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ウェアラブルコンピューティング環境では，小型コンピュータ

上で能動型データベースを利用することにより，コンピュータが

個人アシスタントのように動作することが望ましい．我々は，こ

れまで能動型 DBMSを小型ディスクドライブ上に構築すること

を検討してきた．能動型 DBMSは自動的にデータベースアクセ

スを行なうため，高速なディスクアクセスが要求される．しかし，

デスクトップ用ディスクドライブに比べ，小型ディスクドライブ

はシーク時間および回転速度が著しく劣るためデータアクセス速

度に問題がある．本稿では，小型ディスク上で高速なデータアク

セスを実現するために，ログを利用したファイルシステムを提案

し，従来のページ単位アクセスによるファイルシステムとアクセ

ス性能を比較することで提案手法の有効性を示す．

Users desire their electronic assistances with wear-

able computers. In order to recommend information

to users automatically, use of an active database is

effective. Since an active database requires a large

number of disk accesses, the system has to be able to

access data on a tiny disk drive at high speed. How-

ever, the data access speed of tiny disks are slow be-

cause their seek time and rotational latency are in-

ferior to those of desktop models. We make use of

a log-structured file system for the sequential access

that decreases the latency. In this letter, we compare

the proposed data access method with a conventional

page-based one, so as to show the good efficiency of

our method.

1. はじめに
近年，小型のノートパソコンや PDA(Personal Digital Assis-

tant)，携帯電話 (以下，これらをモバイル機器と呼ぶ)などの登場
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により，日常的にモバイル機器を携帯することが可能となってき
ている．モバイル機器は小型化，高機能化が進んでおり，将来的に
は GPS(Global Positioning System) やカメラを内蔵したウェア
ラブルコンピュータとして利用されると予想される．モバイル機
器が，利用者のアシスタントとして動作する事への要求が高まり
つつあるため，利用者が求めている情報を，状況に応じてモバイ
ル機器が判断し，能動的に情報を提示する必要がある．モバイル
機器が利用者をアシストする場面は，日常生活の場から災害救助
現場など幅広く求められており，ネットワークが利用できない環
境においてはモバイル機器単体で動作することが求められる．機
器単体で動作するためには，必要なデータをすべて蓄えることが
可能な大容量なストレージが必要であり，低価格の小型ディスク
ドライブを利用することは適当である．
利用者が必要とする情報を能動的に提示するには，あらかじめ

登録したルールに基づき動作し，ルールにより提示する情報のカ
スタマイズが可能な能動型データベースの利用が有効である．し
かし，能動型データベースは通常のデータベースに比べ，イベン
ト処理，コンディションの評価およびアクションがシステムによ
り自動的に実行されるため，データの参照，イベントの監視など，
ディスクアクセスが頻繁に発生し処理コストが高くなる．ところ
が，小型ディスクドライブはサーバ用ハードディスクドライブと
比べシーク時間，回転速度が劣るため，データアクセス速度は遅
い．そのため，迅速な情報の提供には小型ディスクドライブの特
性に見合ったファイルシステムが必要となる．
本稿では，ウェアラブルコンピュータ向けの高速なデータベー

スを実現するために，ログファイルシステム [6]を利用し，すべて
のデータの更新をログとしてシーケンシャルに追記するファイル
システムを採用する．更新はシーケンシャルアクセスのため，ディ
スク I/Oの高速化が図られる一方，データは頻繁に更新され，ア
クティブなデータ集合が必ずしも連続して存在しているとは限ら
ず，データの検索がシーケンシャルに行なわれるとは限らない．こ
こでは，小型ディスク内のディスク制御プロセッサとバッファメ
モリを利用して，検索時のディスクアクセスの最適化を小型ディ
スク内で処理させることにより，この問題の解決を試みる．以降
で，提案するログ追記型ファイルシステムにおけるデータ格納方
法，検索処理方法，ならびにディスク I/Oの最適化のためのイン
デクスの利用方法を詳細に述べる．

2. ウェアラブルコンピュータ向けデータベース
と小型ディスクドライブ
2. 1 データベース
一般にデータベースを利用する時，重要な特性が耐障害性である．
データベースの障害によりデータの消失が発生すると，データを
有効に利用できないばかりか，正しくない情報を提示してしまう
可能性がある．通常，データベースはログを利用してデータ消失
の問題を解決している．同時に，ログ書込みはシーケンシャルア
クセスであり，データベースの速度向上に貢献している．
ウェアラブルコンピュータでは，上記の耐障害性の必要性はも

ちろんのこと，過去のデータを時系列に参照したり，テンポラル
クエリが実行できることが望ましい．よって，このような用途で
は，全てのデータを上書きしないファイルシステムが要求される．
更に，使用するディスクドライブは，大きさが小型で低消費電力
のものが要求される．

2. 2 小型ディスクドライブ
小型ディスクドライブ，例えば，日立 GST のマイクロドライブ
は，構造的には従来のハードディスクドライブと同様ではあるが，
回転速度などが十分であるとは言えない (表 1参照 [7, 3, 4])．
一般に，小型ディスクドライブは消費電力や耐衝撃性などの問

題からディスクの回転速度やヘッドのシークを高速にできないた
め，ディスクアクセスが低速である．従って，ディスクヘッドが目
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的のレコード位置に移動するアクセス待ち時間 (平均シーク時間+
平均回転待ち時間)はマイクロドライブの場合，約 20.33msとシ
ステム側からみると長時間を要する．一方で，年々記憶密度が上
がり，同一回転数でもシーケンシャルアクセス速度は改善されて
きている．つまり，小型ディスクドライブを効率よく利用するに
は，いかにヘッドシークを減少させるかが重要な鍵となる．

表 1: ディスクドライブの性能 [HGSTの HPより抜粋]
Table 1: Performance of disk drives [Courtesy of HGST]

マイクロ サーバ

ドライブ モデル

容量 (GB) 1 4 73.9

密度 (Gb/in2) 15.3 56.5 31.2

転送レート (Mb/s) 36–60 57.1–97.9 684–969

連続 R/W速度 (MB/s) 2.5–4.1 4.3–7.2 —

平均シーク時間 (ms) 12 12 3.9

平均待ち時間 (ms) 8.33 8.33 1.99

回転速度 (rpm) 3600 3600 15037

バッファ(KB) 128 128 8192

I/F転送速度 (Mb/s) 11.1 33 —

消費電力 (mW) 420 360 12000

3. 提案するファイルシステム

半導体の集積技術の発展により，小型ディスクドライブ上に高
速な CPU，大容量のメモリを搭載する事は，技術的に問題がな
くなってきている．図 1に示すように，小型ディスク内のディス
ク制御プロセッサをデータベース管理システムの処理を行うプロ
セッサとして利用し，小型ディスクドライブ内のバッファを汎用
メモリとして利用することは技術的に可能である [8]．データベー
ス管理システムを小型ディスクドライブ上で閉じて処理を実行す
ることが可能となるので，モバイル機器に依存しない高レベルの
インタフェースを提供することで，高いポータビリティが実現可
能である．

本稿では，上記の前提の下で小型ディスク内の資源，特にメモ
リを利用した効率の良いデータアクセスを実現するファイルシス
テムを提案する．
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多様な機器に対応可能

図 1: 小型ディスク上のシステム構成
Fig. 1: System Configuration on a Tiny Disk

3. 1 記録方式

小型ディスクドライブで，アクセス待ち時間を短縮するためにロ
グファイルシステム [6]を利用する．提案システムでは，データを
追加する場合，ディスクに連続して追記していく手法を採る．こ
のため，ディスクを連続的に利用することができ，データ追加時
には，従来のデータベース管理システムで起こるディスクのラン
ダムアクセスが発生しないため，効率の良いデータアクセスが実
現できる．データベースは，2.1節で述べたようにログが保存され
ていればリカバリが可能であるため，データを上書きせず，ディ
スクにログのみを追記していく方式はリカバリの観点からも有効
である．

また，サイズの小さいデータを頻繁にディスクに書き込む場合，
ディスクアクセスのオーバヘッドが高くなるため，シーケンシャル
アクセスの利点が十分に得られない可能性がある．このため，ま
とまったデータを一括して書き込むグループコミット [2] の手法
を採用し，効率的な更新処理を実現する．メモリ上にログバッファ
を設け，更新するデータをログバッファに書き込んでいく．ログ
バッファがデータで満たされると，ディスクにデータを書き込む．
ウェアラブル機器で扱うデータには，位置情報など，たとえデー
タが消失しても前後のデータから補間が可能なものがある．これ
らのデータは重要度が低いため，データの消失が発生しても大き
な問題は生じない．一方，電子商取引など，重要度の高いデータを
メモリ上に蓄えると，障害によりデータが消失する可能性がある
ため，このような場合はディスクに強制的に書き込みを行う．すな
わち，データの重要度 (プライオリティ)に応じてディスクフラッ
シュの制御を行うことにより効率のよい更新処理が可能となる．

追記型ファイルシステムの利点は，更新処理がシーケンシャル
に行なわれるため高速である点である．また，更新によりデータ
が上書きされないため，ヒストリカルデータを扱う必要があるウェ
アラブルコンピュータに向いている．その反面，検索処理は必要
なデータが連続しているとは限らず，高速にアクセスできるとは
限らない．そこで，インデクスを利用した高速な検索方式につい
て次節で議論する．

3. 2 インデクス

小型ディスクドライブのメモリ上に，ディスクに格納されている
アクティブなレコードの物理位置をエントリに持つインデクスを
配置する．インデクスはディスク上のデータを検索する際，高速
にアクセスするために利用されるが，インデクスは頻繁に更新さ
れるため，ディスク上に作成するとインデクスの操作自体がラン
ダムアクセスとなり，シーケンシャルアクセスの利点を十分に利
用できない．

インデクスのサイズに関して考えると，実際にウェアラブル機
器に提案したディスクを装着して利用した場合を想定すれば，例え
ば位置情報が 10秒毎に追加されるとしても，高々8640レコード
が 24時間で蓄えらる．このレコードに対するインデクスは 35KB
であり，小型ディスク内のメモリに十分収めることが可能である．
それ以外のほとんど更新のないレコードにしても，利用者の個人
的に必要なデータであるためインデクスのサイズはそれほど大き
くはならないと考えられる．

インデクスの作成方法は 2種類考えられる．データの変更が生
じた場合，変更の対象となるレコード全体を複製し変更後のレコー
ドをディスクに追記する複製方式と，データ更新時に更新された
属性情報のみを追記する差分方式である．図 2は複製方式のデー
タの格納とアクティブなデータを指すインデクスの関係を示して
いる．データ操作時の詳細は 3.3節で示す．一方，差分方式はも
ともとのレコードへのポインタを保持したまま，更新された属性
へのポインタを新たに作成し元レコードへのポインタにリストと
して追加する方式であり，元データへのポインタと変更データの
格納先へのポインタによりアクティブなレコードが再構成される．
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RID データ 付加情報 時間 位置
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RID:003 のレコードをディスクに追記する

メモリからインデクスを作成する

メモリ領域 ディスク領域

インデクス

インデクス

インデクス

インデクス

RID データ 付加情報 時間 位置

001 A A-1 8:00 自宅

002 B B-1 10:00 自宅

003 C C-1 11:00 難波

001 A A-2 13:00 難波

RID:002 のレコードを削除する

インデクスのみの消去をおこなう

メモリ領域 ディスク領域

インデクス

インデクス

インデクス

インデクス

RID データ 付加情報 時間 位置

001 A A-1 8:00 自宅

002 B B-1 10:00 自宅

003 C C-1 11:00 難波

001 A A-2 13:00 難波

インデクスは元になる

レコード位置を示している

図 2: 複製方式のデータ格納とインデクス
Fig. 2: Data Placement and Index for the Replication

Method

3. 3 データ操作
本節では，実現が容易な複製方式におけるデータの操作方法を説
明する．差分方式も複製方式と同様な方法でデータ操作を行うこ
とができる．

挿入: 新規レコードを挿入する際，新しいレコード ID発行し，そ
のレコードに IDを付与して連続データとしてディスクに追
記する．データ格納後，このレコードに関するインデクスの
エントリを追加する (図 2(2)参照)．従来のファイルシステム
では，データを挿入する際，格納可能な空き領域を検索する
ためランダムアクセスが発生するが，提案手法ではデータを
格納する追記場所が予め決まっているため，ランダムアクセ
スは発生しない．そのため，効率よくデータを挿入できる．

更新: インデクスを利用して対象レコードを特定し，そのレコー
ド IDを取得する．取得したレコード ID，複製したレコード
をディスクに追記する．更新前のデータをディスク上に残し
たまま，インデクスは追記されたレコードを指すように変更
する (図 2(3)参照)．　

削除: レコードはすべて追記して書かれるため，削除の際はその
レコードが削除された事実をログとして記録する必要がある．
そうすれば，万一システムがクラッシュしても全てのデータ
を一貫した状態に回復できる．最も簡単に削除を実現するた
めには，削除レコードの IDを追記すれば良い．実際の処理
は，削除レコードの IDを追記した後，そのレコードのイン
デクスエントリを削除すれば良い (図 2(4)参照)．

検索: 複製方式ではインデクスにアクティブなレコード集合の物
理的な格納位置が記録されているため，アクティブなレコー
ド位置を検索前に特定できる．ディスクアクセスを行う前に，
インデクスを用いて検索対象レコードの物理的な位置順に
ソートを行う．インデクスはメモリ上にあるため，このソー
トはディスクのアクセス時間に比べて短時間で行え，並べ替
えによりランダムアクセスがシーケンシャルアクセスに変換
される．レコードの物理位置順にソートした後，順にレコー
ドをシーケンシャルにアクセスしていく．しかし，次にアク
セスするレコードがシーケンシャルアクセスで読み飛ばすよ
りもシークした方がより短時間でアクセスできる場合，つま
り，平均アクセス待ち時間に相当する時間内にシーケンシャ
ルアクセスできるデータのサイズよりもレコード間隔が離れ
ている場合はシークを行う．このディスクアクセスの最適化
により，検索が高速化される．

4. 提案する追記型ファイルシステムの評価
現在，内部リソースを利用できる小型ディスクドライブは存在

しないため，小型ディスクドライブとして表 1 の日立のマイク
ロドライブ (1GB) を用い，Linuxの rawデバイス上にファイル
システムの実装を行なった．なお，Linuxは gentoo1.4.1(kernel
Version 2.6)，PC として IBM ThinkPad (CPU:pentium3，メ
モリ:384MB) を使用し，ファイルシステムの処理は PCの CPU
およびメモリを使用して処理を行わせた．実験に使用したデータ
は，ウィスコンシンベンチマークで使用される 1レコード 208バ
イトのデータ集合である．
ディスク I/Oの最適化のためのパラメタを求めるために予備実

験を行なったところ，使用したマイクロドライブは，4KBのペー
ジ単位で I/Oを行えば最適であり，実測値のアクセス待ち時間は
平均 19.84msであることが分かった．この結果からシーケンシャ
ルアクセスを選択するかランダムアクセスを選択するかの分岐点
はレコード間のギャップが約 112KB，もしくはウィスコンシンベ
ンチマークのデータでは約 28 ページ (おおよそ 600 レコード分
に相当)の時となる．
提案する追記型ファイルシステムでは，通常，ヘッドはディス

クの追記開始トラック上にあるため，挿入処理を実行する場合，平
均回転待ち時間で書き込みを行うことが可能である．一方，デー
タの検索時はディスクスキャンが必要となり，提案手法では 3.2
節で示したメモリ上のインデクスを利用することによりディスク
アクセスの高速化を図っている．実験では検索性能に焦点を当て，
その性能評価を行なう．

4. 1 実験内容
十分な数のレコードを用意し，300回の検索処理の応答時間の測
定を行なう．第 n回目の施行では n個のレコードを検索する．こ
の時，各レコードの間隔は {1, 3, 5, · · · , 2n + 1}を重複なくランダ
ムに選択し，レコード間隔を人工的に与えた．つまり，n が小さ
いときは，検索されるレコードが密に存在し，シーケンシャルア
クセスによる読み飛ばしが利用される．一方，nが大きい時，レ
コード間隔が密な部分ではシーケンシャルアクセスが選択される
が，疎な部分ではランダムアクセスが選択される．
実際には，予備実験から得られたディスクの特性を反映し，レ

コード間隔が約 112KB，すなわち 208バイトのレコードでは約
28ページ以上のギャップがあればランダムアクセスに切り替わる
よう設定した．

4. 2 実験結果と考察
実験結果は図 3 の通りである．横軸は検索するレコード数 n を，
縦軸はその検索の応答時間を示している．提案手法は実線で示して
いる．比較のため，全てシーケンシャルアクセスの場合 (粗点線)，
および全てランダムアクセスの場合 (細点線)も掲載している．
検索レコード数 nが小さい時，すなわちレコード間隔が密の時

はシーケンシャルアクセスが選択されている．n が増加するに従
い，レコード間隔が疎である部分が増加し，シーケンシャルな読
み飛ばしにより応答時間が二次関数的に増加している．レコード
間隔が 112KBを過ぎるとシーケンシャルアクセスに比べランダ
ムアクセスによりディスクヘッドを移動させたほうが目的レコー
ドに到達する時間が早くなる．その分岐点からランダムアクセス
を利用する方が高速であることがグラフから読み取れる．検索レ
コード数をさらに増やした場合，28ページ以上のレコード間隔は
ランダムアクセスとなる．グラフから明らかなように，提案手法
によりディスクアクセスが最適化されていることが分かる．
ウェアラブルコンピュータで小型ディスクドライブを利用する

に際し，消費電力の問題を考慮する必要がある．ディスクドライ
ブが電力を消費するのは，ヘッドの移動や回転トルクである．提
案手法では，ディスクを可能な限りシーケンシャルにアクセスす
るため，データアクセスを高速化しつつヘッドの移動回数を減少
させている．また，ウェアラブルコンピュータでは，頻繁に GPS
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データなどのセンサーデータが追加されるため，ディスクは常に
回転しており回転トルクの変動が少ない．従って，消費電力の面
においても提案システムは有効であると言える．

応答
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(秒)
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1

1.5
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50 100 150 200 250 3000

シーケンシャルアクセス

検索するレコード数（個）

シーケンシャルと

ランダムアクセス

を混在

ランダムアクセス

図 3: 検索処理の性能比較
Fig. 3: Comparisons of Query Processing

5. 関連研究
通常のディスクドライブでも，少数のリクエストについてファー

ムウェアレベルでアクセス最適化が行なわれているが [5]，提案
手法では大域的なデータ集合についてアクセスの最適化を行なう
点で優れている．更に，現在のヘッド位置を判断し，より柔軟な
データアクセスの最適化が可能である．

Rosenblumは，ログ型のファイルシステムを提案している [6]．
ファイル削除が実行されると，ストレージに未使用ブロックが発
生し，結局ガベージコレクションにより未使用ブロックを回収す
る．我々の提案は，ウェアラブルコンピュータ向けの個人用ファ
イルシステムであり，過去の記録を参照したり，テンポラルクエ
リを実行することを考慮して，削除は論理的であり，削除された
データは実際には消去されない点で異なる．

Bobineauらは 1MBを超える非接触型スマートカード上で効
率よく問合わせを処理する PicoDBMS[1]を提案している．しか
し，我々のファイルシステムはディスクを前提としており，メモ
リを前提とする PicoDBMSのリング型ストレージモデルとは異
なる．
石墨らはフラッシュメモリ上でのファイルシステムの構築手法

について提案している [9]．フラッシュメモリは記録済み部分への
直接の上書きができず，上書き時は一度メモリブロックごとデー
タを削除する必要がある．この削除時間は比較的長時間要するだ
けでなく，ブロック消去回数にも制限がある．この問題を解決す
るためにリンクリストを利用したファイルシステムを提案し，特
定のブロックに消去が集中することを回避している．我々の提案
手法は，インデクスの格納に RAMを使用できれば，データ本体
は消去しないため，フラッシュメモリにも適用可能である．
倉光らは，非接触型スマートカード上に小型の DBMSを構築

する方法について論じている [10]．非接触型スマートカードは記
憶容量が小さいため，提案手法のように大量のデータアクセスに
ついては考慮されていない．
横田らはディスク装置のプロセッサやメモリを利用することで

ストレージ機器内で負荷分散，障害対策，障害回復を実現する手
法を提案しており [8]，我々のアプローチと類似する．しかし我々
は，ファイルシステムへのアクセス制御に特化してストレージ上
の資源を利用している．

6. おわりに
本稿では，小型ディスクドライブに適した追記型ファイルシス

テムを提案し，その評価を行った．データの追加の際はシーケン

シャルアクセスとなり，高速にアクセスが行える．更に，検索の際
もディスク内のメモリにアクティブなレコードの物理位置を持つ
インデクスを格納することにより，位置情報を検索実行時にソー
トして，ディスクアクセスを最適化できることを明らかにした．こ
の最適化は，消費電力の大きいヘッドの移動を減らせるため，低
消費電力にも貢献する．
データ複製方式ついては検証を行ったが，今後，差分方式の検

証も行う必要がある．また，データの挿入と検索が並行して起こ
る場合も考慮する必要があり，これらの最適化や検証を行ってい
く予定である．

[謝辞]
本研究の一部は，科学技術振興機構戦略的創造研究推進事業

(CREST)「高度メディア社会の生活情報技術」，科学研究費補助
金 (課題番号: 15300029，15700090)，ならびに情報ストレージ
推進機構 (SRC)の支援による．ここに記して謝意を表す．

[文献]
[1] C. Bobineau, L. Bouganim, P. Pucheral, and P. Val-

duriez. PicoDBMS: Scaling down Database Techniques
for the Smartcard. In Proc. of International Conference
on Very Large Databases, pp. 11–20, 2000.

[2] P. M. Chen, W. T. Ng, S. Chandra, C. Aycock, G. Raja-
mani, and D. Lowell. The Rio File Cache: Surviving Op-
erating System Crashes. In Proc. of 7th International
Conference on Architectural Support for Programming
Languages and Operating Systems, pp. 74–83, 1996.

[3] HITACHIマイクロドライブ製品仕様 3K4シリーズ.
[4] HITACHIマイクロドライブ製品仕様 DSCMシリーズ.
[5] Serial ATA Native Command Queuing – An Exciting

New Performance Feature for Serial ATA –. A Join
Whitepaper by Intel and Seagate, July 2003.

[6] M. Rosenblum. The Design and Implementation of a
Log-Structured File System. Kluwer Academic, 1995.

[7] HITACHIサーバ向ハードディスクドライブ製品仕様Ultra-
star 15K73シリーズ.

[8] H. Yokota. Autonomous Disks for Advanced Database
Applications. In Proc. of International Symposium
on Database Applications in Non-Traditional Environ-
ments, pp. 441–448, November 1999.

[9] 石墨紀孝, 最所圭三, 福田晃. 組み込みシステム向けフラッ
シュメモリファイルシステムの設計 s. 電子情報通信学会論
文誌, Vol. J84-D-I, No. 1, pp. 90–99, 2001.

[10] 倉光君朗, 坂村健. 非接触型スマートカード上のユビキタス
データベース. 情報処理学会論文誌：データベース, Vol. 43,
No. SIG5(TOD14), pp. 110–117, 2002.

宮崎 純 Jun MIYAZAKI
奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科助教授．データベー
スシステムの研究に従事．情報処理学会，電子情報通信学会，日
本データベース学会，ACM SIGMOD，IEEE CS各会員．
小野田 英樹 Hideki ONODA
奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科博士前期課程修了，
現在，日本ユニシス・ソフトウェア株式会社に勤務．在学中はウェ
アラブルデータベースの研究に従事．
波多野 賢治 Kenji HATANO
奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科助手．情報検索シス
テムの研究に従事．情報処理学会，電子情報通信学会，日本デー
タベース学会，ACM，IEEE CS，各会員．
植村 俊亮 Shunsuke UEMURA
奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科教授．データベース
システムの研究に従事．情報処理学会，電子情報通信学会および
IEEEフェロー．

4 日本データベース学会 Letters Vol. 3, No. 1



<<
  /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
  /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


