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１．地域情報化とは

企業の情報化→目的と効果が明確

地域の情報化の目的は何か→地域活性化にＩＴ活用
これまでやってきたこと

地域情報提供

インフラ整備、ＩＴリテラシー向上

住民のネットワーク化

草の根民主主義（自立･自律した＝元気な人づくり）

地域情報化の尺度→エンパワーメントだけでよいのか

「共同体」ではなくなった地域に人のつながりをつくる

ソーシャル･キャピタルを増加させる道具
インターネットのお陰でネットワーク化のコスト低下



地域情報化の尺度？－エンパワーメントだけでよいのか

1. 地域情報提供

人口増加、来訪人口増加

2. インフラ整備・ITリテラシー向上

PC所有率、インフラ整備率、ネット利用人口

3. 住民のネットワーク化
多様なネットワーク形成→NPO数？

コミュニティの質向上→住みたい町ランキング？

4. 主体的市民増加

行政コスト削減？

5. 経済発展
GDP成長率？

（＊）Jマトリックス：ITを用いて地域経済活性化や生活の質（QOL）向上を実現するために、行政、企業、学校、NPOなど各セ
クターが取り組むべき課題や地域の資源を効率的に抽出するとともに、地域の横断的な人的ネットワークを構築するための
自己評価のためのベンチマークシート。２３の項目と４つのステージからなっている。

（＊＊） e-Japan評価制度



ソーシャル･キャピタル

ロバート・パットナム『哲学する民主主義』、『Bowling 
Alone』

ソーシャル･キャピタル（市民的共同体）：信頼、規範、ネット
ワークといった社会組織の特徴のこと。

それによって人々の協調行動が活発となり、社会の効率性
が高まる。

ロス･フィールド（ブログ）
人々がリンクし合うことがソーシャル･キャピタル。

インターネットのお陰でネットワークするコストが大幅に低下
したため、我々はソーシャル･キャピタルの価値を劇的に増
加させている。



２．札幌エリアの地域情報化
－これまでの総括



ITクラスターの形成と玉突き現象

汎用系情報処理産業の集積
北大マイコン研究会
札幌テクノパーク←本州企業支社（U・Iターン）
PC通信ネット～NORTH（インターネット）
ハイパー風土記→当初の目的を超えて、IT技術を市民
生活に活用したいと思う産官学（個人）ネットワーク形成
＝NCF
NPO（福祉、農業、教育、市民メディア、エネルギーな
ど）、異業種交流会、行政ネット活用、起業支援、起業
に広がり
受託系～システムハウス系～シーズ系～コンテンツ系



札幌エリアの情報化トピックス
76：マイコン研究会 産学・起業→集積
86：札幌テクノパーク分譲 産業・集積
93-：NORTH （WIDEプロジェクト） インフラ整備→リテラシー
94-95：ハイパー風土記（インターネットを使って始めての共同作業）

96-：NCF（渦のような運動を目指す）

98-：情報と教育フォーラム北海道 教育・リテラシー
98-：市民電子会議室「eトークさっぽろ」 行政
00-：札幌市役所内「@る～む」
00-02：BizCafe 産業・起業
01-：インフォメンター NPO支援
02-：シビックメディア 市民・メディア
01-：札幌市デジタル創造プラザ「ICC」 産業・起業
03-：BizCafe2 産業・起業・インターンシップ
03-：札幌市コールセンター「ちょっとおしえてコール」 行政

●行政、□民間



1993年- NORTH
インターネット技術向上・普及

1960年代
汎用系情報処理を中心にした情報産業の形成

1980年代
各業界団体設立

（ソフトウェア、情報処理、
システムハウス、CGなど）

1986年
札幌エレクトロニクスセンター

産官学協働の原動力

1994年
北海道マルチメディア協会

1976年マイコン研究会（北大青木教授）

1980年代
サッポロバレー企業群の誕生

1994-95 ハイパー風土記oroppas

1996年- NCF
産官学民によるネットワークコミュニティ

1985年
札幌テクノパーク造成

2000年
2000年

三浦･青木賞の創設

2000年
「サッポロバレーの誕生」出版

2001年
e-シルクロード アジアとの連携

2003年 北海道IT推進協会

2002年

1999年
北海道ベンチャーキャピタル

2001年 ICC
コンテンツSOHOインキュベーション施設

Biz Café
2000年6月

－2002年3月

Biz Café
2003年10月-NPO法人2002年-2006年

札幌ITカロッツエリア構想
文部科学省知的クラスター創成事業

IPO企業
続出

2004年
北海道IT経営応援隊

札幌ITクラスターの形成

（出所）データクラフト高橋社長作成より抜粋



ハイパー風土記
1994-95

NCF
1996-

北海道NPOバンク
2002-

ボラナビ倶楽部
1998- 2001NPO法人

NORTH
1993- 2003NPO法人

BizCafeⅡ
2003NPO法人

BizCafe
2000-2003

有珠山ネット
2000-

元気ネット
1999

アグリコ
2003NPO法人

さっぽろ村コミュニティ工房
2002-

札幌チャレンジド
2000- 2001NPO法人

ひまわりの種の会
2000- 2003NPO法人

札幌シニアネット
2001- 2003NPO法人

標茶インターネットプロジェクト
1996- 2002NPO法人

シビック･メディア
2002NPO法人

そら色ステーション、ようこそさっぽろ、ウェブシティさっぽろ

札幌コミュニティFM研究会
2004 4つのコミュニティFM

北海道NPOサポートセンター
1998- 1999NPO法人

インフォメンター
2001NPO法人

NPO推進北海道会議
1995- 1999NPO法人 Web開設

1997-

らいらっく
1996

北国からの贈り物㈱
2003-

㈱トライ・ビー・サッポロ
2002-

（有）CUBET
2002年-

市民電子会議室
「ｅトークさっぽろ」

1998-

札幌市コールセンター
「ちょっとおしえてコール」

2003-

札幌市役所内
「＠る～む」

2000-

情報と教育フォーラム北海道
1998-

PC-R
2000-2003

Nextday
2004NPO法人

情報化の玉突き現象
（＊）NCFメンバーが生んだもの、メンバーが係わっているもの、それらの活動から生まれたもの



北海道の人口
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札幌市のプラス面（住みやすい）
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札幌市のマイナス面（疎遠、経済脆弱）
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財政力指数

大学等進学率有効求人倍率

実収入（勤労者世帯当り）

消費者物価地域差指数

人口当り被保護実人員

札幌市

13大都市平均





札幌エリアの地域情報化
－これまでの総括

情報産業政策と市民生活のIT化が相乗効果

行政の施策を超えた産官学「個人」のネット
ワーク（NCF）→自立的市民の誕生

市民活動の玉突き現象→住みやすいまちへ

残された課題
疎な人間関係

市民活動間連携薄い

経済基盤の脆弱性



３．札幌エリアの課題克服に
情報化は役立つのか

ソーシャル・キャピタルの第２ステージ
細胞生物学の援用：何が阻んでいるのか
ベキ法則下：地方都市はどう考えたらよいのか
本当にベキ法則だけなのか



札幌エリアの課題→

市民活動間の連携薄い
個々には頑張っているが地域全体のパワーに
なっていない

離婚率・保護世帯率（・女性の喫煙率）の高さ
をどうみる

しがらみがない⇔人間関係が希薄

経済基盤の脆弱性をどうする
（IT産業）地場産業との連携薄い

（IT産業）大きくなりそこなっている

ソーシャル・キャピタル
の第２ステージへ



細胞生物学の援用→

1. 何が阻んでいるのか（活動の連携）

2. 阻害要因を減らすにはどうしたらよいのか
① 閾値に達していない→もっと組織化

② 全体の大きさを知って分裂を中止→ゲタを剥ぐ

③ パラサイト分子がハイパーサイクルを破壊→意識
改革

④ 少数コントロールが働かない→多数派と少数派
間に触媒作用を？

個人が悪いと見るのでは
なく、相互作用が起きにく
いなどの要因を考える。



細胞生物学（１）：閾値

シグナル分子の濃度がある閾値を超えると、化学反応を
通して、ある遺伝子が発現し、それによってあるタンパク
質が作られ、細胞の状態が変わる

Ａという遺伝子が働いてＡ’というタンパク質をつくり、Ｂとい
う遺伝子が働いてＢ’というタンパク質ができると、今度は
Ａ’とＢ’とが反応してある機能が発現する

→札幌NCFに見られる玉突き現象に類似

自発的組織への参加率を高める←情報化は１手段
アメリカ82％、日本36％（世界価値調査1990年）



細胞生物学（２）：全体に応じた大きさ

生物システムは、しばしば、各要素があたかも全体を
知っているかのように振舞う。

成長を通して、臓器全体の大きさがある段階になると、
それ以上細胞は分裂しなくなり適切な臓器の大きさで
成長が止まる。

肝臓移植などで一部を切り取られると、ふたたび増殖
をはじめてその大きさを回復する。

ゲタを履いた住民満足度の高さ→ゲタを剥がす



細胞生物学（３）：パラサイト分子

ハイパーサイクルを地域と考える
企業（A）、市民（B）、行政（C）がそれぞれ互いを触
媒し、良い循環が出来ている地域は、パワーが生ま
れる。

パラサイト分子がいる地域
たとえば、要求のみして義務を果たさないパラサイト
市民（B’）ばかりになると、行政の負担が増し、適切
な産業育成策が行われず、地域が疲弊してしまう。

自発的市民を増やして地域にハイパーサイクル
を作り出す。



ハイパーサイクル

Ｂの複製をＡが触媒し、
Ｃの複製をＢが触媒し、
Ａの複製をＣが触媒する。

互いにその複製を強化
するので、このループと
して速い速度で増えてい
く。



パラサイト分子

自分は触媒されて増殖
するが、他を触媒しない
分子。

Ａにより触媒されて自己
複製できる変異体Ｂ’は、
Ｃの複製を触媒しない。
このため、Ｂ’が増えても
Ｃが増えないので、ハイ
パーサイクルが壊れてし
まう。



細胞生物学（４）：少数コントロール

分子が２種類・ＸがＹをＹがＸを触媒・ＸがＹより速く増
殖する場合：変化が生じると、たくさんあるX分子では、
変化の向きが相殺されるが、数の少ないY分子では、
変化の向きが決まり、変化したＹに触媒されてＸにも
変化が及ぶため、細胞全体が大きく影響される。

地域でも多数派ではなく少数派が変革させるはず。

それが起きていないのは、XとYが触媒していないか
らか、地域が増殖していないからか。



ベキ法則の下で地域の戦略は？

1. ハブになるにはどうしたらよいのか
新しい価値を打ち出す。

ノードの切り替えコストを下げる。

成長の速いネットッワークを選ぶ。

分割して新しい相互作用を作り出す。

2. 個々の都市はどう考えればよいのか
同じ構造でも、構成分子によって特長がでる。

3. 本当にベキ法則だけなのか
ネットワークの階層性



ベキ法則（１）：新参者がハブになるには

新しい魅力を打ち出す（Google）
ノードの切り替えコストが低い（ネット）

速いスピードで増殖するネット（ポルノ映画）

札幌が（東京、SVに代わって）ハブになるには
アジアのBOBOS？
飛行機代金引き下げ？ 高速ネットインフラ？

子供市場よりは団塊市場を狙う？



ベキ法則（２）：ネットワークごとに固有の特長

検索エンジン、俳優、同性愛・・と、それぞれの
ネットワークは、固有の特徴を持っており、リン
クを獲得するスピードもそれぞれ異なっている。

ハブになるための道具立ては何か
札幌：政治･経済のハブ/富良野：演劇のハブ

札幌がハブにみえるのは：県庁ではなくすすきの
かも



生物間の違い：リンクの少ない分子

多くの生物の細胞は、同じような構造を持つ。
細菌の細胞も多細胞生物の細胞もベキ法則に則っている。

分子間の経路の隔たりも同じで、いずれも三次と小さい。

大半の細胞は、同じハブを持つ（リンクの多いほうから１０
番目までの分子は同じで、 大のハブはＡＴＰ）

ハブは共通でも、リンクの少ない分子は、生物ごとに
違う。

同じ人口規模の都市で、行政（ハブ）の仕組みは同じ
でも、市民ネットワークなどが都市ごとに違う。



ネットワークの生態系：ネットワークの階層性

コラボレーションフラット大12
創造的ネット

ワーク
3

コミュニケーション正規分布大150
社会的ネット

ワーク
2

出版ベキ法則1000以上
政治的ネット

ワーク
1

ブログの性格リンクの配置
ネットワークの

大きさ
ネットワークの

種類

（＊）ロス・フィールドのブログより



４．次に、わくわくさせる道具は何か

ソーシャル・キャピタルの第１ステージ
インターネットの衝撃

新しい時代の予感（直接民主主義、世界とつなが
る etc.）
このわくわくが人々をネットワーク化し意識変革を
もたらした

第２ステージに向かうための道具と予感とは
次の道具？

次の予感？



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /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
  /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 <<
    /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.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /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>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


