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1. はじめに
Web上に存在する大量のデジタルコンテンツを有効利

用するため、テキストや音楽などのコンテンツに対して
メタ情報 (アノテーション)を付与し利用する研究 [1][2]
が盛んに行われている。これらの研究から、コンテンツ
のセマンティクスを考慮してアプリケーションを実現す
る重要性、セマンティクスを扱うためにはそのコンテン
ツの詳細な構造情報を扱う必要があることが読み取れる。
一方、言語学におけるプラグマティクス (語用論)の分

野では、文のセマンティクスを把握するためには、その
文を捉える人の解釈を考慮する必要があるとしている。
例えば表層的に複数の意味を持つ文であっても、実際に
その文を人が解釈することで一つの意味を見出すことが
できる。これは言語に限らず、映像、音楽、絵画などの
コンテンツにも当てはまると考えられる。
音楽を例にすると、楽曲のグルーピング構造と拍節構造

を分析する手法である GTTM(Generative Theory of Tonal
Music)[3]は複数のルールにより楽曲の構造化を行う手法
であるが、ルール適用に関して厳密な定義がなされてい
ないため，必ずしも一意の解を求めることができない。そ
こで浜中ら [4]は GTTMの計算機モデルとしてルールの
優先順位を決定するパラメータを導入した。実際にパラ
メータを決定するのは人であり、多様に存在する解釈の
中から人がセマンティクスを決定する例であるといえる。
コンテンツの詳細な構造に関する多様な解釈を扱うた

めには、いくつかの問題点を解決しなければならない。
コンテンツの内部構造を詳細に記述するメタデータ形式
[5][6] は、コンテンツの種類に依存しており互換性に乏
しく、異種類のコンテンツを同時に利用した処理には適
さない。一方、異種類のコンテンツを横断するメタデー
タの記述形式として RDF[7]が提案されているが、コン
テンツ自体の記述形式が XMLでなければ、そのコンテ
ンツの構造情報を記述できないという強い制限が存在し、
一意の解釈や定義のみを扱う形式であるため同一リソー
スに対する多様の解釈を扱うことに適していない。
そこで我々は、任意のデジタルコンテンツにおける詳

細な構造に関する多様の解釈を統一的に扱うためのプラッ
トフォームとしてAnnphony(アンフォニー)を構築してい
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る。Web上の多くのユーザからライトウェイト・アノテー
ションとしてコンテンツへの多様の解釈の収集を支援す
る。また、コンテンツのセマンティクスとしての構造を
アノテーション群により表現するメタコンテンツを提案
する。Annphony は各コンテンツに対するメタコンテン
ツの生成と利用に関しても支援を行う。
本稿では我々が構築しているアノテーションプラット

フォーム Annphony におけるデータ形式について延べ、
Annphonyによるメタコンテンツの生成とそれがもたら
す効果について述べる。

2. Annphony
2.1 アノテーションとスキーマの形式
任意のデジタルコンテンツの内部構造に関する多様な

の解釈を記述するためには、1．任意のコンテンツのセグ
メントを指し示し、2．指し示したセグメントに対する複
数の解釈を記述できなければならない。また多種多様な
コンテンツを横断する応用を実現するために、3．既存の
アノテーション定義を効率的に利用し、柔軟に新たな定
義を記述できる必要がある。Annphonyではこの 3点を
以下に述べる手法で解決する。

コンテンツのセグメンテーション

コンテンツの詳細箇所を指し示す手段は、XPointer[8]
やURI time interval specification[9]などが存在するが、全
てのメディアを網羅できておらず、また例えば「ある楽
曲の、特定の時間区分に含まれる特定の楽器パート」と
いった、提案されている形式では指し示すことのできな
い例が多く存在する。そこで、任意のコンテンツの任意
のセグメントを指し示すことのできる柔軟な表現形式と
して ElementPointer を提案する。ElementPointer は以下
の形式をとる。

[Content URI]#epointer([List type]([Schema URI]
([arg1,arg2...]),([arg1,arg2...])))

コンテンツの URIに続き、#epointer 以降にコンテン
ツのどの部分を指し示すかを記述する。スキーマ URI以
降に続く引数の順序とそれぞれが表す意味は、RDF[7]の
スキーマ記述言語である RDFS(RDF Schema)[10]により
記述される。ElementPointerのスキーマの詳細について
は後述する。また ElementPointerでは、同一のコンテン



ツ内に限り、複数のセグメントをグループ化することを
許している。List typeにグループの種類を指定すること
で、複数のセグメントの集合を表す。List typeには、RDF
においてリストを表現する seq (順序付リスト)、bag(順序
無しリスト)、alt (代替表現リスト)のいずれかを用いる。
本形式により、代表的なコンテンツの構造化手法である
グルーピングを実現する。List typeの利用は任意である。
以下に ElementPointerの具体例を示す。

http://domain1/picture.jpg#epointer
(http://domain2/dim.rdfs#dim(10px,20px,30px,40px))

この例では、絵画・地図など、2次元で表されるメディ
アに対する ElementPointerをスキーマ URIにおいて 4つ
の引数 (X・Y座標、幅、高さ)により定義し、そのスキーマ
を用いて具体的な部分を表している。実際には URIとし
ての妥当性を保つため、スキーマのURIとそれに続く引数
の部分を URLエンコードする。計算機は ElementPointer
のURIと、その中に記述されているスキーマのURIを参
照することで、どのコンテンツのどの部分を指し示して
いるかを解釈する。
新たにElementPointerを定義する場合、ElementPointer

によって示されたコンテンツのセグメントを扱うための
ElementPointerプロセッサを同時に作成し、後述する El-
ementPointerスキーマへのアノテーションとして関連付
けることで、本プラットフォームにおいて該当するプロ
セッサを利用することができる。ElementPointerプロセッ
サは、指定されたセグメントの存在確認や、実際に指定さ
れた部分を取得するメソッド、また二つの ElementPointer
間の論理和、論理積、差にあたる部分の取得など、Ele-
mentPointerの演算を行うためのメソッドで構成される。

多様な解釈の記述

Annphonyで扱うアノテーションは ElementPointerで
規定したセグメント間の関係や、複数の解釈を多数のコ
ンテンツに対して記述するため、コンテンツやアノテー
ション同士の関係は複雑なグラフ構造になると予想され
る。そこで、アノテーションの基本形式にリソースの関
係を有向グラフで表現できる RDFを採用した。しかし、
RDFは一意の解釈や定義の記述を目的とした形式であり、
多様の解釈を記述することに適していない。
そこで Annphonyでは RDFを一部拡張してアノテー

ションを記述する。図 1に示すように、RDFでは主語・述
語・目的語の Tripleで記述するが、Annphony Annotation
はそれに加え、そのアノテーションの識別子であるアノ
テーション URIを持つ Quadで表現する。
図 2 は 2 つのリソースに対する印象アノテーション

の例である。アノテーションの指し先を表す<an:target>
タグと、RDF におけるコレクション表現のタグである
<rdf:Seq>、<rdf:Bag>、<rdf:Alt>のいずれかにより複
数のリソースに対するアノテーションを記述する。また、
アノテーション自体に Annphonyが発行する URIを持た

図 1: RDFと Annphony Annotationの違い

図 2: Annphonyにおけるアノテーションの例

せることで、同一の対象に対する複数の解釈情報の記述
を可能にしている。また同時に、不十分な解釈に追加情
報を記述するなど、アノテーションに対するアノテーショ
ンを可能にしている。

アノテーション定義

アノテーション定義を記述する形式として RDFSを採
用する。日付、後述するアノテータ URIや信頼度など基
本的なアノテーションを定義する基本アノテーションを
ルートとし、既存のアノテーションを継承して新しいア
ノテーションを定義する。アノテーション定義には、そ
のアノテーションの説明や、利用可能なプロパティとそ
のデータ型が記述される。図 3では、印象情報を文字列
型 (string)で記述するためのアノテーションを定義してい
る。基本アノテーションを継承しているため、そこで定
義されている日付やアノテータ URIなどのプロパティも
同時に記述できる。
データ型はXML Schema[11]で定義されている integer

や stringなどのプリミティブ型に加えて、XML Schema
において正規表現や列挙による型、単位付きの型などを
記述する SimpleTypeにより定義された型を利用すること
ができる。
多種多様なコンテンツを横断するアノテーションの獲

得のためには、Dublin Core[12]のようにコンテンツの種

図 3: Annphonyにおけるアノテーション定義の例



類に依存しない共通のプロパティを定義し、そのプロパ
ティをそれぞれのアノテーションで利用することが必要
となる。Annphonyではアノテーション定義に対してさら
にアノテーションを付与することで、アノテーション定
義の検索を支援する。
アノテーションの定義を登録する際、定義の作成者は、

定義者情報、自然言語による利用例などの説明、「Jazz」、
「ニュース」、「判例」など複数のタグによる適用可能なコ
ンテンツの列挙を行う。どのような場面においてその定
義が利用可能であるかという情報は、定義の作成者本人
が全て網羅することは困難である場合が多いため、定義
者以外の複数のユーザがそのスキーマに対して利用例や
タグなどのアノテーションを行うことも許している。ま
た ElementPointerの定義へのアノテーションの場合、上
記のアノテーションに加え 2.1節で述べた ElementPointer
プロセッサを指定する。
また Annphonyは上記のアノテーションに基づくアノ

テーション定義の検索機能を備える。任意のユーザは、
キーワードでの検索や、適用するコンテンツのタグ情報
から絞り込むことで容易に目的の定義を発見し、その定
義を利用したり拡張定義を記述する。
前節で述べた ElementPointerの定義も、アノテーショ

ンの定義と同様にRDFSで記述されるが、通常のアノテー
ション定義に加え、それぞれのプロパティの出現順序を
明示する。これは ElementPointerの URIで記述される引
数の順序を確定するためである。
コンテンツの詳細箇所を指し示す手段は、XPointerや

URI time interval specificationの他にも存在するが、幅広
い分野のユーザが必ずしもそれらを熟知しているわけで
はない。ElementPointer の定義の形式をアノテーション
定義と同様の形式にすることで、コンテンツの詳細箇所
を指し示す手段についても容易に検索し、利用・新規定
義をすることができる。

2.2 メタコンテンツの生成と利用

横断的にコンテンツのセマンティクスを扱うためのコ
ンテンツの表現手法としてメタコンテンツという概念を
提案する。メタコンテンツはあるコンテンツに関連し、
且つユーザに適合するアノテーション群により形成され、
コンテンツのセマンティクスを表現する。
以下に Annphonyにおけるメタコンテンツ生成の手順

を述べる。まずあるコンテンツに対して関連付けられた
アノテーションを検索し、さらにそのアノテーションに
関連付けられたアノテーションを順に辿ることでそのコ
ンテンツに関連するアノテーション群を取得する。アノ
テーション間の関係が複雑になり、再帰が収束しない場
合も考えられるため、実際には最大の到達ノード数を限
定する。
次に、あるコンテンツに関連するアノテーション集合

から、ユーザに合ったアノテーションを選択する。メタコ

ンテンツの生成の際に競合する解釈が複数存在する場合
には、その中から適切な解釈を採用する処理が必要にな
る。その最も単純な方法として、複数の競合する解釈の
中から最も適切なものをユーザがインタラクティブに選
出する手法が考えられる。しかし競合する解釈が多数存
在する場合や、そのユーザにとって未知のコンテンツが
対象である場合などは、一つ一つの解釈を選択するイン
タラクティブな手法が困難である。そこで各コンテンツ
対して付与された複数の解釈の中から、ユーザにとって
適切であるものを推論し、選択しなければならない。つ
まり、多数のアノテーションから何らかの指標によりア
ノテーションをフィルタリングしなければならない。そ
こで我々はアノテーションの基本的なフィルタリング指
標として、以下のパラメータを提案する。
• ユーザの類似度
• アノテーション信頼度
• 同値の解釈の割合
• アノテーション数
情報フィルタリングの手法の一つとして協調フィルタ

リング [13]が存在する。類似するユーザが推薦するコン
テンツは、そのユーザにとってもよいコンテンツである
場合が多く、コンテンツ推薦手法として有効であるとさ
れている。アノテーションのフィルタリングに関しても
同様に協調フィルタリングの手法が有効ではないかと考
えた。

Web上のユーザからの収集するライトウェイト・アノ
テーションを扱うためには、その信頼性を判断する必要
がある [14]。そこで各アノテーションに「信頼度」プロパ
ティを付与し、フィルタリング指標の一つに採用する。信
頼度の算出に関しては、文献 [15]において定義された手
法を採用した。本手法ではアノテーションを付与するア
ノテータの信頼度を利用してアノテーションの信頼度を
算出する。そのため Annphonyではそれぞれのアノテー
タに URIを持たせ、そのプロファイルをアノテーション
として管理する。また全てのアノテーションにアノテー
タ情報を付与する。
またコンテンツの推薦度やアンケートなど、同一コン

テンツまたは同一セグメントに対して同種のアノテーショ
ンが多数存在する場合、多数派または少数派の意見を優
先的に採用することが望まれる場合があるだろう。そこで
同じ属性値を持つ解釈が同一リソースに対するアノテー
ション群の何割を占めるかというパラメータを採用する。
同一コンテンツに対する複数のアノテーションの中か

ら一つだけを採用し利用する場合や、複数のアノテーショ
ンを用いて平均などの演算結果を採用する場合が考えら
れる。複数のアノテーションを利用する場合に必要となる
パラメータとして利用するアノテーション数を採用する。
各アノテーションについて、それぞれパラメータの上

限・下限値をユーザ自身が設定することで、雑多なアノ
テーションの中からユーザに合ったメタコンテンツを生
成する。これらのパラメータは基本的なものであり、実
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図 4: コンテンツからメタコンテンツへ

際にはアプリケーションの種類によって随時新規のパラ
メータを追加する必要もあるだろう。このように様々な
パラメータをユーザが設定することにより選択されたア
ノテーション群をメタコンテンツとする。
コンテンツの詳細な内部構造によってそのコンテンツ

のセマンティクスを表現する研究が複数存在する [5][16]。
それらの研究において多く見られるコンテンツの構造化手
法として、グループ化、階層化が挙げられる。Annphony
では ElementPointerと複数の主語を記述することにより、
コンテンツの任意の箇所のグループ化に対応する。また、
コンテンツやアノテーションを一つのノードとみなし、
それらの関係をツリー形式で記述し、そのツリーを利用
する機能を備える。さらに、アノテーションの基本構造
として RDFを採用しているため、他のコンテンツとの間
の関係をグラフ構造で記述することもできる。Annphony
はこれら 3つの構造をコンテンツのセマンティクスとみ
なし、選択したアノテーション群からこれらの構造を形
成する。またそれらの構造を扱うための APIを用意して
メタコンテンツ処理を支援する。

3. メタコンテンツがもたらす効果
Annphonyでは任意のコンテンツに対するアノテーショ

ンを取得できるため、図 4のように任意の種類のコンテ
ンツに対応するメタコンテンツを生成することができる。
メタコンテンツという統一した形式により様々な種類の
コンテンツを扱えるようになり、異種類のコンテンツを
を横断的に利用する処理が容易に実現できる。具体的な
応用例としては、例えばビデオのテロップに対するアノ
テーションに、テキスト処理のために定義されたアノテー
ション定義を利用するなど、異種コンテンツ間でアノテー
ションを共有し、互いに利用したり、音楽プレイリスト
を拡張した音楽に限定されない、複合メディアのプレイ
リストを作成・配信するマルチメディア・プレイリスト
など、従来困難であった複数のコンテンツのセマンティ
クスを考慮した統合メディア処理が実現されるだろう。
またアノテーションは、人間がコンテンツに対し詳し

い意味記述を行うものである。そのため大量のアノテー
ションを用いてその解析を行うことにより、リソースの

分類体系やその関係、推論のためのルールなどを定義す
るオントロジーの構築を実現できる可能性を秘めている。
トピックマップ [17]ではリソース全体についてのオン

トロジー構築を目指しているが、コンテンツの任意の箇
所を分節化する ElementPointerは、より詳細なオントロ
ジーの構築に役立つと期待できる。また Web における
様々なコンテンツにまたがる意味関係情報を含むメタコ
ンテンツが増加することになるため、メタコンテンツを
利用したWeb上に存在する様々なリソース全体に関する
横断的なオントロジーを構築することが期待される。

4. 終わりに
本稿では、アノテーションを基に Web 上に存在する

様々なデジタルコンテンツに関する意味情報を横断的に
扱うメタコンテンツという概念を提案し、メタコンテン
ツ処理を実現するためのアノテーションプラットフォー
ム Annphonyについて述べた。
今後はネットワーク上に Annphonyが複数存在する分

散環境における協調機能やアノテーションのアクセス・
編集ポリシーについて検討すると共に、実際にメタコン
テンツによる応用を実現していく予定である。

参考文献
[1] Katashi Nagao. “Digital content annotation and transcoding,” Artech

House Publishers, London. 2003.
[2] 梶克彦,長尾確. “任意のデジタルコンテンツに対するアノテーショ
ンプラットフォーム,” 電子情報通信学会Web インテリジェンスと
インタラクション, WI2-2006-16, pp.89-94, 2006.

[3] Ray Jackendoff, F. L. “A Generative Theory of Tonal Music,” MIT
Press, 1996.

[4] Masatoshi Hamanaka, Keiji Hirata, Satoshi Tojo. “Automatic Time-
span Tree Analyzer based on Extended GTTM,” Proceedings of the 6th
International Conference on Music Information Retrieval(ISMIR2005),
pp. 358-365, September 2005.

[5] 橋田浩一. “GDA:意味的修飾に基づく多様との知的コンテンツ,” 人
工知能学会誌, Vol.13, No.4, pp528-535, 1998.

[6] MPEG-7 Consortium. “MPEG-7,” http://www.mp7c.org/, 2002.
[7] W3C. “Resource Description Framework,” http://www.w3.org/RDF/,

1999.
[8] W3C. “XML Pointer Language,” http://www.w3.org/TR/WD-xptr,

2001.
[9] Pfeiffer, S., Parker, C. and A. Pang. “Specifying time inter-

vals in URI queries and fragments of time-based Web resources,”
http://www.annodex.net/TR/URI fragments.txt, 2003.

[10] W3C. “RDF Schema,” http://www.w3.org/TR/rdf-schema/, 2004.
[11] W3C. “XML Schema,” http://www.w3.org/XML/Schema, 2001.
[12] “The Dublin Core Metadata Element Set,” ANSI-NISO Z39.85-2001,

http://www.niso.org/standards/resources/Z39-85.pdf, 2001
[13] U. Shardanand and P. Maes. “Social Information Filtering: Algo-

rithms for Automating “Word of Mouth”.,” Proceedings of CHI, 1995.
[14] B.J. Fogg. “Prominence-Interpretation Theory:Explaining How Peo-

ple Assess Credibility Online,” Proceedings of CHI, pp. 722-723, 2003.
[15] 山本大介,長尾確. “閲覧者によるオンラインビデオコンテンツへ
のアノテーションとその応用.” 人工知能学会論文誌, Vol.20, No.1,
pp. 67-75, 2005.

[16] 平田圭二,松田周. “パピプーーン：GTTMに基づく音楽要約シス
テム,” 音楽情報科学研究会研究報告 No.046-005, 2002

[17] SC34/WG3. “Topic Maps,” ISO/IEC 13240, 2002.



<<
  /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 1.3
  /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 true
  /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.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


