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空間情報ハブ抽出のためのウェブ
リンク解析手法
Web Link Analysis for Extracting Spa-
tial Information Hub Pages

張建偉� 石川佳治� 北川博之�

Jianwei ZHANG Yoshiharu ISHIKAWA
Hiroyuki KITAGAWA
ウェブの爆発的な拡大から，大量のウェブページの中から有用

な情報を抽出するためのウェブマイニングの研究が盛んに進めら
れている．一方では，携帯機器や GPSの普及から，特定の地域
に関するウェブ情報を提供する研究が進められている．本研究で
は，これらの動向を踏まえ，ウェブページ群からの空間情報ハブ
の抽出手法の開発を行う．本手法では，地理的な情報をもとに拡
張されたウェブのリンク構造を解析することにより，着目してい
る地域におけるページの評判や有用性を判定する．ウェブのグラ
フ構造を，着目している地理領域に関連した空間ノードと空間リ
ンクにより拡張する点が特徴となっている．

Recently web mining that tries to find relevant in-
formation from the vast amount of web pages has at-
tracted a lot of research interests. Besides, it is be-
coming an important task to provide information re-
lated to a user-specified geographic area. In this pa-
per, we propose a method to extract spatial informa-
tion hub pages. A spatial information hub is a web-
page which is related to a specified geographic area
and has much local information or many hyperlinks
to local web pages. We employ geographic information
to create spatial nodes and spatial links, and then con-
duct link analysis based on the extended link struc-
ture.

1. はじめに
ウェブの爆発的な拡大により，大量のウェブページの中から有

用な情報を抽出する技術はより重要さを増している．そのための
手法として，近年ウェブマイニング [1, 2]の研究が盛んに進めら
れている．特に，ウェブページ間のリンク情報を用いるリンク解
析は，評判の高いウェブページを特定するための重要な技術となっ
ている．
一方で，携帯機器や GPS の普及などにより，位置に応じて適

切な情報提供を行うためのサービスが現在重要となってきている．
そのようなサービスの 1つとして，指定された地点の周辺情報に
関するウェブページ群をユーザに提示する，地域性を考慮したサー
チエンジンや，特定の地域に関するウェブ情報を提供する研究が
進められている [3, 4, 5]．これらの研究では，ウェブページのコ
ンテンツ解析やリンク解析の手法を用いて，地域性を有するウェ
ブページの特定などを行っている．
これらの関連研究の動向を踏まえ，本研究ではウェブページ群

からの空間情報ハブの抽出手法の開発を行っている．本手法の特
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徴の一つは，ハイパーリンクで構成されるウェブのグラフ構造を，
着目している地理領域に関連した空間ノードと空間リンクにより
拡張する点にある．従来のウェブのリンク解析がウェブのリンク
情報をもとにページの評判や有用性を判定していたのに対し，本
手法では地理的な情報をもとに拡張されたウェブのリンク構造を
解析する．これにより，着目している地域における評判や有用性
という面も考慮してページを評価する．このような意味で，本研
究では空間情報ハブを，

ある地域に関するウェブページや地理情報に関して有
用な多くのリンク（ハイパーリンクおよび空間リンク）
を張っているウェブページ

と定義する．ウェブ上からこのようなページを抽出することがで
きれば，ある地域に関するポータルサイトとして活用することが
可能となる．

2. 関連研究
2. 1 ウェブマイニング
ウェブマイニング [1, 2]は，大別すると，ウェブページのコンテン
ツマイニング，リンク解析，ウェブサイトのログ解析の 3つのア
プローチに分けることができる．本研究では，リンク解析を中心
に空間情報ハブの抽出を図る．リンク解析手法の代表例としては，
Google で用いられている PageRank [6] や，ユーザが指定した
トピックに関してハブとオーソリティのページを抽出する HITS
[7]が挙げられる．また，[8]では，ウェブアーカイブからウェブ
コミュニティを抽出し，関連するウェブコミュニティ同士を辺で
結んだグラフを作成する手法を提案されている．[8] がオーソリ
ティ及びハブの集合をコミュニティとして扱ったのに対し，我々
は地域性を考慮し，特に空間情報ハブページの抽出を目的とする．
ここでは特に本研究で拡張を図る HITS (Hypertext Induced

Topic Selection) [7]について簡単に説明する．まず，前もってユー
ザが指定したキーワードにより数百ページ程度のウェブページを
サーチエンジンなどで抽出してルートセットとする．次に，ルー
トセット内のページからリンクされているページの集合とルート
セット内のページをリンクしているページの集合をサーチエンジ
ンなどを利用して求める．これらのページ群から構成されるウェ
ブの部分グラフを � とする．

HITSのアルゴリズムを図 1に示す．各ページのハブ度（その
ページが良いオーソリティのページをリンクしている指標）をベ
クトル �で，オーソリティ度（そのページが良いハブからリンク
されている指標）をベクトル �で表す．

1 � �� ��� � � � � �� � ��� � //スコアを初期化
2 �� �� �� �� �

3 � �� �

4 repeat
5 foreach � � � do // オーソリティ度の更新
6 ����� ��

�
����������� ������� //ハブ度の更新

7 ����� ��
�

��	
����� �������

8 end //スコアの正規化
9 �� �� �������

10 �� �� �������

11 � �� � � � //スコアが収束するまで
12 until ��� � ����� � ��� � ����� � �

13 return ���� ���

図 1: HITS のアルゴリズム
Fig. 1: HITS algorithm

2. 2 地域性を考慮したウェブ情報の収集・探索
ウェブの中から特定の地域に関するページを抽出するための研究
としてさまざまな手法が提案されている．[3] では，位置情報を
ウェブから収集する手法について述べている．[4] では，ウェブ
ページ内に含まれる地名・組織名などの地理情報，ページ内の話題
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の偏在性，話題の注目度など，さまざまな要素を考慮して，ペー
ジのローカル度を与える手法を提案している．ローカル度は，そ
のページが地域密着型の情報を有しているかの判断に利用する．
ローカル度のアプローチとは異なるが，本研究においてもウェブ
ページがどの程度地域密着型の情報を表しているかというローカ
ル性を考慮している．ローカル性が高いページやローカル性が高
いページを多数リンクしているページをより高く評価するように
リンク解析処理を工夫している．

[5]では，地域情報サービスを提供するため，ウェブ空間を拡張
するアプローチを述べている．通常のウェブページ間のリンク以
外に地理空間上へのリンクを用いてウェブを拡張することで，地
理空間を経由したウェブ空間のナビゲーションが可能となる．一
方，本研究では，着目している地理情報を表す空間ノードと，空
間ノード間および空間ノードとウェブページ間の空間リンクを導
入することで，ウェブ空間を拡張する．[5]が拡張したウェブ空間
をユーザに提供するナビゲーション機能に利用していたのに対し，
本研究ではリンク解析によるウェブページからの情報抽出・知識
発見に用いる点が大きく異なる．

3. 提案手法の概要
3. 1 ウェブページ群からの空間情報の抽出
前処理として，ウェブデータの収集を行い，収集した各ウェブペー
ジの中から，空間情報の抽出を行い，その座標値を計算する．空
間情報の抽出においては，正確性を重視して，正確な座標が特定
できるような 7桁の郵便番号などの情報を利用する．実際のウェ
ブページには，これら以外にも地理情報に関連付け可能な多数の
情報が含まれている．しかし，部分的な地名（例：「東京」「春日」）
などは抽出が困難であいまい性が高いため，ウェブページ内に含
まれる地理情報に対応する地点を正確に特定することが難しいた
め，抽出は行わない．以上の処理により，各ウェブページには一
般に 0個以上複数個の座標値が対応することになる．

3. 2 ベースセットの構築
リンク解析処理は，ユーザから分析対象の地理領域が指定された
時点で開始する．指定された地理領域に対し，その中に関連する
座標値の少なくとも 1つが含まれるようなページを収集し，これ
をルートセットとする．HITSと同様，このルートセットのページ
に関連するページを追加し，ベースセットを構築する．すなわち，
ルートセットに含まれるページへのリンクを有するウェブページ，
および，ルートセットに含まれるページがリンクしているウェブ
ページの追加を行う．これにより，図 2の左側のような，指定さ
れた地理領域に関連するページ群からなるウェブ空間のサブグラ
フを構築する．
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図 2: 拡張ベースセットの例
Fig. 2: Example of an extended base set

HITSではユーザ指定のキーワードをもとにルートセットを構
築するのに対し，本手法では空間的な条件をもとに構築する点に
大きな違いがある．

3. 3 空間ノード・空間リンクの生成
次に，空間ノードと空間リンクを生成する．空間ノードとは，ベー
スセット内のウェブページ中に含まれる住所・郵便番号などの地
理的情報に対応するノードである．ただし，同じ表記（例：同一の
郵便番号や住所表記）については空間ノードを 1つだけ生成する．
次いで，空間ノードとその情報を含んでいたページの間に双方

向のリンクを作成する．このリンクは，ウェブのハイパーリンク
と異なり，空間的な関連性に基づくことから，空間リンクと呼ぶ．
また，2つの空間ノードの間の距離がある閾値以下である場合に
も，お互いが近傍にあるものと考え，双方向の空間リンクを生成
する．
本手法では，空間ノードと空間リンクを前節で説明したベース

セットに追加することにより，ベースセットを拡張する．以下で
はこれを拡張ベースセット (図 2)と呼ぶ．あいまい性が生じない
場合には，そのままベースセットと呼ぶ．これにより，たとえば
2つのウェブページの間にハイパーリンクのつながりがない場合
でも，位置が近い地理情報を含んでいる場合などにはお互いの間
に関連性が生じることになる．このように拡張されたベースセッ
トをもとにリンク解析を行うことで，本手法では地理的な情報も
考慮してウェブページの評判や有用性を評価する．
以上のように構築された拡張ベースセットのグラフ構造は，ウェ

ブ空間上における近さ（意味的な関連や組織・社会的な関連を反
映）と地理空間上の近さを融合したものとなっている．

3. 4 リンク解析処理
3. 4. 1 リンクの入出次数に基づく指標の導入

本手法では，図 2のように，各ウェブページ内に現れるすべて
の空間情報に対応して空間ノードが存在し，そこへの空間リンク
があると考える．しかし，実際のリンク解析では，着目している
地理領域内の空間ノード，および，それらへの空間リンクのみを
分析対象とする．つまり，リンク解析の際には，仮想的に存在す
る空間ノード，空間リンクのうち，着目している地理領域に関連
するもののみを実際に考慮する．ただし，複数の空間情報を含む
ウェブページの場合，それらの地理的位置が離れていたり，着目
している領域外の空間情報が含まれる場合も多いため，本研究で
は，着目領域内への空間リンクを多数有しているページの重要性
を高め，他の領域の情報を多く含むページの重要性を低くするた
めに，ノードに重み付けを行うリンク解析手法 [9] の考え方を拡
張し，以下の 2つの指標を定義する．
ノード � から出るリンク（ハイパーリンクおよび空間リンク）

の総数を ������	
��� とし，そのうち拡張ベースセット内のノー
ドを指すリンクの数を � � � ����� ������	
��� とする．このとき，
��� ��������を，

��� �������� �
� � � ����� ������	
��� � �

������	
��� � �
(1)

と定義する．この値は，含んでいるリンクが拡張ベースセット内
のノードを指すほど高くなり，拡張ベースセット外のノード（地
理的な意味で関連が低いノード）を指すほど低くなるという性質
がある．
たとえば，図 2において，ノード �から出るリンクは �本があ

るが，そのうち拡張ベースセット内へのリンクは 2本である．よっ
て，ノード �については，

��� �������� �
� � �

� � �
�

�

�
(2)

となる．
同様に，ノード � に入るリンクの総数を �����	
��� とす

る．そのうち，拡張ベースセット内のノードからのリンク数を
� � � ����� �����	
���とする．これらをもとに，�� ��������を，

�� �������� �
� � � ����� �����	
��� � �

�����	
��� � �
(3)

と定義する．
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3. 4. 2 拡張した HITS によるリンク解析

本手法では，前節で提案した ������ �����を HITSのアルゴリ
ズムに導入する．これにより，拡張ベースセット内のノードより
も外のノードと関連が深いノードのハブ度，オーソリティ度のス
コアをより低く評価することができ，逆に，拡張ベースセット内
のノードと密接に関連しているノードの評価を高くできると考え
られる．
拡張したHITSのアルゴリズムを図 3に示す．6行目と 7行目

で上記の指標による重み付けを行っている点が相違点である．

1 � �� ��� � � � � �� � ��� �

2 �� �� �� �� �

3 � �� �

4 repeat
5 foreach � � � do
6 ����� �� �� �������� �

�
����������� �������

7 ����� �� ��� �������� �
�

��	
����� �������

8 end
9 �� �� �������

10 �� �� �������

11 � �� � � �

12 until ��� � ����� � ��� � ����� � �

13 return ���� ���

図 3: 拡張した HITSのアルゴリズム
Fig. 3: Extended HITS algorithm

3. 4. 3 スコアの計算例

図 2の拡張ベースセットに対するハブ度，オーソリティ度の計
算結果を表 1に示す．ハブ度が最も高いノードはノード 2で，ノー
ド 4，5がそれに続いている．ウェブページとして見た場合，ノー
ド 5は外向きのリンクがなくハブとはなり得ないが，本手法では
良質の空間情報を有している（良質の空間リンクを多数有してい
る）と評価されて，高いハブ度となっている．

表 1: 提案手法によるスコアの計算結果
Table 1: Hub/authority scores (proposed method)

ノード番号 ハブ度（�100） オーソリティ度（�100）
1 8 19
2 67 7
3 2 14
4 27 33
5 8 56
6 2 0
7 6 1
8 4 0
9 0 22

10 0 6
11 1 0
12 18 47
13 48 21
14 32 30
15 32 4
16 4 32

比較のため，従来の HITSアルゴリズム（図 1）により，拡張
前のベースセット（���の処理で生成されたグラフ）を分析した場
合のスコアを表 2に示す．ハブ度について見た場合，ノード 2が
高いスコアとなっている点は提案手法と同様であるが，ノード 5
の評価が低く，逆にノード 8の評価が高い点などが異なる．提案
手法では，ノード 8は空間情報との直接的な結びつきがないため
低く評価されているが，従来の HITSでは高く評価している．

4. 実験
4. 1 実験の準備
実験に利用するのは国立情報学研究所により提供されている
NTCIR-4 WEB タスク文書データ（NW100G-01）である．こ
のデータは文書 ��� 	�
� ��	 件を収集し，��� ��� �� 個のリンク

表 2: 従来の HITSによる計算結果
Table 2: Hub/authority scores (original HITS)

ノード番号 ハブ度（�100） オーソリティ度（�100）
1 9 43
2 88 0
3 0 22
4 17 50
5 0 43
6 9 0
7 17 15
8 35 0
9 0 36

10 0 43
11 17 0

が含まれている．
前処理として，NW100G-01 データから各ページのメタ情報

（URLなど），ページの間のリンク情報などをデータベースに追加
した．空間情報に関しては，7桁の郵便番号を中心に情報の抽出と
空間的な位置との対応付けを行い，データベースに登録を行った．

4. 2 実験結果
4. 2. 1 ������ �����導入に関する比較

第一の実験として，空間ノード間に空間リンクを張るかどうか
の距離の閾値を 	�		� に限定し，着目領域を東京都豊島区池袋本
町（〒 ��			��）から距離が 	�	�� の地域に指定する．なお，こ
こでの距離は，緯度，経度を �座標，� 座標と近似的にみなした
座標値をもとに計算する．
提案手法によるハブ度の上位  件のリンク情報を表 3 に示す．

�� ��は文書の ��である．
 ���	は文書中の全ての空間リンク数
で，� � � 
 ���	 はそのうち着目している地域内の空間ノードへの
空間リンク数である．� ���	は文書中の全てのウェブリンク数で，
� � � � ���	 はそのうちベースセット内のウェブページへのウェブ
リンク数である．��� �����は全てのリンク（ウェブリンクと空間
リンク）のうち有効なリンクの割合である．��� は各ページに対
して，良いハブページかどうかの評価である．なお，各ページの
内容とリンク先のページの内容を見ることで評価した．○は良い
ハブページを表し，×は良くないハブページを表す．△のページ
はどちらとも言えないものである．
表 3: 提案手法によるハブ度上位６件のリンク情報（豊島区）

Table 3: Link classification in top-ranked hubs(Toshima)

doc id s link eff s link w link eff w link out ratio eva
13039139 8 6 0 0 0.7777 ○
13513770 11 6 0 0 0.5833 ○
7160587 12 5 0 0 0.4615 △
6641959 8 2 8 8 0.6470 ×
10565146 8 2 0 0 0.3333 ×
10585207 20 3 0 0 0.1904 ×

比較のため，空間ノードと空間リンクを生成するが，������ �����

の指標を導入しない場合のハブ度上位 件のリンク情報を表 4に
示す．
表 4: ������ ����� を導入しない場合のハブ度上位６件のリンク情
報（豊島区）
Table 4: Link classification in top-ranked hubs without ������ ����� (Toshima)

doc id s link eff s link w link eff w link eva
10822643 62 4 26 26 ×
9321218 371 3 22 22 ×

11724304 209 4 31 31 ×
13039139 8 6 0 0 ○
13513770 11 6 0 0 ○
7160587 12 5 0 0 △

表 4で示されたように，������ �����の指標を導入しないと，ハ
ブ度が上位になるページはウェブリンクと空間リンクを多く持つ
が，そのうち着目している地域内への空間リンクの割合が低い．
即ち，着目している地域以外の空間情報を多く含むという欠点が
ある．
表 3で示されたように，������ �����を導入することで，このよ
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うなページはより低く評価される．

4. 2. 2 閾値の影響

第二の実験として，空間ノード間に空間リンクを張るかどうか
の距離の閾値 �を 	�		�に限定し，着目地域をつくば市天王台（〒
�		����）から距離が 	�	�の地域に指定する．提案手法によるハ
ブ度の上位 件のリンク情報を表 5に示す．
表 5: 閾値 	�		� の場合のハブ度上位６件のリンク情報（つくば）

Table 5: Link classification in top-ranked hubs(Tsukuba, � � �����)

doc id s link eff s link w link eff w link out ratio eva
6608658 0 0 630 45 0.0729 ×
6191997 0 0 154 24 0.1612 ×
9795990 0 0 92 17 0.1935 ○
7511229 0 0 30 9 0.3225 △
13941808 1 1 10 10 1 ○
8254577 0 0 43 1 0.0454 ×

空間リンク作成のためのの閾値 �の影響を比較するために，同
じく着目地域をつくば市天王台（〒 �		����）から距離が 	�	�の
地域に指定し，閾値 �を 	�		�に増やした．提案手法によるハブ
度の上位 件のリンク情報を表 6に示す．
表 6: 閾値 	�		� の場合のハブ度上位６件のリンク情報（つくば）

Table 6: Link classification in top-ranked hubs(Tsukuba, � � �����)

doc id s link eff s link w link eff w link out ratio eva
4968622 15 12 0 0 0.8125 ○
4968829 5 3 0 0 0.6667 ○
9921832 9 3 0 0 0.4 △
12469677 52 10 44 44 0.5670 ×
12343866 8 4 5 5 0.7143 ×
7204947 9 3 5 5 0.6 △

閾値 �が小さい場合，空間リンクを持たないが有効なウェブリ
ンクを有しているページ（つまり，リンク先のページが着目地域
内の空間情報を持つページ）が上位となっている．閾値 �を増や
すことで，ウェブリンクを持たないが空間リンクを多数有してい
るページがより上位となっている．
なお，比較のため，ウェブリンクを用いず，空間リンクのみを

用いた実験も行った（実験結果は省略）．ウェブリンクと空間リ
ンクの双方を用いる手法とほぼ類似した結果を得たが，例えば表
5の第 �番目のページのような良いハブページは上位とはならな
かった．このページはつくば市の研究機関，学校などのホームペー
ジのリンク集であり，それ自身は空間情報を含んでいないが，有
効なウェブリンクを有している．すなわち，このページのリンク
先のページは指定された地域内の空間情報を有している．単に空
間リンクだけではこのようなページを良いハブとして抽出できな
いことから，本手法でウェブリンクと空間リンクを併用すること
の利点が確認できた．

5. まとめと今後の課題
本研究では，特定の地理領域に関し有用なリンクを張っている

良質のウェブページである空間ハブを，ウェブのリンク解析によっ
て求める手法を提案した．また，実験により，������ �����の有用
性や，空間リンク作成のための閾値設定の影響を見た．
以下，今後の課題を挙げる．

1. 提案手法の改良
(a) ������ ����� 定義式の工夫：今回の提案手法では，有
効なウェブリンクと空間リンクの割合を一つの指標に
まとめ計算したが，それらを分離してウェブリンクの
������ �����，空間リンクの ������ �����とすることも考
えられる．

(b) リンクの重み付け：今回の提案手法では，ウェブリン
クと空間リンクを同様に扱ったが，ウェブリンクと空
間リンクに異なる重みをつけることも考えられる．　　　

(c) 閾値の決定：今回の実験では，空間リンク作成のため
の閾値は実験的に設定したが，適切な値を自動的に設

定する方式の開発が求められる．例えば，空間ノード
間の空間リンク数が一定となるように閾値を選ぶ方式
が考えられる．

2. HITS以外のアルゴリズム：今回の提案手法では，HITSを
ベースとしたが，HITS以外のアルゴリズムを拡張すること
も検討したい．

3. データの収集：今回の実験では，NW100G-01データを利用
したが，着目する地域について，このデータの中に必ずしも
良い空間ハブがないこともあった．また，リンク先のページ
が必ずしもデータセットに含まれていないため，精度の低い
解析となることも考えられる．データを有効に収集するため
の特定の領域に関する空間情報のクローリングも今後の課題
である．

[謝辞]
本研究の一部は，日本学術振興会科学研究費基盤研究

(C)(2)(16500048)，旭硝子財団研究助成，および CREST「自律
連合型基盤システムの構築」による．

[文献]
[1] S. Chakrabarti, Mining the Web: Analysis of Hypertext

and Semi Structured Data, Morgan Kaufmann, 2002.
[2] P. Baldi, P. Frasconi, and P. Smyth, Modeling the Inter-

net and the Web: Probabilistic Methods and Algorithms,
Wiley, 2003.

[3] 横路誠司, 高橋克巳, 三浦信幸, 島健一, 位置指向の情報の収
集,構造化および検索手法,情報処理学会論文誌, Vol. 41, No.
7, pp. 1987–1998 (2000).

[4] C. Matsumoto, Q. Ma, and K. Tanaka, Web Information
Retrieval Based on the Localness Degree, Proc. DEXA
2002, LNCS 2453, pp. 172–181 (2002).

[5] 平松薫,石田亨,地域情報サービスのための拡張Web空間,情
報処理学会論文誌：データベース, Vol. 41, No. SIG 6(TOD
7), pp. 81–90 (2000).

[6] S. Brin and L. Page, The Anatomy of a Large-Scale Hy-
pertextual Web Search Engine. Computer Networks and
ISDN Systems, Vol. 30, pp. 1–7 (1998).

[7] J.M. Kleinberg, Authoritative Sources in a Hyperlinked
Environment. JACM, Vol. 46, No. 5, pp. 604–632 (1999).

[8] 豊田正史,吉田聡,喜連川優,ウェブコミュニティチャート―
膨大なウェブページを関連する話題を通して閲覧可能にする
ツール―, 電子情報通信学会論文誌 D-I, Vol. J87-D-I, No.
2, pp. 256-265 (2004).

[9] K. Bharat and M.R. Henzinger, Improved Algorithms
for Topic Distillation in a Hyperlinked Environment,
Proc. SIGIR, pp. 104–111 (1998).

張 建偉 Jianwei ZHANG
筑波大学システム情報工学研究科在学中．Webとデータベースの
研究に従事．日本データベース学会，情報処理学会学生会員．
石川 佳治 Yoshiharu ISHIKAWA
筑波大学システム情報工学研究科/計算科学研究センター助教授．
データベース，データ工学，情報検索などに興味を持つ．日本デー
タベース学会，情報処理学会，電子情報通信学会，人工知能学会，
ACM，IEEE CS各会員．
北川 博之 Hiroyuki KITAGAWA
筑波大学システム情報工学研究科/計算科学研究センター教授．異
種情報源統合，データマイニング，文書データベース，WWWの
高度利用などの研究に従事．日本データベース学会，情報処理学
会，電子情報通信学会，日本ソフトウェア科学会，ACM，IEEE
CS各会員．著書に「データベースシステム」（昭晃堂）など．

4 日本データベース学会 Letters Vol. 3, No. 3



<<
  /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


