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Abstract— This paper describes a new scan matching method for mobile robot localization. This method uses Laser Reflectance
Intensity. We call this method the "Intensity-ICP". Compared with conventional scan matching method which is effective in only
geometric featured environment, the Intensity-ICP is effective in both geometric featured and featureless environments.
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1. はじめに
ロボットの自律移動においては、正確な自己位置を推定

することが非常に重要となる。自己位置推定の手法には、
内界センサを使用するものと、外界センサを使用するもの
が存在する。特に内界センサを使用した自己位置推定を、
デッドレコニングと呼ぶ。デッドレコニングの代表例とし
ては、車輪の回転数によるオドメトリが挙げられる。この
他にも、ジャイロや加速度センサを用いた方法も存在する。
一方、外界センサを使用するものとしては、超音波センサ
を用いたものやカメラを用いたもの、測域センサ [1]（光
走査型距離センサ）を用いたものなどがある。
外界センサを使用する自己位置推定は、内界センサによ

る自己位置推定と比較して累積誤差が小さいという利点が
あるため、盛んに研究されている。超音波センサを用いた
場合、センサから得られる情報量が少ないため高速な処理
が可能だが、その反面、複雑な環境においては正確に自己
位置を推定することが難しい。カメラを用いた手法では、
センサから得られる情報量は多いものの、その分複雑な処
理が必要となり、また受動型センサであるため、外乱光な
どの影響を大きく受ける。これらのセンサと比較して、測
域センサを用いた場合、充分な情報量の環境幾何形状デー
タが得られ、また能動型センサであるため、外乱光の影響
が比較的少ない。幾何形状データが直接得られるため、そ
れほど複雑な処理を必要としないという利点もある。その
ため、外界センサを用いた自己位置推定において、測域セ
ンサが盛んに使用されている。
測域センサを用いた自己位置推定においては、マップデー

タと現在位置で取得したスキャンデータのマッチングをす
ることで自己位置推定を行う、スキャンマッチングと呼ば
れる手法がよく用いられる。既存のスキャンマッチング手
法の多くは、形状情報を利用してマッチングを行っている。
すなわち、うまく重なる形状の部分を比較することで、マッ
チングを行う。そのため、形状に変化の少ない環境、すな
わち幾何特徴のない環境に弱いという問題があった。例え
ば、柱などの凹凸のない壁が続く廊下環境などにおいては、
既存のスキャンマッチング手法では正確な自己位置推定が
できない。
以上のような問題をふまえ、本研究では、環境中に存在

Fig.1 SOKUIKI Sensor "URG-X003S"[2]

する物体の表面の色や材質によって異なる反射強度の情報
を特徴量として用いることで、幾何特徴のない環境におい
ても正確な自己位置推定が可能なスキャンマッチング手法
を提案する。本研究においては、反射強度の情報は、図 1
に示す測域センサ URG-X003S（北陽電機（株）社製）に
より得る。
なお、本稿においては、2次元空間のスキャンデータに

よるスキャンマッチングを扱うが、3次元空間のスキャン
にも容易に拡張可能な手法である。

2. 関連研究
スキャンマッチングは、大きく分けて局所的マッチング

と大域的マッチングの 2 つに分類できる。局所的マッチ
ングは、初期値を必要とし、ある程度マッチングができて
いるものを、より正確にマッチングする手法である。一方
で、大域的マッチングは、初期値を必要とせずにマッチン
グする手法である。局所的マッチングの代表的なものとし
ては、ICP[3]や IDC[4]が、大域的マッチングとしては、不
変特徴量を用いたもの（Signature-based Scan Matching[5]、
CCF[6]、LineMatch[7]、APR[8]）が挙げられる。移動ロボッ
トの自己位置推定では、多くの場合オドメトリなどによっ
て初期値が得られることが期待できるため、局所的マッチ
ングを使用することが多い。本研究で提案する手法も、局
所的マッチングに分類される。
また、本研究で提案する手法では、従来の多くのスキャ

ンマッチング手法と同様、2つのスキャンデータのマッチ
ングを行う。一方、3つ以上のスキャンデータを同時にマッ
チングする手法 [9]も存在する。3つ以上のスキャンデー
タを同時にマッチングする手法では、膨大な計算量が必要
になるという問題点がある。



Table 1 URG-X003S(Intensity data Ver.) specifications

測定距離 0.02～ 5.5 m

測距分解能 1 mm

反射強度値域 0～ 40,000程度

走査角度 240 deg

角度分解能 約 0.71 deg

走査時間 100 ms/scan

インタフェース USB2.0 FSモード（12 Mbps）

RS232C（最速 750 kbps）

スキャンマッチングにおいてよく用いられる ICPアルゴ
リズムでは、形状情報のみ、つまりスキャンデータ点の座
標値のみを用いてマッチングを行う。しかし、誤対応によっ
て誤った値に収束することを防ぐために、その他の特徴量
も用いることで、通常の ICPよりもロバストにする手法が
いくつか提案されている [10]。

Color ICP[11]は、カメラにより取得した物体表面のテク
スチャや色を特徴量として用いた、ICPアルゴリズムの拡
張である。同様の手法は文献 [12]においても用いられてい
る。しかし、カメラから得られるテクスチャや色の情報は
外乱光の影響を大きく受けるため、不変な特徴量とは言え
ない。そこで文献 [13]では、照明状態による色の変化を考
慮した手法を提案している。これらの手法では、外界セン
サとして、測域センサ 1個とカメラ 1個の合計 2個、もし
くはカメラ 2個が必要となる。しかし本研究で提案する手
法においては、外界センサは測域センサ 1個のみで良い。

2次元-3次元ロバスト位置姿勢推定法 [14]では、3次元
測域センサから反射強度の情報が付いた 3 次元距離画像
データを取得し、それに対して 2次元カメラ画像のマッチ
ングを行っている。具体的には、3次元距離画像データの
反射強度エッジに対して、2次元カメラ画像のエッジをマッ
チングしている。測域センサから得られる反射強度の情報
を用いている点は本研究と同様であるが、マッチングさせ
るデータが異なる。すなわち、この手法では、カメラ画像
のマッチングを扱っているが、本研究で提案する手法では、
測域センサのスキャンデータ同士のマッチングを扱う。
このように、本研究で提案する手法は、外界センサとし

て測域センサのみを用い、スキャンデータ点の座標値と反
射強度の値を特徴量とした、新しいスキャンマッチング手
法である。

3. 反射強度データを用いたスキャンマッチング

3.1 反射強度データの取得

前述の通り、本研究で提案する手法では、測域センサ
URG-X003S（以降、URGと呼ぶ）から得られるスキャン
データの座標値と反射強度（Laser Reflectance Intensity）の
値を特徴量として用いる。反射強度の情報が付いたスキャ
ンデータを、反射強度データと呼ぶ。なお、反射強度デー
タを取得するために、URGのファームウェアを特別に改
造している。URGの主な仕様を表 1に示す。

3.2 反射強度の性質

URGから得られる反射強度は、不変な特徴量ではない。
反射強度は、スキャン対象物の表面の色や材質によって一
意に決まる訳ではなく、同じ対象物をスキャンしたとして
も、対象物までの距離と角度に応じて、得られる反射強度
は多少異なってくる。すなわち、反射強度は、スキャンを
する位置に依存する。

そこで本稿では、スキャンマッチングを行う 2つのスキャ
ン間において、スキャン位置の変化は反射強度に影響を与
えない程度に小さい場合のみを扱う。これにより、反射強
度を不変特徴量とみなす。それ以外の場合への対処は、今
後の課題として後述する。

3.3 ICPアルゴリズム
反射強度データを用いたスキャンマッチングのアルゴリ

ズムは、ICPアルゴリズムを拡張することで実現している。
そのため、最初に通常の ICPアルゴリズムについて述べる。

ICPアルゴリズムによるスキャンマッチングは、オドメ
トリなどから得られる 2つのスキャン間の相対位置を初期
値とし、対応点間の評価値が最小となる相対位置を、繰り
返し計算により求める手法である。評価値として距離の二
乗和を、対応点として最近接点を用いる。マップデータな
どのスキャンデータ（以降、参照スキャンデータと呼ぶ）
に対して、現在位置でのスキャンデータ（以降、入力スキャ
ンデータと呼ぶ）をマッチングしていく。
対応点間の評価値の定義を式 (1)に、同次変換の式を式

(2)に表す。
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E：距離の二乗和（評価値）
p：参照スキャンデータ点
q：入力スキャンデータ点
(m)：繰り返し計算の試行回数
N：スキャンデータ点数
ki：入力スキャンデータ中の i番目の点に対応する参照ス
キャンデータ点
x,y：各スキャンデータ点の座標値
di f f：各パラメータの差分

q(m+1)
i = Trans(m) +{Rot(m)(q(m)

i −C(m))+C(m)} (2)

Trans：同次変換行列の並進成分ベクトル
Rot：同次変換行列の回転成分行列
C：測域センサ搭載位置（スキャン中心）、Rot の回転中心
測域センサの搭載位置とロボット座標系の原点が一致して
いる場合、C(1) = 0

繰り返し計算の手順は以下の通りである。
最初のステップにおいては、初期値としてオドメトリな

どから得られる 2つのスキャン間の相対位置から同次変換
行列を求め、入力スキャンデータを同次変換する。
二番目のステップでは、同時変換後の入力スキャンデー

タから参照スキャンデータへの対応点探索を行う。この際、
評価値が最も小さいスキャンデータ点、すなわち最近接点
を対応点とする。
三番目のステップでは、対応点間の評価値、すなわち距

離の二乗和が最小となるような同次変換行列を、非線形最
小化法などにより求める。一般的には、最急降下法やニュー
トン法が用いられる。
同次変換行列が求まったら最初のステップに戻り、入力

スキャンデータを、求めた同次変換行列により同次変換す
る。以降はこれらのステップの繰り返し計算である。
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Fig.2 Intensity-ICP algorithm

ここで、同次変換行列を求めることが、スキャンを行っ
た現在位置を推定することに等しい。

3.4 Intensity-ICPアルゴリズム
次に、ICPアルゴリズムを拡張することで、反射強度デー

タを用いたスキャンマッチングのアルゴリズムを設計する。
この手法を、本研究では Intensity-ICPと呼ぶ。

Intensity-ICPアルゴリズムの動作概念を図 2に示す。図
中の○、△、×の各点が、反射強度付きのスキャンデータ
点を示している。○、△、×の各点は、それぞれ、反射強度
が高、中、低であることを表す。図 2のような、幾何特徴
のないスキャンデータにおいては、同じ反射強度のスキャ
ンデータ点間に対応関係が付き、マッチングされることが
正解である。すなわち、○は○に、△は△に、×は×に対
応関係が付いているのが正解となる。通常の ICPでは、反
射強度を考慮していないため、誤対応が付いてしまう。し
かし、反射強度データを用いた ICP においては、反射強
度を考慮しているため、正しい対応関係が付く。これが、
Intensity-ICPアルゴリズムの動作概念である。

Intensity-ICPでは、反射強度を用いる分、スキャンデー
タの次元は 3次元に増える。すなわち、座標値 (x,y)の 2
次元と、反射強度の 1次元の、合計 3次元である。しかし、
同次変換に関しては 2次元空間で考えれば良いため、同次
変換の式は通常の ICPの場合と同じ式 (2)である。
一方で、評価値は反射強度も含めた 3次元で扱う。すな

わち、対応点探索においては反射強度も考慮することで、
距離が近く、かつ反射強度の値も近い 2点間に対応関係を
付ける。これにより、2点間の距離が近くても反射強度が
大きく異なる場合には対応点としない場合や、距離が多少
遠くても反射強度が近い値であるときには対応点とする場
合がある。これが、Intensity-ICP アルゴリズムにおいて、
最も重要な部分である。
反射強度を考慮した評価値を、式 (1)を拡張することで、

以下の式 (3)のように定式化した。
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E：距離の二乗和＋反射強度の差分の二乗和（評価値）
p：参照スキャンデータ点
q：入力スキャンデータ点
(m)：繰り返し計算の試行回数
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Fig.3 Experimental environment

N：スキャンデータ点数
ki：入力スキャンデータ中の i番目の点に対応する参照ス
キャンデータ点
x,y：各スキャンデータ点の座標値
di f f：各パラメータの差分
Intensity：各スキャンデータ点の反射強度（Laser Reflectance
Intensity）
K：反射強度の重み係数

K の値は経験的に求めた。前述の通り、URGの反射強
度データの値域は 0～40,000程度である。そのことを考慮
し、また複数のパラメータを試した結果より、実装では
K = 0.0002とした。ただし、スキャンデータにより、最適
な値は多少異なってくる。
評価値を式 (3)のように拡張したが、2次元空間での同

次変換を考えているため、非線形最小化の際には反射強度
の項は影響しない。そのため、非線形最小化は通常の ICP
と同様となる。
今回の実装では、非線形最小化法としてニュートン法を

採用し、実装を行った。

4. 実験
以上のような Intensity-ICPスキャンマッチングを実装し、

実験を行った。この実験では、幾何特徴のない環境におい
て、通常の ICPスキャンマッチングによる自己位置推定と、
Intensity-ICPスキャンマッチングによる自己位置推定の精
度を比較した。
実験環境を図 3に示す。左側が実験環境の写真、右側が

実験環境の平面図である。柱などの凹凸のない白色の壁に、
黒色のドアが存在する環境である。幾何特徴はなく、壁とド
アで色が異なるという特徴があるのみである。なお、URG
は移動ロボット上に搭載した。
この環境において、スキャン位置を変えて 2回のスキャ

ンを行った。まず、ドアの正面において、参照スキャンデー
タを取得した。このときのロボット座標系の原点を、世界
座標系の原点とする。次に、人の手によりロボットを移動
させた。移動後の位置は、世界座標系において、(x,y,θ) =
(0mm,1000mm,30deg)である。この位置において、入力ス
キャンデータを取得した。
入力スキャンデータを参照スキャンデータにマッチング

させることで、入力スキャンデータを取得した位置を推定
する。すなわち、(x,y,θ) = (0mm,1000mm,30deg)が正解で
ある。
なお今回の実験においてはオドメトリデータは使用し

ていない。2 つのスキャン間の相対位置の初期値として、
(x,y,θ) = (0mm,0mm,0deg)を代入している。
図 4にマッチング前のスキャンデータをプロットしたも

のを示す。また、図 5に ICPスキャンマッチングの結果、
図 6に Intensity-ICPスキャンマッチングの結果を示す。各
図中において、左側の図の赤色の点列が参照スキャンデー



-3000

-2000

-1000

 0

 1000

 2000

 3000

-1000  0  1000  2000  3000  4000  5000

y 
[m

m
]

x [mm]

参照スキャンデータ

対応関係

入力スキャンデータ

 0

 5000

 10000

 15000

 20000

 25000

 30000

x [mm]

y 
[m

m
]

-1000  0  1000  2000  3000  4000  5000
-3000

-2000

-1000

 0

 1000

 2000

 3000
反射強度データ

Fig.4 Before scan matching
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Fig.5 ICP scan matching result
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Fig.6 Intensity-ICP scan matching result

タ、青色の点列が入力スキャンデータを表している。また、
その間を結ぶ緑色の線分は、各点の対応関係を表している。
右側の図は、各スキャンデータ点の反射強度を、色により
表現している。
図 5,6共に、うまくマッチングできているように見える。

しかし、ICPスキャンマッチングによる自己位置推定結果
は (x,y,θ) = (40mm,−567mm,29deg) であり、正解から約
1.5 mも離れた、間違った値に収束してしまっている。一
方で、Intensity-ICPスキャンマッチングの自己位置推定結
果は (x,y,θ) = (30mm,972mm,29deg) であり、30 mm程度
の誤差はあるものの、ほぼ正確な値に収束している。
これより、Intensity-ICPスキャンマッチングでは、幾何

特徴のない環境においても正確なマッチングが可能であり、
正しい自己位置推定ができることを確認できる。

5. 今後の課題
前述の通り、本稿では反射強度を不変特徴量であると近

似している。しかし実際には、反射強度は不変な特徴量で
はない。そのため、反射強度から物体表面の濃淡値などの
不変な特徴量を求め、その値を用いた方が良い。濃淡値を
求めるためには、文献 [15]に示されるような距離補正を行
う手法が有効である。文献 [15]では、実測値から、測定距
離、反射強度、濃淡値の関係を表すテーブルを作製し、そ
のテーブルを用いることで反射強度から濃淡値を求めてい
る。これは、URG内部では AGC(Automatic Gain Control)
が使用されているため、線形的な補正ができないためであ
る。なお、文献 [15]においては距離補正しか行っていない

が、角度補正を行うことも非常に有用であると考える。
他にも、不変特徴量として、反射強度の微分値を用いる

手法も有効だと思われる [14]。

6. まとめ
本稿では、測域センサから得られる反射強度データを用

いた、幾何特徴のない環境にも強い、新しいスキャンマッ
チング手法を提案した。また、幾何特徴のない環境での実
験を行い、提案した手法の有効性を確認した。

参考文献
[1] Hirohiko Kawata, Akihisa Ohya, Shin’ichi Yuta, Wa-

gle Santosh and Toshihiro Mori："Development of ultra-
small lightweight optical range sensor system", Proc. of
IROS’05, pp.3277-3282, 2005.

[2] Hokuyo Automatic Co., Ltd.
��������������	
���	�������

[3] Paul J. Besl, and Neil D. McKay："A Method for Reg-
istration of 3-D Shapes", IEEE Trans. on PAMI, Vol.14
No.2 pp.239-256, 1992.

[4] F. Lu, and E. Milios："Robot Pose Estimation in Unknown
Environments by Matching 2D Range Scans", Journal
of Intelligent and Robotic Systems, Vol.18, pp.249-275,
1997.

[5] M. Tomono："A Scan Matching Method using Euclidean
Invariant Signature for Global Localization and Map
Building", Proc. of ICRA’04, 2004.

[6] G. Weiss, G. Wetzler, and E. V. Puttkamer："Keeping
Track of Position and Orientation of Moving Indoor Sys-
tems by Correlation of Range-Finder Scans", Proc. of
IROS’94, pp.595-601, 1994.

[7] J. S. Gutmann, T. Weigel, and B. Nebel："Fast, Accu-
rate, and Robust Self-Localization in Polygonal Environ-
ments", Proc. of IROS’99, 1999.

[8] J. Weber, K. W. Jorg, and E. V. Puttkamer："APR - Global
Scan Matching Using Anchor Point Relationships", Proc.
of IAS-6, 2000.

[9] 大石岳史,佐川立昌,中澤篤志,倉爪亮,池内克史："
大規模距離画像の同時位置合わせ手法", 第 70回 3次
元フォーラム, Vol.18, No.4, pp.2-5, 2004.

[10] 増田健,岡谷（清水）郁子,佐川立昌："距離データ処
理 -複数距離画像からの形状モデル生成技術",第 146
回 CVIM, pp.105-116, 2004.

[11] Andrew Edie Johnson, and Sing Bing Kang："Registra-
tion and Integration of Textured 3-D Data", Proc. of the
International Conference on Recent Advances in 3-D Dig-
ital Imaging and Modeling, 1997.

[12] G. Godin, M. Rioux, R. Baribeau："Three-dimensional
registration using range and intensity information", Proc.
SPIE Videometrics III, Vol.2350, pp.279-290, 1994.

[13] Ikuko Shimizu Okatani, and A. Sugimoto："Registra-
tion of range images that preserves local surface struc-
tures and color", Proc. of the 2nd International Sympo-
sium on 3D Data Processing, Visualization, and Trans-
mission (3DPVT 2004), pp.789-796, 2004.

[14] R. Kurazume, K. Nishino, Zhengyou Zhang, and Kat-
sushi Ikeuchi："Simultaneous 2d images and 3d geomet-
ric model registration for texture mapping utilizing re-
flectance attribute", Proc. of the 5th Asian Conference on
Computer Vision, Vol.1, pp.99-106, 2002.

[15] 橋本 浩一, 細田 強, 前山 祥一, 安 弘："測域センサを
用いた夜間警備にも使える美術館遠隔鑑賞ロボットの
開発", SI2005, pp.589-590, 2005.



<<
  /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 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 (None)
  /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 [595.276 841.890]
>> setpagedevice


