内容の分類とその件数

の集計（高橋，2001）を表 1 に示す．質問は，GIS ソフトウ

エアの操作に関連するものと，GIS における用語の定義

や市場動向といった GIS に関連する知識や情報に関連

するものとに大きく分けられる．また操作方法に関しては，

単にソフトウエアの操作が分かれば問題が解決するものと，

ソフトウエア操作に加えて投影・座標系といった GIS の背

景にある理論を理解しなければ解決できないものに細分

することができた． 

 

2.4. アクセス数 

本掲示板の親ツリー数は 2004 年 2 月 17 日の時点で

1200 超，総記事数は 4600 弱であった．また 2004 年 1

月だけで，質問，回答をあわせた投稿は 164 件であり，掲

示板全体には 30000 件を超えるアクセスがあった． 

 

2.5. 掲示板システムの有効性 

上記のように投稿数に対するアクセス数が百数十倍あ

ることから，記事を投稿した以外の閲覧者がこの掲示板

を参照していることがうかがえる．つまり，これまでの対面

授業のような形式よりも多くの人の間で，同じ情報が共有

できているといえる． 

図 2 一問一答式 説明ページの例

しかし，掲示板システムでは断片的な情報しか得ること

ができない．また理想的には，こういった質問が出ないよう

な教材を用意することが必要と思われる． 

 

3. 解決策の実現例 

3.1. 質問内容の分類と対応  

2.3 で示したとおり，本掲示板への質問内容は，1）GIS

ソフトウエアの技術的な操作方法，2）GIS の背景学問の

知識に基づいて理解すべき GIS ソフトウエアの操作方法，

3）ソフトウエアに依存しない GIS 一般の情報・知識，の 3

つに分けられる．このそれぞれについて，どのような教材

を用意すればよいかを検討し，作成した教材の一部を，

掲示板システムを設置した Web サイトで公開した． 

 

3.2. GIS ソフトウエアの技術的な操作方法について 

ソフトウエアに関する質問のうち，GIS の背景学問の知

識を必要としないものに対しては，GIS 以外のソフトウエア

について用意 されているような，操作説明 書が有効 と思

われる．そこで，本サイトでは，一問一答式の操作説明と，

特定の事例に沿って操作の説明を行ったページを公開

している． 

図 2 に一問一答式の操作説明ページの例を示す．トッ

プページでは，例えば，ポリゴンの塗りつぶしパターンを

変更する，ラインの太さを変更する，というような GIS ソフト

ウエア個別の処理がリストアップされている．リストアップの

順序は処理の流れとは関係ない． 

個々の処理についてのリンクをたどると，その処理の具

体的な操作方 法が示されたページにジャンプする．この

ページの上部には，この処理を行うまでに必要な操作を

説明したページに対するリンクを設置し，その下で具体的

な操作方法を説明した．特定の事例に沿ってソフトウエア

の操作を説明したページの目次と，実際のページの例を，

表 2 と図 3，4 に示した． 

 

表 2 事例紹介ページの目次 

1． データを手に入れよう 

2． データの表示 

3． 地価公示データの加工 

4． アドレスマッチングシステムの利用 

5． X,Y 座標データの地図化 

6． 各地価点から駅までの距離計算 

7． 駅までの距離と地価は関係があるのか？ 

 

この操作で利用するデータは，全てホームページから

入手可能なものであり，必要なソフトウエアさえ揃えば，誰

もがこのページに沿って GIS ソフトウエアの利用方法を学

ぶことができる． 

ここで使用するツールは GIS ソフトウエアだけではなく，

東京大学空間情報科学研究センターによるアドレスマッ

チングサービスや，表 計 算 ソフトウエアを含 んでいる．

様々なツールを組み合わせてひとつの処理を進めること

により，GIS ソフトウエアの得意な処理を体得することがで

きる． 

実際の説明に当たっては，まずこれから行う処理の概
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念を図や文章により説明し（図 3），次に具体的なソフトウ

エア操作の説明を行った（図 4）． 

図 5 投影法のイメージ図 

図 3 操作イメージ説明の例

図 6 実際の操作説明例

 

3.3 ソフトウエア操作と背景知識を必要とする内容につ

いて 

GIS の背景学問に関する知識を必要とし，かつ GIS ソ

フトウエアの操作に関する知識も必要とする質問に対して

は，それぞれに関する説明を同時に行う必要があると思

われる．図 5，6 は，投影法に関する説明と GIS ソフトウエ

アでの投影法の取り扱い方法について説明したページの

例である． 

まず，投 影 法 に関 する部 分 では，地 図 は地 球 の「影

絵」により作成されており，その光源の位置やスクリーンに

関する取り決めを投影法と名づけている，という説明を行

っている（図 5）． 

さらに投 影 法 が異 なるとスクリーンの形や光 源 の位 置

が異なるために，映し出される地球の形状も異なる．した

がって，異なる投影法で作成された地図は，同じ領域を

示す地図であっても重ね合わせて表示することができな

い，という説明を行っている．この後 GIS ソフトウエアでど

のように投影法を取り扱えばよいのかと（図 6），異なる投

影法の地図データを重ね合わせて表示する場合にどの

ような操作を行えばよいのかを説明している． 

 図 4 具体的な操作説明の例 

3.4 GIS 一般の情報・知識について 

特定のソフトウエアに依存しない GIS の情報や，専門

用語などに対する質問については，コンピュータ業界一

般で見られるような情報 Web サイトや，雑誌・書籍の閲覧

が有効と思われる．本サイトでは GIS 関連のイベント情報

や新製品情報を書き込むことができる掲示板を設置し，

サイト管理者だけではなく閲覧者が誰でも書き込めるよう

にした． 

また，GIS の専門用語や GIS とは何かを説明するペー

ジを作成した．ここでは情報系以外の学生でも，GIS とい

うシステムの内部でどのようなことが行われているのかが理

解できるように，空間的なデータを扱う際にコンピュータが

どのような処理を行っているのかを中心に説明をしている．

閲覧者が GIS の中で行われる処理を理解することにより，

GIS を単なるブラックボックスとして捉えるのではなく，どの

ように自 分 の研 究 や業 務 で利 用 可 能 かを考 える基 礎 を

提供し，自分で考えて GIS を使えるようになることを目指し

ている． 

 

3.5 サイト全体のアクセス数 

本サイトのトップページのアクセス数は月当たり 1 万件

前後である．サイト全体では月 10～15 万件程度のアクセ
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スがある．コンテンツ自体は決して目新しいものではなく，

既にソフトウエアのマニュアルや GIS 関連の書籍などで語

られている内容を噛み砕いて説明しているだけのものであ

る．にもかかわらず，それなりのアクセス数があることから，

GIS に関連する分野において初心者向けの情報が少なく，

またユーザ間の交流の場 が求められていることが想像 さ

れる． 

 

4. 今後の展開 

4.1. 掲示板システム 

Q&A 用掲示板システムは「てくてく GIS」の中でも閲覧

者が最も多く，特に GIS ソフトウエアの単純な操作に関す

る疑問を解消する際に，利用価値の高いシステムである

と考えられる．一方で，質問を行う閲覧者よりも回答を行

う閲覧者の方が少ないという状況にある．1999 年末に掲

示板システムを設置して以来，約 2 年間はほとんどの質

問に対して筆者が 1 人で回答を行っていた．現在では筆

者以外にも回答を行う閲覧者がいるが，それでも回答の

書込みを行う人は数名のみである． 

掲示板システムの提供側の視点で考えると，このような

掲示板システムの存続のためには，単にシステムの設置

を行 うだけではなく，相 応 の知 識 と技 術 を持 った人 材 の

協力を得て，回答の書込みがない状況を避けなければな

らない．また，掲 示 板 内 で交 わされる議 論 における言 葉

遣いに注意し，特定の閲覧者だけの掲示板という雰囲気

を作らないように気を配りながら運用を行う必要もある． 

 

4.2. GIS 初心者向けサイトとしての「てくてく GIS」 

本サイトは個人ページでありながら，ある程度のアクセ

ス数があるので，GIS に関連するインターネット上の情報

へのニーズが高いことがうかがわれる．しかし，コンテンツ

の内容はノウハウ集的な色合いが強く，体系的な GIS の

学習ができるわけではない．今後は体系的に GIS の知識

を学ぶことが可能なコンテンツと，実際の操作を交えた演

習 が可 能 なコンテンツを，共 に整 備 していく必 要 があろ

う． 

 

5. 最後に 

筆者がこの掲示板を立ち上げた当初に比べて，GIS を

解説した書籍やサイトはかなり充実してきている．例えば，

後藤ほか(2004)は，著者の 1 人である谷氏自作の地理情

報支援システム MANDARA を用いて，国勢調査データや

国土数値情報といった様々なデータを地図上に表現す

る方法を解説している．また大場（2001）は，GIS の操作と

地域分析の基礎を学ぶことを目的とした著書を執筆し，

大学での授業に活用している． 

各 GIS ソフトウエア・ベンダーも，サポート用のホームペ

ージを立ち上げ，FAQ や掲示板を設置してソフトウエアの

利用がより円滑に進むように努力している（インフォマティ

クス，ESRI Japan など）．これらの活動が有益であることは

間違いない． 

一方で，学校教育の現場における GIS の利用を進め

ている研究者からは，GIS の利用が教育目標とどう結び

つくかを明らかにすべきだという指摘（西脇，2001）や，生

徒の発達段階に応じたカリキュラム編成の重要性が指摘

されている（谷ほか，2002）．地理情報システム学会のカリ

キュラム・ワーキンググループでは，大学における GIS 教

育の基本カリキュラム案を検討している（河端ほか，2003）．

今後，初等・中等教育における空間情報科学の基本カリ

キュラムや，企業における業務に対する GIS 基本カリキュ

ラムの作成が望まれる． 

 

参考文献 

Longley, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D.J., Rhind, 

D.W. (2001): Geographic Information Systems and 

Science. John Wiley and Sons, Chichester. 

大場 亨(2001)：ArcView における地域分析入門，成文

堂. 

河端瑞貴・小口 高・岡部篤行（2003）：NCGIA と UCGIS

のカリキュラムと英語 GIS テキストの項目調査．地理情

報システム学会講演論文集，Vol. 12. 475-480. 

後 藤 真 太 郎 ・谷  謙 二 ・酒 井 聡 一 ・加 藤 一 郎 （2004）：

MANDARA と EXCEL による市民のための GIS 講座．

古今書院. 

西脇保幸（2001）：文献レビューで考える地理教育．地理，

46-5，27-32. 

高橋昭子（2001）：GIS ソフトウエア・ユーザに対するサポ

ート課題．地理情報システム学会講演論文集，Vol.10. 

63-68. 

谷  謙 二 ・佐 藤 俊 樹 ・大 西 宏 次 ・岡 本 耕 平 ・奥 貫 圭 一

（2002）：中学校における地理教育用 GIS の開発と教

育実践．GIS－理論と応用，Vol. 10，No. 2，69-77. 

 

注：本稿は 2004 年 2 月のシンポジウムにおける話題提供

の要約である． 

24 


	1. はじめに
	2. GISソフトウエア・サポート用掲示板システムの概要
	2.1. 設置サイト
	2.2. 掲示板システムの構成
	2.3. 質問内容
	2.4. アクセス数
	2.5. 掲示板システムの有効性
	3. 解決策の実現例
	3.1. 質問内容の分類と対応
	3.2. GISソフトウエアの技術的な操作方法について
	3.3 ソフトウエア操作と背景知識を必要とする内容について
	3.4 GIS一般の情報・知識について
	3.5 サイト全体のアクセス数
	4. 今後の展開
	4.1. 掲示板システム
	4.2. GIS初心者向けサイトとしての「てくてくGIS」
	5. 最後に


<<
  /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 1.5
  /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
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /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.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


