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1. はじめに
複数の画像を用いて画像の奥行き情報を推定するステ

レオ法は，コンピュータビジョンの分野で古くから研究
され，三次元形状推定や，物体認識，拡張現実感などさま
ざまな分野で利用されている．これらステレオ法のなか
でも，多数の画像を同時に利用することで各画素の奥行
きを推定するマルチベースラインステレオ法 [1]は，一般
的な二眼ステレオ法に比べて高い精度で奥行きを推定で
きることから注目され，広く用いられている [2, 3, 4, 5]．
一般的に，マルチベースラインステレオ法は，校正済

みの複数台の固定カメラを用いて同時に撮影した画像か
らの奥行き推定問題に利用されている [1, 2, 5]が，近年，
移動を伴って撮影された動画像を入力として用いること
で，同時に扱う画像の枚数を増加させ，推定精度を向上
させる試みが成されている [3, 4]．しかし，マルチベー
スラインステレオ法によって各画素の奥行き情報を推定
するためには，入力画像間で多数の小領域の類似度を算
出することが必要となるため，動画像のような多数の画
像を入力とした場合には，推定精度が向上する反面，各
入力画像への参照が頻発し，計算量や必要メモリ容量が
膨大になるという問題がある．また，奥行き推定の評価
尺度として一般に用いられている SSD(Sum of Squared
Differences)は，照明条件の変化や画像の変形に対して
ロバストでないという問題があった．
そこで本稿では，一般的なマルチベースラインステレ

オ法の奥行き推定で用いられる非類似度 SSDの代わり
に，自然特徴点の画像上の座標からなる新しい評価尺度
TNIP(Total Number of Interest Points)を用いること
で，照明条件の影響や射影歪みによる影響の少ない奥行
き探索を実現する手法を提案する．提案手法では，画像
上の輝度値情報を用いず，自然特徴点の座標から奥行き
探索を行うため，動画像のように多数の画像から奥行き
を推定する場合において計算量および必要メモリ容量を
大幅に低減できる．また本研究では，全方位型マルチカ
メラシステムによって撮影される動画像系列を入力画像
として用いることで，一度に全方位の奥行きを高精度に
推定する．実験では，自然特徴点の座標を用いたマルチ
ベースラインステレオ法によって，良好な奥行き画像が
推定できることを示す．ただし本稿では，全方位動画像
撮影時のカメラの位置・姿勢パラメータおよびカメラ内
部パラメータは推定済みで既知とする．
以下，2章では，自然特徴点の画像上の座標を用いた

奥行き画像の推定手法について述べる．3章では，カメ
ラパラメータを推定済みの全方位動画像を入力とした，
全方位奥行き画像の推定実験について報告する．最後に，
4章でまとめと今後の課題について述べる．
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図 1: 処理の流れ 図 2: 自然特徴点の例

2. 自然特徴点による全方位奥行き画像推定
図 1に，提案手法の処理の流れを示す．本手法では，

まず図 2に白点で示すような，画像上の輝度エッジの交
点やコーナなどの自然特徴点を動画像の全てのフレーム
の画像上で検出する (A)．次に，検出された自然特徴点
の画像上の座標を用いたマルチベースラインステレオ法
によって画像上の自然特徴点の奥行き情報をフレーム毎
に推定する (B).また，ステップ (B)においてフレーム毎
に推定された奥行き推定結果を統合的に用いることで，
推定された自然特徴点の奥行き値の信頼度を算出し，誤
推定を排除する (C)．最後に，入力画像上で奥行き値を
内挿することで，全方位の奥行き画像を生成する (D)．
以下では，処理の各ステップ (A)～(D)について順に述
べる．
2.1 自然特徴点の検出 (A)
本ステップでは，画像の拡大・縮小や回転に対して頑

健に特徴点を抽出可能なHarrisオペレータ [6]を用いる
ことで，図 2に白点で示すような，各入力画像上の輝度
エッジの交点やコーナなどを検出する．Schmidら [7]に
よれば，Harrisオペレータは，回転，拡大などの画像の
変形操作を行った場合に，他のインタレストオペレータ
に比べて，同じ位置に特徴点が検出される再現度が最も
高いオペレータであるとされている．

Harrisオペレータによる入力画像上の座標 x = (x, y)
の特徴量H(x)は，まずガウシアンオペレータによる入
力画像の平滑化処理を行い，次に一定の大きさの正方形
窓W において，画像上の輝度 I の勾配 Ix，Iy を用いて
以下に示す行列 Aを算出し，その行列の固有値 λ1, λ2

の最小値を求めることで得られる．

A =
∑
x∈W

(
Ix(x)2 Ix(x)Iy(x)

Ix(x)Iy(x) Iy(x)2

)
(1)

H(x) = min(λ1, λ2) (2)

本研究では，まず画像内の全ての画素の特徴量H(x)
を算出し，次に一定サイズのウインドウ内で特徴量H(x)
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図 3: 画素 (x, y)の三次元位置と各画像上への投影直線

が極大値となる点を自然特徴点として検出する．本ステッ
プでは，動画像の全てのフレームの画像に対して自然特
徴点の座標を求めておく．

2.2 自然特徴点によるマルチベースラインステレオ (B)

本ステップでは，ステップ (A)において動画像の各フ
レームで検出された自然特徴点の座標を用い，マルチ
ベースラインステレオ法を利用することで，自然特徴点
の奥行き値を推定する．以下では，まず一般的なマルチ
ベースラインステレオで用いる座標系について定義し，
次に従来手法である小領域の類似度を評価尺度として用
いるマルチベースラインステレオ法について述べる．最
後に，提案手法である自然特徴点によるマルチベースラ
インステレオ法を用いて，自然特徴点の奥行き値を探索
する手法について詳述する．
[マルチベースラインステレオにおける座標系の定義]
動画像を入力とするマルチベースラインステレオ法で
は，図 3 に示すように，第 f フレームにおいて撮影さ
れる画素 (x, y)の奥行き値 zを，その周辺に配置された
第 j フレームから第 k フレームの画像を用いて推定す
る (j ≤ f ≤ k)．簡単のためにカメラの焦点距離を 1と
すれば，第 f フレームにおける画素 (x, y) に投影され
る三次元位置のカメラ座標系における座標は (xz, yz, z)
となり，以下の式により，この三次元座標は第 iカメラ
(j ≤ i ≤ k)の画像上 (x̂i, ŷi)に投影される．

⎛
⎜⎜⎝
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⎞
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xz
yz
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⎞
⎟⎟⎠ (3)

ただし，aは媒介変数，Mf は第 f フレームでの世界座
標からカメラ座標への変換行列である．図 3に示すよう
に，(x̂i, ŷi) は，(xz, yz, z)と第 f フレームの投影中心
を結ぶ直線を各探索画像面上に投影した直線上に拘束さ
れる．
[類似度評価による従来のマルチベースラインステレオ]
小領域の類似度を評価尺度として用いる従来のマルチ
ベースラインステレオ法 [1] では，図 3 に示すように，
第 f フレームにおける画素 (x, y)を中心とするウインド
ウ W と第 iフレームにおける画素 (x̂i, ŷi) を中心とす
るウインドウW の輝度値 I の差の二乗和 SSD(Sum of

Squared Differences)を誤差の尺度として用いる．

SSDfi(x, y, z) =∑
(u,v)⊆W

{
(If (x + u, y + v) − Ii(x̂i + u, ŷi + v))2

}
(4)

SSDは，第 f フレームと第 iフレーム上のウインドウ
間のマッチング誤差であるが，類似度評価による従来の
マルチベースラインステレオ法では，これらの和である
SSSD(Sum of SSD)を最小とするような奥行き値 zを探
索する．

SSSDf (x, y, z) =
k∑

i=j

SSDfi(x, y, z) (5)

[自然特徴点によるマルチベースラインステレオ]　
ここでは，SSSDに代わる新しい評価尺度 TNIPについ
て述べる．一般に，三次元空間内の物体の角など三次元
空間中に存在する特徴点は，画像上に投影すると輝度エッ
ジのコーナや交点のような自然特徴点として表れる．こ
のような点は，Harrisオペレータを用いて容易に検出で
きるため，“三次元空間中に特徴点が存在する場合には各
画像への投影点に自然特徴点が検出される”という仮定
を用いて奥行き値を復元する．提案手法では，ステップ
(A)で検出された自然特徴点の座標を特徴点の投影座標
として用い，評価尺度 TNIP(Total Number of Interest
Points)を以下のように定義する．

TNIPf(x, y, z) =
k∑

i=j

∑
(u,v)⊆W

Hi(x̂i + u, ŷi + v) (6)

Hi(u, v) =
{

1 ; feature exists at (u, v) in i-th frame

0 ; otherwise
(7)

TNIPは，三次元座標 (xz, yz, z)を動画像の各フレーム
の画像上に投影した座標 (x̂i, ŷi)周辺の小領域のウイン
ドウW 内に存在する自然特徴点数の総和を表しており
(図 3参照)，TNIPが大きければ，三次元座標 (xz, yz, z)
に実際の特徴点が存在する可能性が高いということにな
る．このため，現フレーム f 内の座標 (x, y)に存在する
自然特徴点の奥行き値 zは，特徴点と投影中心を結ぶ直
線上の任意の座標 (xz, yz, z)の中から，TNIPが最大と
なる奥行き値 zを探索することで決定する．SSSDの代
わりに TNIPを用いることで，奥行き探索において計算
時間の大半を占める輝度値情報の比較処理が無くなり，
計算量を大幅に削減できる．また，ステップ (A)におい
て検出された自然特徴点の座標は，照明条件や射影歪み
の影響を受けにくいため，ロバストな奥行き探索を実現
できる．本ステップでは，全ての入力画像上の全ての自
然特徴点に対して，奥行き値 zを算出する．

2.3 奥行き値の信頼度の算出と誤推定の排除 (C)

前節の手法において算出される自然特徴点 pの奥行き
値 zは，自然特徴点 pと他の複数のフレームの自然特徴
点を関連付けるものである．ここでは，この関連情報を
用いることで，自然特徴点 pの奥行き推定結果の信頼度



(a) 外観 (b) 視錘台

図 4: 全方位型マルチカメラシステム ”Ladybug”

Cpを以下のように定義する．

Cp =

∑
i∈Lp

{0; p /∈ Li, 1; p ∈ Li}
|Lp| (8)

Lpは自然特徴点 pに関連づけられた特徴点の集合であ
る．Cp は，自然特徴点の奥行き推定値の整合性を表し
ており，Lp に含まれる特徴点が，逆に特徴点 pを関連
付ける割合を表している．関連づけられた全ての自然特
徴点の奥行きが正しく推定されるときに限り，Cp は最
大値 1をとる．本ステップでは，信頼度 Cpが一定の閾
値を下回る自然特徴点の奥行き値 zは信頼性が低いと判
断し，削除する．
2.4 奥行き画像の生成 (D)
先に述べた奥行き推定処理は，各画像の自然特徴点の

座標でのみ成立するため，全ての画素の奥行き値を算出
するためには何らかの補間処理が必要である．ここでは，
ドロネーの三角分割法 [8]を用いて，入力画像を自然特徴
点を頂点とする小領域に分割する．次に内挿処理によっ
て，各画素の奥行き値を算出する．この処理をフレーム
毎に繰り返すことで，全てのフレームにおける奥行き画
像を生成する．

3. 実験
本実験では，図 4に示す，PointGreyResearch社製の

全方位型マルチカメラシステム Ladybug[9]を用い，大
学キャンパスを動きながら撮影した．Ladybugは合計 6
つのカメラユニットを持ち，各カメラユニットはそれぞ
れ 768×1024画素の画像を 15fpsの動画像として撮影で
きる．入力として用いた画像は，図 5に示す 6枚を含め
3000枚 (500フレーム)である．本実験において，各カ
メラの内部パラメータおよびマルチカメラシステムの位
置・姿勢パラメータは，それぞれトータルステーション
とマーカボードによるキャリブレーション手法 [10]およ
び基準マーカと自然特徴点の追跡による手法 [11]によっ
てあらかじめ推定し，利用した．図 6に，全方位奥行き
画像推定に利用したカメラシステムの移動パラメータを
示す．図中の曲線および錘台はそれぞれ，図 5左上の画
像に対応するカメラユニットの移動の軌跡および 20フ
レーム毎の姿勢を表している．事前に行った評価実験か
ら，本実験で用いたカメラパスの推定精度は，位置に関
して平均誤差 50mm，姿勢に関して推定誤差 0.07°程度
であり，利用したカメラパスの長さは 29mである．

図 5: 全方位動画像の 1フレームを構成する 6枚の画像

(a) 上方から (b) 側方から

図 6: 入力として用いたカメラシステムの移動パラメータ

このような入力データを用いて，まず各入力画像上に
おいて 2.1節で述べた手法によって，自然特徴点を検出
した．本実験で検出された自然特徴点は，各フレームの
各入力画像において平均 1750点 (1フレームでの合計平
均約 10500点)であった．次に，2.2節において述べた
手法によって，自然特徴点の座標情報から奥行き値を算
出し，2.3節で述べた手法によって信頼度の低い推定結
果を削除した．本実験では，式 (6)における探索用ウイ
ンドウサイズを 3× 3，信頼度の閾値を 0.5に設定した．
また，各自然特徴点の奥行き推定には，その自然特徴点
を含むフレームの前後それぞれ 100フレーム分の画像を
2フレームスキップで用いた．
図 7に，図 5に対応する自然特徴点の位置および，奥

行きの推定結果を輝度値に変換したもの示す．また，各
画像中から無作為に選択された 6つの自然特徴点 (図 7
参照)の奥行き値算出時の TNIP値を，図 8に示す．同
図から，いずれの自然特徴点においても，正しいと思わ
れる奥行き値付近で TNIP値が最大値をとることが分か
る．また，それ以外の奥行き値では TNIP値にピークが
見られないために，これらの自然特徴点ではロバストな
奥行き推定が実現されていることが確認できる．本実験
において，一枚の画像に含まれる自然特徴点の奥行き推
定に要した時間は，PC(Pentium4-3.2GHz)を用いて平
均 3分程度であった．



図 7: 自然特徴点の奥行き推定結果
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図 8: 奥行き探索における TNIP値

最後に図 5から得られた全方位画像を極座標展開した
パノラマ画像を図 9に，奥行き値の内挿処理によって生
成された奥行き画像を極座標展開したものを図 10に示
す．図 9と図 10の比較により，良好に奥行き画像が推定
されていることを確認できる．ただし，本研究では自然
特徴点を頂点とする三角分割を行っているために，本来
とは異なる奥行き値が算出されている箇所が見られる．
今後，画像のエッジ情報等を用いた三角分割手法の導入
および，推定結果の評価が必要である．

4. まとめ
本稿では，自然特徴点の座標を用いたマルチベースラ

インステレオ法による全方位奥行き画像の推定手法を提
案した．本手法は，画像間の類似度計算を必要としない
ため，多数の画像を用いた場合にも比較的高速に奥行き
画像を生成可能である．また，画像の輝度値を直接比較
しないため，照明条件の変化や射影歪みの影響を受けに
くく，ロバストな奥行き推定が可能である．今後は，推
定された多数の全方位奥行き画像を統合することで屋外
環境の三次元モデル化を行う．

図 9: 入力全方位画像の 1フレームをパノラマ展開した
画像

図 10: 生成された奥行き画像の 1フレーム

参考文献
[1] M. Okutomi and T. Kanade: “A Multiple-baseline

Stereo,” IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine
Intelligence, Vol. 15, No. 4, pp. 353–363, 1993.

[2] S. B. Kang and R. Szeliski: “3-D Scene Data Recov-
ery using Omnidirectional Multibaseline Stereo,” Int.
Journal of Computer Vision, Vol. 25, No. 2, pp. 167–
183, 1997.

[3] W. Zheng, Y. Kanatsugu, Y. Shishikui and Y. Tanaka:
“Robust Depth-map Estimation from Image Sequences
with Precise Camera Operation Parameters,” Proc.
Int. Conf. on Image Processing, Vol. II, pp. 764–767,
2000.

[4] T. Sato, M. Kanbara, N. Yokoya and H. Takemura:
“Dense 3-D Reconstruction of an Outdoor Scene by
Hundreds-baseline Stereo Using a Hand-held Video
Camera,” Int. Journal of Computer Vision, Vol. 47,
No. 1-3, pp. 119–129, 2002.

[5] M. Okutomi, Y. Katayama and S. Oka: “A Simple
Stereo Algorithm to Recover Precise Object Bound-
aries and Smooth Surface,” Int. Journal of Computer
Vision, Vol. 47, No. 1-3, pp. 261–273, 2002.

[6] C. Harris and M. Stephens: “A Combined Corner and
Edge Detector,” Proc. Alvey Vision Conf., pp. 147–
151, 1988.

[7] C. Schmid, R. Mohr and C. Bauckhage: “Comparing
and Evaluating Interest Points,” Proc. 6th Int. Conf.
on Computer Vision, pp. 230–235, 1998.

[8] P. Heckbert Ed.: Graphics Gems IV, pp. 47–59, Aca-
demic Press, 1994.

[9] Point Grey Research Inc.: “Ladybug,”
http://www.ptgrey.com/products/ladybug/index.html.

[10] 池田, 佐藤, 横矢: “全方位型マルチカメラシステムを用
いた高解像度な全天球パノラマ動画像の生成とテレプレ
ゼンスへの応用”, 日本バーチャルリアリティ学会論文誌,
Vol. 8, No. 4, pp. 443–450, 2003.

[11] 佐藤, 池田, 横矢: “マルチカメラシステムによる全方位動
画像からのカメラ外部パラメータの復元”, 情報処理学会
研究報告, CVIM141-13, 2003.



<<
  /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 /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 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /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 <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


