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1 まえがき

インターネットに代表されるデータ通信需要の

爆発的な拡大に対応するため、バックボーンネッ

トワークとアクセスネットワークの高速・広帯域

化が進んでいる。バックボーン伝送では、大容量

トラフィックを効率よく多重し長距離伝送するこ

とで、伝送コストを下げることと、トラフィック

変化へフレキシブルに対応することが期待されて

いる。ここでは、既設、もしくは実用化が容易な

伝送を前提とした大容量・長距離伝送技術が求め

られる。一方、バックボーンとアクセスを結ぶメ

トロ領域では、ノードとなるルータの処理速度が、

ネットワークの広帯域化に対するボトルネックと

なる。ルータを構成するスイッチ LSI の内部は

CMOS LSI の微細化により高速化されるが、LSI

と外部との接続や、ボード間インターフェースは、

高速化、低消費電力、信号線数低減が依然課題で

あり、高速光接続技術による解決が望まれている。

本稿では、広帯域ネットワーク実現のための基

幹網大容量伝送技術と装置内光リンク技術に関し

て、開発した技術について述べる。超大容量波長

多重伝送技術の研究開発では、超大容量

10.9 Tbps 実験、1000 波 WDM 伝送実験、超長

距離 40 Gbps－9,000 km 伝送、そしてシンプルな

伝送路構成による 5 Tbps 光リンク技術の成果に

ついて述べる。これらは、超大容量・超長距離伝

送を実現する究極的な成果と、実用化展開を意識

した技術展開をした成果で構成される。一方、低

コスト光リンクとして進めた光 I/O 内蔵型スイッ

チ LSI モジュールでは、1 チャネル当たり速度

10Gbps の光 I/Oを内蔵するスイッチLSIモジュー

3-4 大容量光リンク技術の研究開発
3-4  Research and Development of High-Capacity Optical Link

Technologies

福知　清　 畠山意知郎　 伊東俊治　 蔵田和彦
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要旨
基幹網での爆発的な伝送容量拡大に対応するため、大容量トラフィックの効率的な長距離伝送や、

大容量トラフィックのルーティング処理における LSI の入出力高速化、小型化が重要な研究課題とな

っている。本稿では、大容量長距離伝送に必要な高密度多重分離や伝送路設計技術の研究開発と、そ

れにより実現した 10.9 Tbps 伝送や 1000 波伝送の結果について述べる。また、低コストで小型な大

容量光接続を実現する、光 I/O 内蔵型スイッチ LSI モジュールの研究開発結果についてもまとめる。

In order to accommodate the explosively increasing Internet traffic into trunk optical fiber
network, there are several issues to be solved, such as effective extension of transmission
distance with high capacity data stream, and small-sized / low-power LSI interface for high
capacity traffic routing chip. In this paper we demonstrate our developed ultra-dense WDM
technology and transmission fiber design to enable 10 Tbps and/or thousand-wavelength WDM
long-haul transmission system. Result of switch LSI module development with very small optical
interface is also summarized that will enable very high capacity optical interconnection.

［キーワード］
光ファイバ通信，波長多重，テラビット伝送，光モジュール技術，光接続
Optical  fiber  communication,  Wavelength  division  multiplexing,  Terabit  transmission,  Photonic
module  technology,  Optical  interconnection
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ルを開発した。その中で進めた、低コスト超小型

光 I/O と 10 Gbps 光送受信動作、CMOS LSI 上

でのスイッチ動作について述べ、チャネル当たり

10 Gbps クラスの光接続について論じる。

2 超大容量波長多重伝送技術の研究
開発

2.1 高密度多重WDM伝送技術の開発

基幹伝送系の容量を増大するには、1 ファイバ

に収容する信号の多重数を増す必要があり、その

ためには、時分割多重度を上げる信号の高速化と、

WDMでの波長数の増大を併用することが有効で

ある。しかし、大容量信号の伝送には、広い伝送

帯域が必要となるため、光伝送帯域の広帯域化、

もしくは狭変調スペクトルの利用などによる高密

度化が求められる。これに対して、本研究では、

40 Gbps 信号による 10 Tbps 級WDM伝送を目標

とし、実現に必要な二つの技術開発を行った。

第 1 は、偏光多重分離技術による高密度多重の

実現である。簡易な変調方式である NRZ 方式

40 Gbps 信号の間隔を 50 GHz まで狭めると、隣

接チャネルのクロストークが問題となる。偏光多

重分離は、送信側で隣接チャネルの偏光を直交し

て多重し、受信側で波長分離後に残存するクロス

トークを偏光分離により除去する。実験評価の結

果、40 Gbps－50 GHz 間隔多重信号の分離を劣化

なく行えることを確認した。

第 2 は、1490 nm を中心とする S 帯の光増幅

器である、ツリウム添加光ファイバ増幅器

（TDFA）［1］の開発による広帯域化である。TDFA

は、ツリウム（Tm3＋）を添加した光ファイバを半

導体レーザで励起する構造を持ち、励起光効率が

40 ％以上得られるなど、エルビウム添加ファイバ

増幅器（EDFA）と同等の実用性を備える。TDFA

と C 帯及び L 帯の EDFA により、伝送帯域

107 nm が得られた。これらの技術を合わせて、

図 1 に示すように、総容量 10.9 Tbps（40 Gbps×

273 ch）という世界最大容量の 100 km WDM伝送

に成功した［2］。

一方、多波長を用いた大容量 WDM 伝送技術

も、波長資源を活用するネットワークの実現に必

要である。最近、2.7 Gbps－1044 波長多重信号が

JGNⅡ光テストベッドでエラーフリー伝送され

る［3］など、1000波級のWDM伝送研究が進んで

いる。このような多波長 WDM 技術が、広域展

開する基幹伝送路で用いられるためには、大容量

化だけでなく長距離化が求められる。これに対し、

本研究では、10 Gbps の 1000 波 WDM長距離伝

送を目標とした。ここで、1000 波長を光ファイ

バの低損失領域にシームレスに収容するため、帯

域 100 nm（約 125 THz）の超広帯域集中ラマン増

幅器を中継増幅器に用いた［4］。

多重間隔は 12.5 GHz となり極めて狭いため、

本検討でも隣接チャネルのクロストークが問題と

なる。今回は、多重分離に偏光分離を行わず、多

段インターリーバで構成する矩形光フィルタ（帯

域幅 11 GHz、抑圧比 35 dB）での波長分離のみと

し、変調方式と多重方式の最適化により劣化を最

小化した。検討した変調方式は NRZ とデュオバ

イナリ、多重方式は同一偏光多重と偏波インター

リーブ多重（直交偏光多重）である。これらの組合

図1 10Tbps多重分離伝送実験系の構成
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せでの多重分離後の符号誤り率を、図 2 に示す。

デュオバイナリ変調と偏光インターリーブ多重

で、劣化を 1 dB 程度まで抑えられ、長距離伝送

に適することが分かった。これらの技術を集大成

して、10 Gbps－12.5 GHz 間隔の 100 nm 帯域模

擬伝送を行い、1,000 km クラスの伝送が可能で

あることを、実験的に確認した［5］。

2.2 超長距離光ファイバ伝送技術

大容量伝送に必要となる 40 Gbps 伝送は、高い

信号光パワーが必要で、かつ高速化に伴う光ファ

イバの非線形歪による劣化が顕著となる。これに

対して、本研究では、純シリカコアファイバの実

効コア断面積（Aeff）を 195μm2まで拡大した大口
径純シリカコアファイバ（195-μm2-Aeff PSCF と
略す）を開発し［6］、分布ラマン増幅技術を併用する

ことにより、極めて非線形性の小さな伝送路を構

築することに成功した。図 3（a）に伝送路の構成を

示す。低ロスでラマンゲインが小さい 195-μm2-
Aeff PSCF をスパン後半に、DCF を前半に配置

する「逆 2 回交番接続伝送路」構成とすることで、

図 3（b）に示すようにロスとゲインをほぼつりあ

わせた。この構成により、スパン内のパワー変動

を 3.5 dB にまで抑えることができ、伝送路入力

パワーを大幅に低減することができた。

195-μm2-Aeff PSCF を用いた逆 2回交番接続伝

送路の非線形低減効果を確認するため伝送特性を

評価した。32 波長（1539. 0 nm～1563. 0 nm、

100 GHz 間隔）の DFB-LD 光源を 42.7 Gbps で

CS-RZ 変調し、偏光インターリーブ多重して伝送

した。50 km スパン伝送路での分布ラマン増幅に

は、波長 1424，1437，1449，1465 nm の 4 波

WDMの励起光源を用いた。全パワーは 650 mW

とした。図 4 に 9,000 km 伝送後の光スペクトル

を示す。光信号対雑音比はそろっており、信号ス

ペクトル拡がりが小さいことから非線形効果が抑

えられたことが分かる。32 波長すべてにおいて、

誤り訂正後でエラーフリーを確認し、当時世界初

の太平洋横断距離での 40 Gbps－WDM 伝送を実

証した。

上記伝送路は、極めて低い非線形性という高性

能であるが、1 スパンを 4 ファイバで構成する、

スパン長が 50 km と短いという、実用化に向け

た課題を有する。これに対して、よりシンプルか

つ長スパン伝送を可能とする伝送路実現に向け、

局所分散が 14 ps 前後の中分散を持つ正負ファイ

図2 10G-12.5 GHz間隔での各種高密度多
重方式の符号誤り率特性

図3 低非線形伝送路の構成

図4 9000 km伝送後の光スペクトル
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バ 1 種ずつで構成する、中分散・分散マネージメ

ント伝送路（MD-DMF）の開発を行った［7］。正分

散ファイバと負分散ファイバを約 51 km と約

29 km とし、正分散ファイバの Aeff を 120μm2

と大きくすることで、非線形性の抑圧、低損失性、

分散フラット性を得ている。開発した 80 km MD-

DMF の各 5 スパンの損失特性及び波長分散（ス

パン 3 及び全 5 スパントータル）の測定結果を、

図 5 に示す。C 帯から L 帯にかけて損失 19 dB

が得られている。本伝送路を用いて、40 Gbps の

100 GHz 間隔－C帯 32 ch を用いた伝送評価を行

った。変調方式は RZ-DPSK 方式とし、最適化さ

れた信号出力パワー 0 dBm/ch において図 6 に示

す伝送後の Q値を得た。MD-DMF 伝送路によっ

て、80 km という長スパンにおいても 6,000 km

級の伝送が可能であることが確認され、伝送路設

計技術の有効性が示された。

3 光 I/O内蔵型スイッチLSIモジュ
ールの研究開発

ネットワーク全体のブロードバンド化を図る上

でボトルネックとなっているルータの処理速度を

向上するためには、スイッチ LSI 内部の高速化と

ともに、LSI、ボード、装置間インターフェース

の高速化による信号線数増大回避と低消費電力化

が課題である。この課題に対して、1 チャネル当

たり 10 Gbps のポート速度の光入出力インターフ

ェース（以降で「光 I/O 」と略す。）をパッケージに

内蔵した、光 I/O 内蔵型スイッチ LSI モジュー

ルの実現に取り組んだ。

図 7 に、光 I/O 内蔵型スイッチ LSI モジュー

ルの概念図を示す。光－電気変換を行う超小型、

送受各 4 c h 一体型の光 I / O（PET I T：

Photonic/Electronic Tied InTerface）と CMOS LSI

が、BGA 基板上に実装される。PETIT 内の光素

子である、波長 850 nm の VCSEL と受光素子で

ある PIN-PD は、専用のファイバコネクタで結合

される。本モジュールにより入出力信号が光ファ

イバとなるため、安価なプリント配線板へ実装が

可能となる。また、光 I/O が小型なため、LSI ま

での電気伝送が短く波形劣化補正回路が不要とな

り、消費電力が低減される。

本光 I/O 内蔵システム LSI モジュールの具体

設計を進めた。光 I/O の実装プラットフォームに

低コスト、低誘電率、低損失の樹脂基板［8］を用い、

簡易かつ高効率となる樹脂基板を基準面とする光

結合系を用いた。光素子の実装には、高精度フリ

ップチップ実装技術［9］を適用する構成とした。

小型かつ多チャネル化に必要な送受信チャネル間

図5 MD-DMFの損失特性

図6 MD-DMFの伝送特性

図7 光 I/O内蔵型スイッチLSIモジュールの
概念図
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のクロストーク抑制のため、電磁遮へいをする完

全箱型構造を形成し、結合線路を用いた。光 I/O

である PETIT とファイバの結合には、PETIT コ

ネクタ［10］を用いた。開発した超小型光 I/O の構

成を、図 8 に示す。PETIT 全体の体積はわずか

294 mm3（14×14×1.5 mm）である。

試作した低コスト化光 I/O について、送信のみ、

受信のみ、送受信同時に動作させた場合の符号誤

り率測定を行い、最小受信感度とクロストーク量

を評価した。試験信号には、10 . 3125 Gbps の

2 7－1 PRBS 信号を用いた。図 9 に四つのチャネ

ルでの送信光出力波形と受信電気出力波形を示

す。すべてのチャネルで良好なアイパターンを確

認した。図 10 に光 I/O の受信特性を示す。1 チ

ャネル動作時では、符号誤り率 10－12となる最小

受信感度は－9 dBm を得た。また、4 チャネル全

動作時のクロストークペナルティは、送信側で

1.0 dB、受信側で 1.0 dB、送受間で 0.6 dB と小

さく抑えられた。

超小型 10 Gbps 光 I/O と 20×20 クロスポイン

トスイッチ LSI を用いて、光 I/O 内蔵型スイッチ

LSI モジュールを試作した。試作したモジュール

に、10.3125 Gbps の 2 7－1 PRBS 信号（消光比

3 dB）を通して、各出力信号をスイッチを切り替

えて確認したところ、4 チャネルいずれの出力か

らも良好な波形を得た。さらに、Advanced TCA

標準ラックを使用し、バックプレーンには、

ATCA標準ラックに対応したファイバーシートを

用い、開発したモジュールを搭載するスイッチカ

ード、カード接続用の光直角コネクタを搭載する

簡易スイッチ装置を試作した（図 11）。評価の結果、

バックプレーンの光接続を確認し、低コスト、小

型光リンクの有効性を確認した。

図8 超小型光 I/Oの構成

図10 光 I/O受信特性

図11 ATCA標準ラックを使用した簡易スイ
ッチ装置図9 光 I/Oの送受信波形
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4 むすび

広帯域光ネットワーク実現に必要となる、大容

量伝送技術と低コスト光リンク技術の研究開発結

果について述べた。10.9 Tbps 伝送や 40 Gbps－

9,000 km、1000 波 WDM 伝送で得られた究極技

術や、5 Tbps 光リンク向け伝送路開発で行った

実用化展開技術、そして光 I/O 内蔵型スイッチ

LSI モジュールで進めた低コスト小型光技術は、

今後期待される高信頼でフレキシブルな光ネット

ワーク実現に向け、更に高度化されることが期待

される。

謝辞

本研究成果は、情報通信研究機構委託「トータ

ル光通信技術の研究開発」、「テラビットルータに

向けた高速信号処理用光モジュールの開発」で行

われたものである。

参考文献

01 T.Kasamatsu,  et  al,  "Laser-diode-pumped  highly-efficient  gain-shifted  thulium-doped  fiber

amplifier  operating  in  the  1480-1510-nm  band",  Optical  Fiber  Communication  Conference

OFC2001,  TuQ4,  2001.

02 K.Fukuchi,  et  al.,  "10.92-Tb/s  (273×40-Gb/s)  triple-band/ultra-dense  WDM  optical-repeatered

transmission  experiment",  Optical  Fiber  Communication  Conference  OFC2001,  PD24,  2001.

03 高良ほか，“JGNⅡを用いた1000波WDM伝送及び波長パスルーティング実証実験”，情報通信研究機構季

報，Vol.51，Nos.3/4，p.33，2005.

04 M.Kakui,  et  al.,  "Highly  Nonlinear  Fibers  and  Their  Application  to  Discrete  Raman  amplifiers",

OAA2003,  paper  MC1,  2003.  

05 K.Fukuchi,  et  al,  accepted  for  presentation  to  Opto-Electronic  Communication  Conference  2006.

06 M.Tsukitani  et  al.,  "Ultra  low  nonlinearity  fiber  with  improved  microbending  performance",  Opto-

Electronic  Communication  Conference,  OECC2002,  11D1-3.

07 K.Mukasa  et  al.,  "Dispersion  Management  Line  consisted  of  Medial  Dispersion  Fiber  (MDF)",

ECOC2004,  paper  We.3.3.3,  2004.

08 加美ほか，“10Gb/s 小型光電気集積実装プラットフォーム”，電子情報通信学会2002年総合大会，C-3-

42.

09 山本ほか，“光 I/O内蔵システムLSI モジュール（4）光素子実装”，電子情報通信学会2003年ソサイエティ

大会，C-3-126.

10 佐々木ほか，“光 I/O 内蔵システム LSI モジュール（5）基板実装型コネクタの開発”，電子情報通信学会

2003信学会ソサイエティ大会，C-3-127.



41

特
集

物
理
層
実
現
技
術
・
光
信
号
処
理
／
大
容
量
光
リ
ン
ク
技
術
の
研
究
開
発

福
ふく

知
ち

清
きよし

NECシステムプラットフォーム研究所
大容量光ファイバ通信

伊
い

東
とう

俊治
としはる

NECシステムプラットフォーム研究所
大容量光ファイバ通信

畠
はたけ

山
やま

意知
い ち

郎
ろう

NECシステムプラットフォーム研究所
高速光サブシステム

蔵
くら

田
た

和彦
かずひこ

NECシステムプラットフォーム研究所
高速光サブシステム



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

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


