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 通常，検索エンジンが返す検索結果は膨大な数であり，ユ

ーザはそのうちの上位数件しか見ないことが多い．しかし検

索タスクの中には情報を網羅的に収集しなければならない

ような状況も存在する．このような場合，ユーザは自分にと

って明らかに不必要な検索結果を幾度もチェックする必要

がある．我々はこれまでに，ユーザの編集操作に基づいて検

索結果をリランキングするシステムを提案してきた．本稿で

はそうした検索結果閲覧タスクに対して本研究の手法を適

用し，その有用性を検証する． 
 

Search engines return a huge number of Web search 
results, and the user usually checks merely the top 5 or 
10 results. However, users sometimes have to collect 
information exhaustively. In this case, the user must 
check search results repeatedly that are clearly 
irrelevant to the user. We have proposed a reranking 
system based on the user's edit-and-propagate 
operations. In this paper, we apply this idea to that 
information retrieval tasks and evaluate its usefulness. 
 

1. はじめに 
近年各種の検索エンジンを利用した情報収集が一般化し

ている．通常の情報検索では，ユーザは自分にとって必要な

結果が数件程度集まれば良いことが多く，検索結果を上位5

～10件程度閲覧すれば十分な量の情報を得られることが多

い．しかし，情報検索タスクの中には網羅的な検索を行わな

ければならない状況も存在する．例えば，新しい車を購入す

るために，ウェブ検索を用いて情報を集めようとする場合に

は，様々な車種について，性能や評判といった情報をできる

だけ多く収集する必要があるだろう．また，自分や他人の書

いた論文をすべて集めてくるような際には，論文情報検索エ

ンジンにアクセスし，膨大な検索結果を取捨選択する必要が

ある． 

通常の網羅的検索タスクは大きく分けて下記に挙げる二
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つの行為が存在し，互いに行き来しながらユーザは求める情

報を集めていると考えられる． 

検索結果の網羅的収集： 求める情報をできるだけ多く取得

することができるように，複数のクエリを作成し，検索エン

ジンから検索結果を網羅的に取得する行為 
検索結果の網羅的閲覧： 検索エンジンから取得した検索結

果を網羅的に閲覧し，求める情報を取捨選択する行為 
 収集した検索結果の網羅的閲覧について考えると，現状で

は以下の点に問題がある． 
検索結果の精度： 情報検索におけるユーザの検索意図は

様々なものがある．検索エンジンがユーザの入力した検索ク

エリだけを利用してユーザの検索意図を把握することは困

難であり，検索結果の多くがユーザの求めるものと異なるこ

とは珍しくない．そのため，ユーザは網羅的に情報を集める

際，明らかに不適合な検索結果を何度もチェックしていかな

ければならない． 
検索結果の分類： 網羅的検索では，検索結果集合から得ら

れた情報を分類することが重要である．最も単純な分類は，

この検索結果は自分が求める情報である，または求める情報

ではないという分類である．それ以外にも，例えば，論文の

サーベイをしている場合に，自分の研究と関係がありそうな

論文の検索結果を，分野や研究の関連度で分類するといった

ことが挙げられる．ユーザはこのような分類を行う際，頭の

中ですべて記憶しておくとか，関係のある検索結果のページ

のウィンドウを開いたままにしておくであるとか，メモをと

る等の手間をかけなければならない． 
上記の問題点から，現状の網羅的検索タスクでは，検索結

果の適合・不適合の判断，検索結果からリンク先ページへの

行き来，検索結果の分類，クエリの生成といった種々の操作

が入り乱れ，ユーザの負担となっている．  
我々はこれまでに，削除や強調といった編集操作を可能と

し，検索結果をリランキングするシステムを提案してきた

[1]．本稿では，これまでに我々が開発してきたシステムを

さらに拡張し，網羅的検索の閲覧タスクを支援する方法を提

案する．提案するシステムを利用することで，ユーザは検索

結果の精度改善と検索結果の分類を，編集操作を用いて容易

に行うことができるようになる． 
 
2. 網羅的検索タスク 
2.1 網羅的検索タスクとは 
網羅的検索とは，調べたい事柄に関連する集合的な知識を，

１つないし複数の観点からできるだけ漏れが無いように収

集していくようなタスクである．そのようなタスクでは，検

索結果の収集と，その検索結果の網羅的閲覧という行為が欠

かせない行為であると考えられる． 

2.2 網羅的収集 

ユーザは網羅的検索タスクにおいて，求める答えを含むよ

うなクエリを生成しなければならない． 

このタスクを支援する手法としては，クエリ拡張[2]のよ

うな手法を用いて，ユーザの求める答えをできるだけ含むよ

うなクエリを自動的に生成することが有効であると考えら

れる．本システムでは，ユーザは手動でクエリを入力するが，

クエリ拡張のような手法は網羅的収集を支援する上で有効

であると考えられる． 

2.3 網羅的閲覧 
検索結果を網羅的に閲覧する上での問題点は，1 章で述べ

たとおり，検索精度の改善と，検索結果の分類という２種類
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に分けることができる．大規模な検索結果を効果的に分類す

る手法として代表的なものにはクラスタリング[3][4]が挙

げられる．[5]にあるように，文献データベース等のクラス

タリングは，非常に高い精度で同姓同名人物を判定でき，あ

る人物の論文情報をすべて集めたいといった網羅的検索タ

スクに対して非常に有効に働くことも考えられる．しかし，

そのクラスタ内の結果を，自分の研究の関連度や論文の分野

で分類する際，クラスタリングの手法だけでは困難である．

ユーザのニーズに合った検索結果の精度向上や，ユーザの求

める評価軸での検索結果の分類のためにはユーザとシステ

ムのインタラクションが不可欠である．また，インタラクシ

ョンによりクラスタリングの性能も飛躍的に向上させるこ

とができると考えられる． 

 

3. 編集操作を用いた網羅的閲覧支援 
3.1 インタラクション 
ユーザとシステム間のインタラクションは図 1の通り． 

検索精度の改善

検索結果の分類

クエリ入力 クエリ入力 クエリ入力

検索結果

削除・強調操作

ドラッグ＆ドロップ

 
図１：ユーザとシステム間のインタラクション 

Fig.1 Interactions between users and our system 

 

（１） ユーザはシステムにクエリを入力 

（２） システムはクエリを検索エンジンに送り検索結果を

取得 

（３） ユーザは収集した検索結果を順次閲覧 

（４） 必要に応じて以下の 3種類の操作を再帰的に行う 

（a）編集操作を用いた検索精度の改善 

（b）編集操作を用いた検索結果の分類 

（c）クエリの追加による新たな検索結果の収集 

（５）ユーザは検索結果を十分に分類し終わると，分類され

た検索結果や未分類の検索結果を閲覧し，求める答え

を獲得する 

3.2 検索精度の改善 
3.2.1 操作の種類 

ユーザの行う編集操作の種類は以下の通りである． 

削除操作： 削除操作は，ユーザが自分にとって不要な情報

をシステムに伝える操作である．システムは削除されたキー

ワードや検索結果と関係のある検索結果を下位にリランキ

ングする． 
強調操作： 強調操作はユーザが自分にとって必要な情報を

システムに伝える操作である．システムは強調されたキーワ

ードや検索結果と関係のある検索結果を上位にリランキン

グする． 
3.2.2 操作の対象 
 一般に，検索結果はタイトルやURL，スニペットといった

属性から構成される．また，論文の検索結果ではこれらに加

えて，著者リスト，学会名，掲載年度といった属性も検索結

果を構成する要素となる． 

本論文では，このような属性中のキーワードに対する操作

による検索結果のリランキングを実装した． 

3.2.3 リランキングの流れ 
ユーザのキーワードの削除・強調に基づいた検索結果のリ

ランキングの流れを以下に示す． 

（１）システムはユーザに検索結果集合R ={r1, r2, ..., rN}
を提示(riはi位の検索結果) 

（２）ユーザは受け取った検索結果を順次閲覧し，必要に応

じて検索結果中の属性attr中のキーワードsを削除・強調 

（３）システムはユーザが編集操作を行った属性attrとキー

ワードsを取得し，属性attr内にsを検索結果内に含むような

検索結果 r∈R に対して以下の式を適用する 

        NtypeirSC *)( +=       (1) 

ここで，SC(r)は検索結果rの適合度，type は操作の種類

であり，削除の場合は-1，強調の場合は1となる．またN は
検索結果の数を表す． 

（４）検索結果をSC(r)の値でリランキングしユーザに提示 

（５）（２）へ戻る 

3.3 検索結果の分類 
一般的なウィンドウシステムでは，ファイルを分類・整理

するためにフォルダという機能が一般に用いられている．複

数のファイルを一つのフォルダに格納することで，複数のフ

ァイルをまとめて扱うことができる．そこで，本稿では，検

索結果を分類・整理するための機能として，このフォルダを

導入する． 
3.3.1 操作の種類 
 ユーザはドラッグ＆ドロップという様々なアプリケーシ

ョンの中で広く利用されている編集操作を用いて検索結果

の分類を行う．ドラッグ＆ドロップは，ある場所にあるもの

を，より適切な場所へと移動する操作である．例えば，不要

なファイルをゴミ箱へ捨てるであるとか，文書の編集中にコ

ンテンツを別の適切な場所へと移動するといったことに利

用している．本稿では，ドラッグ＆ドロップを，ユーザが分

類したい検索結果をシステムに伝える操作として導入する．  

3.3.2 操作の対象と検索意図 
キーワード： ユーザが検索結果中のあるキーワードをある

フォルダに入れるということは，ユーザはそのキーワードを

含むような検索結果をそのフォルダへと分類したいという

意図を汲み取ることができる． 
検索結果集合： 自分の求める検索結果集合を上位にリラン

キングした後，適合する結果を全て，あるフォルダに分類し

たいということがある．その場合，ユーザは該当する検索結

果をすべて選択し，フォルダへとドラッグ＆ドロップすると

考えられる． 
フォルダ： フォルダはユーザが分類した検索結果の集合で

ある．複数のフォルダの検索結果を併合したいときは，ユー

ザはあるフォルダを別のフォルダへとドラッグ＆ドロップ

すると考えられる． 
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図 3：システムの実行例 
Fig.3 Example of our system 

クエリ入力エリア
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図２：システムの実装例 

Fig.2 Screenshot of our system 

4. 実装 
提案システムを実現するため，システムの実装を行った．

本システムはウェブ検索結果と論文情報検索結果を扱うこ

とができる．ウェブ検索エンジンとしては Google，論文情

報検索エンジンとしては GoogleScholar を利用した． 
システムの実行例を図 2 に示す．システムはクエリ入力エ

リア，検索結果表示エリア，及び検索結果分類エリアから成

り立っている． 

4.1 クエリ入力エリア 
ユーザはクエリ入力エリアにクエリを入力して検索結果

を収集する．ユーザがクエリを入力すると，システムはクエ

リを検索エンジンに送り，検索結果を取得する．システムは

その検索結果を検索結果分類エリア最上段のフォルダに追

加し，検索結果を表示する．この仕組みにより，ユーザは一

つのタスクで複数のクエリの検索結果を統一的に扱うこと

が可能となる． 
4.2 検索結果表示エリア 

検索結果表示エリアでは，ユーザは編集操作を用いて検索

結果のリランキングを行うことができる．ユーザが検索結果

中のキーワードを選択すると，削除と強調を行う操作ボタン

がマウスカーソル周辺に現れる．同時に，ユーザが選択した

キーワードを含む検索結果がハイライト表示される．これは

ユーザが選択したキーワードを含む検索結果がどの程度存

在するのかを，視覚的に表すものである．その後ユーザが押

したボタンに基づきシステムは検索結果のリランキングを

行う． 

また，検索結果表示エリアの右側部分には，検索結果集合

の傾向の提示を行うためタグクラウドを表示している[1]．

ユーザはこのタグクラウドに対しても編集操作を行うこと

ができる． 

4.3 検索結果分類エリア 
検索結果分類エリアはいくつかのフォルダから成り立っ

ている．初期状態として，ユーザの入力したクエリの検索結

果をはじめに格納するフォルダ（エリア内上部）と不適合な

検索結果を入れるごみ箱フォルダ（エリア内下部）が用意さ

れている．ユーザが検索を開始するか，ユーザが明示的にフ

ォルダの追加を行うと新しいフォルダが生成される．ユーザ

は新しく生成されたフォルダにラベル付けを行うことがで

き，分類を容易にすることができる．なお，ラベル付けが行

われていないフォルダにキーワードや複数の検索結果がド

ラッグ＆ドロップされると，システムはそのフォルダ内の検

索結果内に頻出するキーワードをいくつか選び，自動的にフ

ォルダのラベル付けを行う． 

ユーザはキーワードや検索結果を，ドラッグ＆ドロップを

用いてフォルダに入れることにより検索結果の分類を行う．

また，フォルダをクリックすることで，フォルダに分類され

ている検索結果を閲覧することができる． 

4.4 実行例 
 論文情報検索エンジンから，“京都大学の教授である田中

克己氏が著者として入っている論文”を集めたいというタス

クを例に，システムの実行例を説明する．図 3にはこのタス

クにおけるシステムの図を示した．まず，ユーザはクエリと

して「“K Tanaka” Web 」と入力し，検索結果を受け取る．
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そして，検索結果を閲覧していき，関係のなさそうな語（こ

こでは Macromolecules という会議名)を選択し，ごみ箱フ

ォルダへとドラッグ＆ドロップする．次に，関係のありそう

な語（ここでは portal.acm.org ， ieeexplore.ieee.org ， 

www.springerlink.com という論文掲載サイト）を強調し，

リランキングされた検索結果を確認する．上位にリランキン

グされた結果のほとんどが関係ありそうであれば，これらの

語を選択し，フォルダにドラッグ＆ドロップする．次に，分

類を行ったフォルダ内の検索結果を表示し，例えば，ユーザ

が 2001 年に発表した論文を見てみたい思えば，2001 という

語を選択し，別のフォルダへと追加すると，新しいフォルダ

には 2001 年の，しかも自分が求める人物と関係のある論文

の検索結果が高い精度で分類される． 

 

5. 実験 
本システムを使用した検索結果集合の分類の効率性を調

べるため，実際にシステムを用いて検索結果を分類する実験

を行った．タスクの流れを以下に示す． 

まず，ユーザは与えられたクエリの検索結果 500 件をシス

テムから受け取る．その後，ユーザは検索結果集合を，あら

かじめ決められた分類に従って分類する．実験に用いたタス

クは，正解セットの作成の容易さから，同姓同名人物の分類

や多義語の分類を行い．今回は 1つのクエリに対し 2 つの分

類を用意した．なお，分類は全てキーワードのドラッグ＆ド

ロップによって行い，分類された検索結果集合の再現率が

90%を超えるか，操作回数が 8 回を超えた時点でユーザはそ

の分類を終了する．このタスクを6個のクエリについて行い，

操作回数の増加による適合率と再現率の推移を調べた． 

なお，再現率は，検索エンジンで得られる上位 500 件内に

すべての答えが含まれていると仮定し，算出した． 

図 4 は 6 つのクエリで分類された 12 種類の検索結果集合

の適合率と再現率の平均である．12 個の分類のうち，8回の

操作では再現率が9割まで達しなかった分類が3つ存在した．

また，3 回以下の操作で再現率が 9 割を超えたものは 3 種類

あった．図から分かるように，3 回～4 回の操作を行えば，

再現率が 8割を超えることが分かる． 
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図 4：操作回数と適合率・再現率の推移 

Fig.4 Precision and recall of each operation 
 

6. まとめ 
 本稿では，編集操作を用いて，網羅的検索を支援するシス

テムを提案した．本稿では網羅的検索タスクを網羅的収集及

び網羅的閲覧という二つの行為に分類し，特に網羅的閲覧を

支援する手法を提案した．本システムでは削除・強調操作を

行うことによって検索結果をリランキングし，ドラッグ＆ド

ロップを行うことによって検索結果を分類する．今後はどの

ようなタスクにおいて本システムが効果的に働くのかをユ

ーザ実験によって検証する必要がある． 
我々は今後，オンラインショッピングのような，機械的に

生成されるウェブサイドについても，今回提案したリランキ

ングや分類を行うことが可能なシステムについて検討して

いく予定である． 

 

[謝辞]  
本研究の一部は，文部科学省研究委託事業「知的資産の電

子的な保存・活用を支援するソフトウェア技術基盤の構築」，

異メディア・アーカイブの横断的検索・統合ソフトウェア開

発（研究代表者：田中克己），文部科学省科学研究費補助金

特定領域研究「情報爆発時代に向けた新しい IT 基盤技術の

研究」における，計画研究「情報爆発時代に対応するコンテ

ンツ融合と操作環境融合に関する研究」 (研究代表者：田中

克己，A01-00-02, 課題番号 18049041），計画研究「情報爆

発に対応する新 IT 基盤研究支援プラットフォームの構築」

（研究代表者：安達淳，Y00-01，課題番号：18049073），文

部科学省科学研究費補助金若手研究(B)No.18700129，およ

び，文部科学省グローバル COE 拠点形成プログラム「知識

循環社会のための情報学教育研究拠点」（研究代表者：田中

克己，平成 19～23 年度）によるものです．ここに記して謝

意を表すものとします． 
 

[文献］ 
[1] T. Yamamoto, S. Nakamura and K. Tanaka: 

“Rerank-By-Example: Efficient Browsing of Web Search 
Results”, Proc of DEXA2007, to appear. 

[2] J. Xu and W. Croft: “Query expansion using local and 
global document analysis”, Proc of SIGIR1996 , pp. 4–11 
(1996). 

[3] D. Hand, H. Mannila and P. Smyth: “Principles of Data 
Mining”, Bradford Book (2001). 

[4] H. Zeng, Q. He, Z. Chen, W. Ma and J. Ma: “Learning 
to cluster web search results”, Proc of SIGIR2007, pp. 
210–217 (2004).  

[5] M. Bilenko, R. Mooney, W. Cohen, P. Ravikumar and S. 
Fienberg: “Adaptive name matching in information 
integration”. Intelligent Systems, IEEE, 18, 5, pp. 
16–23 (2003). 

 

山本 岳洋 Takehiro YAMAMOTO 
京都大学大学院情報学研究科修士課程在学中．日本データベ

ース学会学生会員． 
中村 聡史 Satoshi NAKAMURA 
京都大学大学院情報学研究科社会情報学専攻特任助教．2004
年大阪大学大学院情報学研究科博士後期課程修了．博士（工

学）．主にヒューマンコンピュータインタラクション，ウェ

ブ検索の研究に従事．情報処理学会，日本データベース学会

会員． 
田中 克己 Katsumi TANAKA 
京都大学大学院情報学研究科社会情報学専攻教授．1976 年

京都大学大学院修士課程修了．博士（工学）．主にデータベ

ース，マルチメディアコンテンツ処理の研究に従事．IEEE 
Computer Society，ACM，人工知能学会，日本ソフトウェ

ア科学会，情報処理学会，日本データベース学会等各会員． 



<<
  /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
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


