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 近年，半構造データにおけるデータマイニングが盛んに研

究されている．本稿では，左右木結合を用いて頻出候補木を

効率良く列挙する方法を提案し，木構造データにおける頻出

順序木発見アルゴリズムに適用する．XML を用いた実験によ

って比較したところ，提案手法は代表的なアルゴリズムより

も数倍高速という結果を得た． 

 
Recently many studies have been conducted for data 

mining on semi-structured data. In this paper  we 
propose right-and-left tree join as a enumeration method 
of candidate subtrees. We apply the method to discover   
all frequent ordered subtrees in tree-structured data. 
The experiment with XML shows that our method is 
several times faster than a typical algorithm. 
 

1. はじめに 
近年，HTMLやXML，RNAやタンパク質の2次構造，化学物質

の分子構造など，木やグラフで表現可能な半構造データが普

及しつつある．それらのデータから有用な知識を発見するデ

ータマイニング技術に対する需要は非常に大きい．しかしな

がら，半構造データは平坦なリレーショナルデータに比べて

柔軟な記述が可能である反面，極めて不均質かつ複雑である

ため，従来のデータマイニング手法をそのまま適用すること

は難しい．そこで，半構造データ向けの新たなデータマイニ

ング技術が必要とされている． 

データマイニングにおける代表的な処理は，データベース

中に多く出現する頻出パターンを発見することである．リレ

ーショナルデータベースから頻出アイテム集合を発見する

問題は以前から研究されており，Aprioriアルゴリズムが広

く知られている．一方，半構造データ中に頻出する部分構造

を探し出す頻出部分構造マイニングはここ数年盛んに研究

されており，様々なアルゴリズムが提案されてきた[1]，[2]． 

本稿では半構造データの中でも木構造データを対象とし，

データ木に頻出する順序木パターンを発見する問題を扱う．

代表的なアルゴリズムとしては，FREQT[4]やTreeMiner[5]が

あり，最右拡張による候補木列挙が用いられている．我々は，

左右木結合を用いて冗長な候補木の生成を抑制する新たな

頻出候補木の列挙手法を提案し，それによって頻出順序木パ

ターンを高速に求めるアルゴリズムを構築する． 
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2. 頻出順序木パターン発見問題 
2.1 順序木のデータモデル 
L = {l0, l1,・・・}をラベルの有限集合とする．L上のラベ

ル付き順序木はT = {V, E, B, label, root }として表現さ

れる．V は節点の集合であり，E ⊆V 2 は親節点と子節点の

接続を表す二項関係である．またB ⊆V 2 は隣接兄弟節点間

の順序を保持している．label : V → L は節点v ∈ V に対

応するラベルl ∈ L を求めるラベル関数である．rootは木T
で唯一の親を持たない根節点である．子を持たない節点は葉

節点と呼ぶ．また，節点列Pv = (v0, v1,・・・vn ) ⊆ V にお

いて，任意の 0 ≦ i ＜ n に対して(vi, vi+1) ∈ E が成立

する場合，Pvをv0からvn への経路と呼ぶ．節点vの深さ

depth(v) を根節点からvまでの経路の節点数とする． 

以後，ラベル付き順序木を順序木または単に木と呼ぶ． 

2.2 順序木の出現 

データ木D 中の順序木T の出現を次のように定義する． 

定義 2.1. ラベルと親子関係と兄弟関係を保存するような

節点集合間の単射Φ : VT → VD が存在する時，T はD に出

現するという． 

本稿では順序木の出現数の計算に根出現数を用いる．根出

現数は，データ木D 中の順序木T の出現の中で，重複を除い

た根節点root の出現数|Occ(root)|である．また，D 中のT 
の出現頻度FD(T )を以下のように定義する． 

定義 2.2. 順序木T のデータ木D における出現頻度FD(T ) 
を，FD(T ) = |Occ(root)|/|D |とする． 

以後，節点数kである頻出順序木パターンを単にk-パター

ンと表す．また，k-パターン全体の集合をFk ，節点数kの頻

出候補木の集合をCk とする． 

2.3 頻出順序木パターン発見問題 
ある木が頻出か否かを決める出現頻度の閾値として，最小

サポートσ(0 ≦σ≦1)を与える．これを用いて，データ木D 
における頻出順序木を以下のように定義する． 

定義 2.3. D 中の順序木T の出現頻度FD(T)が最小サポート

σ以上である時，順序木T は頻出とする． 

次に，頻出順序木パターン発見問題を次のように定式化する． 

問題 2.4. データ木D = {V, E, B, label, root }，最小サ

ポートσが与えられた時，D 中の出現頻度FD(T )がFD(T )≧σ
を満たすような頻出順序木T を全て求めよ． 

例として図1のデータ木D において最小サポートσ = 20%
とした頻出順序木パターン発見問題を考える．頻出候補木T1
は，根出現数が3であり，出現頻度FD(T1) = 3/15 = 20%より

頻出である．一方，頻出候補木T2 は3回出現しているように

見えるが根出現数としては2であるため，FD(T2) = 2/15 < 20%
より非頻出である． 
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図 1  データ木中の頻出木 

Fig.1 Frequent Tree in Tree Data 
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3.頻出順序木発見における関連研究 

3.1 問題の性質 
まず頻出順序木パターンに関わる公理を示す． 

公理 3.1. k-パターンから，いずれかの葉節点を除いた節点

数k−1の部分木は全て(k−1)-パターンである． 
この公理は頻出アイテム集合発見問題においてAprioriア

ルゴリズムで用いられている部分アイテム集合の逆単調性

に類似している．公理3.1に基づき，多くの頻出木パターン

発見アルゴリズムは以下のように構成されている． 

STEP 1. データ木D を走査しF1 とF2 を求める．k = 2とする． 

STEP 2. Fk から節点数k+1の候補木C を列挙しCk+1 に加える． 

STEP 3. 各候補木C ∈ Ck のデータ木D における出現頻度を

求め，FD(C ) ≧σであればC をFk+1 に加える． 

STEP 4. |Fk+1| = 0ならば終了．そうでなければk = k + 1と
してSTEP 2に戻る．                 □ 

3.2 頻出順序木発見における既存アルゴリズム 
前節のアルゴリズムで重要となるのは，STEP 2においてど

のように候補木を列挙し，Ck+1 を生成するかということであ

る．単純な列挙手法では，明らかに頻出ではない冗長な候補

木の列挙や，同じ候補木の複数回列挙が発生する場合が多く，

STEP 3においてデータ木を走査に必要するためのコストが非

常に大きくなってしまう．また，k が大きくなるにつれて候

補木集合の大きさ|Ck+1|が増大し，現実的な時間では動作し

なくなる．そこで，頻出候補木の効率的な列挙に最右拡張を

用いるアルゴリズムとして，浅井らによってFREQT[4]が，

ZakiによってTreeMiner[5]がそれぞれ独立に提案された．本

節では最右拡張とFREQTの概要を説明する． 

順序木T において，最も右に位置する葉節点，つまり根節

点から深さ優先で木を走査した時に最後に到達する葉節点

を最右葉(rml(T ))と呼ぶ．また，根節点から最右葉に至るま

での経路を最右枝とする． 

定義 3.2. 任意の順序木S において，最右枝上の節点に対し

新たな節点v を最右葉として追加して得られる順序木T をS
の最右拡張という． 

1

2 3

44
最右葉

⇒
4 5

1

2 3

4

最右枝
1

2 3

44
最右葉

⇒
4 5

1

2 3

4

最右枝

 

図 2 最右拡張の例 

Fig.2 Example of Right Most Expansion 

任意の木T から最右葉を除いた親木P (T )は一意に定まる．

また公理3.1より節点数k+1の頻出木の親木は必ずFk に含ま

れている．よって，Fk の各節点に対する最右拡張により，全

ての節点数k+1の頻出木は頻出候補木集合Ck+1 の中に重複無

く列挙される． 

FREQTでは，順序木は深さラベル列を用いて表現されてい

る．深さラベル列は，根節点から深さ優先で走査して現れた

順に節点の深さとラベルの組を並べることで，順序木に一意

的な表現を与える．また，最右拡張は元の木の深さラベル列

の末尾に新たな節点の深さとラベルを加えることにより，定

数時間で行える． 

T =((depth(root),label(root)),((depth(v1),label(v1))… 
FREQTにおいては，各k-パターンのT ∈ Fk の最右葉が出現す

る位置RMOk(T )が保存されている．T の最右拡張を行って得

られたC ∈ Ck+1 の出現数を調べる際には，RMOk(T )を利用し，

RMOk+1(C )を求める．ただしその際，同じ節点が複数回出現す

る可能性がある．そこでFREQTでは，重複検出と呼ばれる方

法によって重複を完全に回避している． 

FREQTにより，全ての頻出順序木パターンとその最右葉出

現を重複無しに求められることが保証されている． 

 

4. 左右木結合を用いた頻出順序木発見 
4.1 左右木結合 
順序木T において，3.2節で与えた最右葉と同様に，根節

点から深さ優先で辿った時に最初に現れる葉節点を最左葉

(lml(T ))と呼ぶ．ある木T から最右葉を除いた部分木を左木

Left(T )，最左葉を除いた部分木を右木Right(T )と表す．最

左葉と最右葉を両方除いた部分木を中央木Center(T )とする． 
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図 3  左右木結合 

Fig.3 Right-and-Left Tree Join 

定理 4.1. 任意の順序木T に対し， 

Center(T ) = Right(Left(T )) = Left(Right(T )) 
が成立する． 

証明. 最左葉を取り除く操作は最右葉の表現に影響を与え 

ず，最右葉を除く操作も最左葉に影響を及ぼさない．よって， 

Right(Left(T )) = Left(Right(T )) 
が成立する．                                    □ 

Right(T1) = Left(T2)である2つの順序木の左右木結合

(right-and-left tree join)を以下のように定義する． 

定義 4.2. 2つの順序木T1とT2がRight(T1) = Left(T2) を満た

す時，その左右木結合join(T1, T2)を以下のように表す． 

join(T1, T2) = T1 ∪ rml(T2) = lml(T1) ∪ T2
任意の順序木において，左右木結合の完全性と一意性を表

す次の2つの定理が成り立つ． 

定理 4.3. 任意の順序木T はその左木と右木の左右木結合

として表現される． 

証明. 定理4.1 より，任意の順序木T について 

Right(Left(T )) = Left(Right(T )) 
が成立する．よって，定義4.2 に従いT は 

T = join(Left(T ), Right(T )) 
と表現することができる．                            □ 

定理 4.4. 左木と右木の組と，その左右木結合によって得ら

れる順序木は一対一に対応する．つまり， 

join(T1, T2) = join(S1, S2) ⇔ T1 = S1かつT2 = S2
が成り立つ． 

証明. (十分性) 右木と左木の表現は一意に定まるので， 

Left(join(L,R )) = L 
Right(join(L,R )) = R 

である．よってjoin(T1, T2) = join(S1, S2)の両辺の左木及

び右木をとればT1 = S1かつT = S2となる． 

(必要性) 左右木結合の定義より明らか．               □ 
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4.2 頻出候補木への適用 
左右木結合を頻出候補木列挙に適用する方法について説

明する．ここで(k+1)-パターンT ∈ Fk+1 について考える．T 
の左木T1=Left(T )と右木T2=Right(T )は，公理3.1よりk-パタ

ーンである．よって，全ての(k+1)-パターンT は，T1, T2 ∈ 

Fk の左右木結合join(T1, T2)により得られる． 

左右木結合によって頻出候補木を列挙するために，結合候

補クラスを作成する．結合候補クラスは節点数k-1の中央木

CT と左木候補リストJL(CT)，右木候補リストJR(CT)から成る

構造JC(CT) = {CT, JL(CT), JR(CT)}である．ある結合候補クラ

スJC(CT)内の左右木候補リストJL(CT), JR(CT) ⊆ Fk におい

て，(L,R ) ∈ JL(CT) × JR(CT)を用いた左右結合により頻出

候補木C = join(L,R )を生成する．結合候補クラスを用いた

左右木結合による頻出候補木列挙の例を図4に示した．節点

数4の中央木CTを右木に持つ左木候補L1, L2 及びCT を左木とし

て持つ右木候補R1, R2 を用いて左右木結合による頻出候補木

が4つ生成されている． 
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図 4 左右木結合による頻出候補木の列挙 

Fig.4 Enumerate Candidates by Right-and-Left Tree Join 

4.3 アルゴリズム 
左右木結合を用いて頻出候補木を列挙し，頻出順序木パタ

ーンを発見するアルゴリズムの流れを示す． 

STEP 1. データ木D を走査し，F1,F2を求める．k = 2とする． 

STEP 2. 各T ∈ Fk に対し(a)-(d)を行う． 

 (a) 中央木にLeft(T)を持つ結合候補クラスJC(Left(T ))
を選ぶ． 

 (b) 各左木候補TL ∈ JL(Left(T))について，左右木結合

join(TL, T)を頻出候補木としてCk+1 に加える． 

 (c) 右木候補リストJR(Left(T))にT を加える． 

 (d) 同様に，結合候補クラスJC(Right(T))を選び，各右木

候補TL ∈ JR(Right(T))とT の左右木結合join(T, TR)を頻出

候補木としてCk+1 に加え，T を最後にJL(Right(T))に加える. 

STEP 3.各候補木C ∈ Ck+1 のデータ木D における出現頻度

FD(C)を求め，FD(C) ≧ σであればC をFk+1 に加える． 

STEP 4. |Fk+1| = 0であるならば終了．そうでなければk = k 
+ 1としてSTEP 2に戻る．               □ 

ここで葉節点数が1の木，つまり根節点から唯一つの葉節

点までの経路として表せる木を直列木と呼ぶ．直列木は葉節

点数が2以上である木と異なり，上記の左右木結合による方

法では列挙を行うことができない．そこで節点数kの頻出木

パターン集合に属する直列木において，葉節点の子として1

つ節点を加えることで節点数k+1の頻出候補直列木への拡張

を行う．以上の手法により、全ての頻出候補木を重複無く列

挙することができる． 

最後に出現数の計算方法と木の表現方法を考える．定義

4.2より，左右木結合によって得られた木T は，左木Left(T )
におけるラベルlabel(rml(Right(T )))を用いた最右拡張に

等しい．つまり出現数や木の表現はFREQTと同様の方法で扱

うことができる．よって，頻出木の最右葉がデータ木に出現

する位置を保持することにより，重複検出を行いながら出現

数を計算する．また深さラベル列を木のデータ表現に用いる． 

4.4 アルゴリズムの考察と最右拡張との比較 
左右木結合による頻出候補木の列挙が線形時間で行える

ことを示す．前節で述べたように左右木結合の操作は左木に

対する最右拡張と等価である．つまり左右木結合による木の

生成は，最右拡張と同じく定数時間で実行可能である．また

定理4.4より，全ての頻出候補木は重複無しに1回ずつ左右木

結合によって生成される．よって，左右木結合による頻出候

補木の列挙は線形時間で可能である．さらに頻出直列木の拡

張による頻出候補直列木の列挙も同様に線形時間で行える．

以上より，提案アルゴリズムにおける頻出候補木の列挙は，

その個数に対して線形時間で実行可能である． 

次に生成される候補木列挙の効率を比較する．上述したよ

うに左右木結合で生成される頻出候補木は必ず最右拡張に

よっても生成される．一方，最右拡張によって生成される頻

出候補木は左右木結合によって生成されないことがある．例

えば，図4の左木候補L1において根節点にラベル1を持つ節点

を加える最右拡張S を考える．右木候補リストJR(CT)を見れ

ば分かるようにS の右木Right(S )は頻出ではないため，左右

木結合によっては列挙されない．このように，最右拡張によ

る節点数kの頻出候補木集合Ck
F
 と提案アルゴリズムによる節

点数kの頻出候補木集合Ck
LR の間にはCk

LR ⊆ Ck
F，つまり要素

数としては|Ck
LR| ≦ |Ck

F|という関係が常に成り立つ．冗長

な候補木の個数が少なければ，データ木の走査に必要な時間

が短縮できる．以上より，左右木結合を用いた列挙は最右拡

張よりも効率の良い列挙を言える． 

次に，メモリ使用量を比較する．最右拡張を用いたFREQT

やTreeMinerは深さ優先方式で実行でき，少ないメモリ使用

量で動作することが可能である．一方，提案アルゴリズムは

結合候補クラスなどを用いているため原理的には幅優先方

式である．よって，同時にメモリ上に保持するべき木の数が

大きく，メモリ使用量は必然的に大きくなる．しかし，木の

性質と左右木結合の特徴を利用することで探索空間を分割

し，メモリ使用量をある程度削減することも可能である．例

えば2つの木において最大深さや葉節点数が2以上異なる場

合，それらの木同士に左右木結合が適用されることはない．

そのため，例えば葉節点数1の木の集合から1ずつ節点数を増

やしながら左右木結合を行った場合，葉節点数3の木集合に

至る前に葉節点数1の木は全て不要となるため，メモリ上か

ら削除することが可能となり，同時に使用するメモリ量を低

減できる． 

 

5. 性能評価実験 
5.1 実験環境 
本稿で提案したアルゴリズム及びFREQTをJavaで実装し，

性能評価実験を行った．実験に使用したPCはCPUがPentium4 

2.5GHz，メインメモリが512メガバイト，OSはWindows XP 

Professionalである． 
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5.2 XMLを用いた実験 
実際の木構造データの例としてXMLを用いた実験を行った．

XMLファイルは容量約500キロバイトから最大約10メガバイ

トのGoogleの検索結果を格納したものを用いた．そのラベル

集合の要素数は408であり，節点数はそれぞれ8677から

172932の間である．各XMLデータを読み込んでデータ木D に
変換した後，最小サポートσ = 0.05%として我々の頻出順序

木パターン発見アルゴリズムとFREQTを順に適用した．その

結果，提案アルゴリズムはFREQTと同様，全ての頻出順序木

パターンを重複無く発見していることが確認された． 

全ての頻出順序木パターンを発見し終わるまでにかかる

時間を計測したところ，図5のようなグラフを得た． 
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図 5 実行時間 

Fig.5 Running Time 

図5によって，提案アルゴリズムはデータ木の節点数に対

してほぼ線形時間で頻出順序木パターンを求めることが可

能であることがわかる．さらに，FREQTと比べるとデータ木

の節点数が増えるにつれて約2倍から4倍高速に動作してい

る．これは，左右木結合による頻出候補木の列挙において冗

長な候補木の列挙が抑制され，データ木の走査にかかる時間

が少ないことによる効果であると思われる． 

そこで実際に我々のアルゴリズムが頻出候補木を効率的

に列挙していることを確かめるために，上記の|V | = 87853
における実験中に，各サイズk において生成される頻出候補

木の個数|Ck|と，k-パターン集合の要素数|Fk|を求め，図6

に示した．  
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図6 候補木列挙の効率 

Fig.6 Efficiency of Candidate Enumeration 

木のサイズ別に見ると，FREQT では頻出木が多くなるほど

頻出候補木の個数が著しく増加している．それに比べ提案ア

ルゴリズムでは頻出木と頻出候補木の個数がほぼ一致して

おり，非常に効率の良い列挙が行われていることがわかる． 

 
6. まとめ 
本稿では頻出順序木パターン発見問題に対し，左右木結合

による頻出候補木列挙を提案し，アルゴリズムを構築した． 

XMLデータを用いた実験によって，提案アルゴリズムは全て

の頻出順序木パターンをデータサイズに対して概ね線形時

間で重複無く発見できることを示した．同じ頻出順序木パタ

ーン発見アルゴリズムであるFREQTと比較すると，提案手法

は数倍高速であるという結果を得た． 

今後の課題を2つ挙げる．まず，アルゴリズムの性能がデ

ータの構造的な性質に依存することがわかっているため，今

回実験で用いたデータ以外の様々なスキーマを持つXMLデー

タや，RNAの2次構造データなどを用いた性能評価実験を行い，

どのようなデータに対しても高い性能を示すことを確かめ

る必要がある．また4.4節で述べたとおり，提案手法は幅優

先方式であるために実験においてもFREQTよりも多くのメモ

リを使用していた．これに関しては左右木結合における頻出

候補木の生成についてより詳細な解析を行い，アルゴリズム

の完備性と高速性を失うことなく同時に保持する木の個数

を削減する方法を考案し，改善を進めていきたい． 

 
[謝辞] 

本研究の一部は，文部科学省の科学研究費補助金(課題番

号: 13680482, 16016248)の支援を受けた． 
 
[文献] 
[1] 浅井達哉，有村博紀，“半構造データマイニングにおけ
るパターン発見技法”，電子情報通信学会論文誌，
vol.J87-D1，no.2，pp.79-96，2004. 

[2] S. Nijssen, “Frequent structure mining: Efficiency 
issues”, Proceedings of the 2nd International 
Workshop on Mining Graphs, Trees and Sequences 
(MGTS’04), 2004. 

[3] T. Asai, K. Abe, S. Kawasoe, H. Arimura, H. Sakamoto, 
and S. Arikawa, “Efficient substructure discovery from 
large semistructured data”, Proceedings of the 2nd 
SIAM International Conference on Data Mining 
(SDM’02), pp.158-174, 2002. 

[4] M.J. Zaki, “Efficiently mining frequent trees in a 
forest”, Proceedings of the 8th International Conference 
on Knowledge Discovery and Data Mining (ACM 
SIGKDD’02), pp.71-80, 2002. 

[5] 比戸将平，河野浩之，“左右木結合を用いた頻出順序木
パターン発見アルゴリズム”，電子情報通信学会第 16 回デ
ータ工学ワークショップ(DEWS’05)，6C-i9，2005. 

比戸 将平 Shohei HIDO 
京都大学大学院情報学研究科システム科学専攻修士課程在

学中．情報処理学会，日本データベース学会各学生会員． 
河野 浩之 Hiroyuki KAWANO 
南山大学数理情報学部情報通信学科教授．京都大学工学部数

理工学教室助手，同大学大学院情報学研究科システム科学専

攻助教授を経て現職．工学博士．AAAI，ACM，IEEE，電

子情報通信学会，情報処理学会，人工知能学会，日本データ

ベース学会各会員． 



<<
  /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
  /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


