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音楽研究用 DB は，近年の音楽情報検索技術の発展とともに整備されつつあるが，演奏表情を扱
う共通データベースは一部の民俗音楽学を対象とするものに限られている．CrestMuse プロジェク
トでは，音楽情報科学，音楽知覚認知，音楽学等における共通研究基盤の構築を目的として，伝統
的西洋音楽を対象とした演奏表情データベース CrestMusePEDB の構築を進めている．本稿では，
CrestMusePEDBの概要と，第一期分として公開する CrestMusePEDB ver.1.0 の仕様について述
べる．

Performance Expression Database: CrestMusePEDB ver.1.0

Mitsuyo Hashida,†1,†3 Toshie Matsui,†3 Tetsuro Kitahara,†2,†3

Yusuke Miki†2 and Haruhiro Katayose†2,†3

Music Databases have been provided actively, with the progress of MIR technologies.
Whereas, the number of databases dealing with performance expression is small. We have
been preparing a music expression database CrestMusePEDB, as it might be utilized, in the
research fields of music informatics, music perception and cognition, and musicology. In this
paper, we introduce the CrestMusePEDB overview and the specifications of CrestMusePEDB
ver.1.0.

1. は じ め に

音楽データベース構築は音楽情報科学の黎明期か

らの主要研究テーマの一つであったが，音楽情報検索

（MIR: Music Informatin Retrieval）研究領域の発展

とそのベンチマークに関連して，その重要性が再認識

されるに至っている．2000 年代に入り，領域自体に

大きなインパクトを与えるような DB整備関連の取り

組みもみられるようになった1)∼3)．

音楽のデータベースには，楽譜情報，演奏表現情報，

音響信号，作曲者や演奏者などのメタ情報など，さま

ざまな形態が存在する．これらのうち，楽譜情報と音

響信号，作曲者や演奏者などのメタ情報については比
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較的早期から電子化が進められたのに対し，演奏表現

情報のデータベース化は必ずしも進んでいるとは言え

ない．ホロヴィッツのピアノ演奏におけるテンポとダ

イナミクスの偏移の分析を行ったWidmerらの研究4)

や，MIDIの演奏情報からテンポとダイナミクス，さ

らには，個々の音の時間とダイナミクスの偏移記述を

目指した豊田らの研究5) などに限られる．

音楽学領域での取り組みとしては，Music dialect

の分析を目的とした研究において，ピッチや音量の推

移に関するデータベース化を進め，そこでの統計処理

を行うというアプローチがとられることが多い6)．と

ころが，いわゆるクラシックの演奏の分析的研究にお

いては，解析者のナイーブな（形容詞的な）演奏表現

情報の捉え方に基づくものが多く，データを集積し定

量的な分析研究を行ったもの7),8) は少数である☆．

インターネットに目を向ければ，現時点でも無数の

演奏データ (MIDI)が存在するが，「パデレフスキ版の

楽譜を音大修士卒以上のピアニストができるだけ楽譜

☆ 第一には，現在までの現場演奏教育の手法に根ざした分析であ
るためであると解釈される．



に忠実な形で演奏したものを探す」といった作業は容

易ではなく，演奏表現情報を定量的に分析したり，表

情付け研究に応用したりすることは困難な状況が続い

ている．音響信号として残存する名演奏が，拍節レベ

ルのテンポ推移とダイナミクス，個々の音の微細な時

間・ダイナミクスに関する偏移として記述したデータ

（Performance Expression Data，以下PE Data)の

形で集積され，データベースとして利用出来るように

なれば，音楽情報処理，音楽学や音楽教育分野で広く

活用されるものと期待される．以上のような現状に鑑

み，我々はクラシック音楽，特に，ピアノの名演奏を

対象とした PEDB（以下 CrestMusePEDB) の構築

に着手している．本稿では，CrestMusePEDBの概要

と，第一期分として公開を行う ver.1.0 の仕様につい

て述べる．

2. 音楽演奏表情データベース構築上の課題と
基本アプローチ

2.1 演奏の質と量の確保

音楽系データベースには質の高い演奏を所収する必

要がある．この要請に対して後藤らはプロの奏者によ

るオリジナル録音を実施し，学術目的で自由に利用で

きる RWC研究用音楽データベースを作成・配布して

いる9)．オリジナル録音の実施は著作権問題を回避す

るという点で有効であるが，制作コストの制約上，質

を保ちつつ DB の規模を拡大していくことは困難で

ある．この問題に対し，Fujinagaらは，MIR領域研

究におけるDB参照の在り方として，商用流通音源を

含む世界各地に点在する音響データを参照先とした上

で，MIR 領域で取り扱われる網羅的な音響特徴量を

集積するという考え方を示した3)．この方法は著作権

問題を回避しつつ実世界のデータを扱うという点で有

効である．我々の取り組みにおいても同様の考え方を

採用する．

2.2 演奏制御情報の取り扱い

PEDB で取り扱う中心的な情報は楽器の演奏制御

情報である．自然楽器の演奏制御対象とそのレベル

には様々なものがある．DBの記述については，現実

的な使用状況に対処でき，また，将来的に拡張できる

ことが不可欠である．この要請に応えるものとして，

CrestMusePEDB では XML に準拠した形で DB を

構成し，その時々のニーズや技術レベルに応じて，将

来的に拡張，詳細化を実施するものとする10)．

ピアノを代表とする鍵盤楽器の場合，その制御対象

は，各音の発音時刻，消音時刻，音の強さ，ダンパー

ぺダルの制御情報にほぼ集約される．これらの情報は，

概ねMIDIに準拠した形で記述が可能である．現時点

の演奏制御情報としては，MIDIレベルでの分解能に

応じた演奏制御の特徴量を取り扱う．この場合でも，

各音のパワーに関する制御情報の記述に際しては注意

を要する．パワーに関する制御情報を精緻に求めてい

くためには，演奏収録時の楽器特性，建築音響特性を

を含めた楽音のモデル化が必要となるが，演奏の音響

データのみからそれらの情報を取得することは極めて

難しい．CrestMusePEDBでは，特定の電子音源を想

定し，そこでの MIDI velocity を近似的に推定する

という形でデータ化を行う．

2.3 音 楽 構 造

音楽演奏には，その演奏表現の元となった音楽構造

が存在する．CrestMusePEDBでは，音楽学や表情付

け研究での利用を想定し，PE Data とともに対応す

る音楽構造を所収する計画である．

演奏がどのような音楽構造に基づいて行われたかと

いうことについては演奏した本人に確認することが最

善であるが，それができないことも想定しておく必要

がある．音楽構造のデータ集積については，１）演奏

者へのインタビュー，２）複数の専門家の演奏分析に

よる音楽構造の推定，を行うとともに，特定の楽曲に

対して，３）専門家に音楽構造による弾き分けを依頼

し，構造情報と PE Dataをペアで取得する，という

形で，データベースの構築を進める．

3. CrestMusePEDB 概要

3.1 対 象 楽 曲

楽曲に関しては，基本的には，著作権上の保護期間

が終了した 20世紀初頭までのクラシック音楽を対象

とし，バッハ・モーツァルト・ベートーヴェン・ショ

パンのピアノ曲を中心に，これまでに研究事例として

取り上げられることの多かった楽曲や，研究対象とし

て興味深い楽曲（約 100曲）を取り上げる．表 1に，

現段階での収録予定の曲目リスト（第３期間まで）を

示す☆．

3.2 データベース内容

CrestMusePEDBとしては以下のものが用意される．

PEDB-SCR 本 DB に収録する楽曲の楽譜情報．

MusicXML 形式のデータと，演奏表情のない標

準MIDIファイル (SMF)形式が用意される．

PEDB-IDX 収録する演奏の元となる CD のクレ

ジット情報．アルバム名，演奏者名，レーベル，

ASIN番号，発行年等を記載したテキストファイ

☆ 2007 年 10 月現在．事情により予告なく変更される場合がある．



表 1 収録予定楽曲一覧（2007 年 10 月現在）：発行時期はそれぞれ，A:2007 年 11～12 月，
B・C:2008 年 2～3 月頃，D・E:2008 年 5～6 月頃の見込．

ルが用意される．

PEDB-DEV 各演奏の演奏表情の特徴量（機械的演

奏からの変位）を抽出した PE Data．1曲あたり

３～５名分の演奏が用意される．CrestMuseプロ

ジェクトで開発を進めている CrestMuseXML10)

のうち，楽曲の演奏における deviation情報（楽譜

からのずれ）を扱う DeviationInstanceXML 形

式で記述される．詳細については次節にて述べる．

PEDB-STR 各演奏に対応する音楽構造情報（階層

的なフレーズ構造，頂点）のデータ．MusicXML

に準拠した形式で記述される．基本的に PEDB-

DEVと同数（ひとつの演奏に対しひとつ）提供

されるが，専門家の間で妥当と判断された場合に

限り，ひとつの演奏に複数の音楽構造データが提

供される．

PEDB-REC 前項の音楽構造データ（PEDB-STR）

に基づいてオリジナルに録音した演奏．ひとつの

楽曲につき複数の演奏解釈に基づいて弾き分けを

実施したプロ奏者演奏の音響信号とMIDI演奏が

提供される．

3.3 DeviationInstanceXML記述形式

DeviationInstanceXMLは，CrestMuseプロジェク



トで構築を進めている音楽情報処理のための共通デー

タフォーマット CrestMuseXML10)（以下 CMX）の

うち，楽曲の演奏における deviation情報（楽譜から

のずれ）を記述することを目的とした XML形式であ

る☆．現行バージョンでは，ピアノ演奏の制御情報と

して，各音符に対する発音時刻，消音時刻，音の強さ，

テンポ，ペダリングに関する情報を取り扱う．これら

の制御情報を，(1) 声部共通 (non-partwise) (2) 各声

部 (partwise)，(3) 各音符 (notewise)，の３つの視点

に分け，以下のような形式で記述する．

<deviation target="sample.xml"

xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">

<non-partwise>...</non-partwise> -- (1)

<partwise>...</partwise> -- (2)

<notewise>...</notewise> -- (3)

</deviation>

記述形式の詳細については文献 10)に詳しいが，こ

こでは概略を述べる．

(1) 声部共通の deviation情報として記述するもの

として，テンポがあげられる．テンポは，Andanteや

Allegro など曲想を表す基準テンポと，「もたり」な

ど拍ごとの細かなテンポを別々に記述できるように，

分単位の拍数（BPM）を指定する tempoタグと，実

際のテンポを基準テンポに対する割合として記述する

tempo-deviationタグの 2つを組み合わせて記述する．

(2) 各声部に対する deviation情報としては，基準

ダイナミクスとペダリングを扱う．基準ダイナミクス

は，フォルテやピアノといった大局的な指示に対応し

た音の強さを表したものである．

ペダリングは，MusicXML でも記述方法が用意さ

れているが，実際の演奏における楽器制御情報とし

て扱えるように，DeviationInstanceXML内で記述す

る☆☆．ピアノのような単体ポリフォニー楽器による楽

曲の場合はすべての声部がペダリングの対象となるが，

DeviationInstanceXMLは，将来的には複数の楽器か

ら成る楽曲も扱うことを考えているため，ペダリング

を (1)で記述するのは好ましくない．議論の余地はあ

るが，ここでは，指定した複数の声部に対して共通の

ペダル制御情報を記述する．

(3) 各音符に対する deviation情報は，楽譜通りの

発音時刻・消音時刻からの打鍵時と離鍵時のずれ，な

らびにそれぞれの鍵盤制御の速さ（個別ダイナミクス）

を扱う．個別ダイナミクスは，フレーズ内の細かな音

☆ 本稿執筆時点における CMX のバージョンは 0.21 である．
☆☆ MusicXML におけるペダル情報はあくまで楽譜の指示であり，
実際の演奏におけるペダリングとは必ずしも対応しない．

量表現を記述することを意図したものである．実際に

各音符に付与された音の強さは，それぞれのダイナミ

クス値に基準ダイナミクス値をかけたものになる．

4. CrestMusePEDB 配付計画

4.1 配 布 計 画

CrestMusePEDBでは，順次，表 1に示した楽曲に

対する楽譜（PEDB-SCR），CD情報（PEDB-IDX），

演奏Deviationデータ（PEDB-DEV），音楽構造デー

タ（PEDB-STR），オリジナル演奏（PEDB-STR）を

公開していく予定である．その第一段階として，表 1

において Aと記したものに対しての，楽譜（PEDB-

SCR），CD情報（PEDB-IDX），演奏Deviationデー

タ（PEDB-DEV）を含むCrestMusePEDB ver1.0の

公開を本年中を目処に行う．

CrestMuseDBの配布媒体としては，CD-ROMな

どメディア媒体による配布は行わず，利用申請手続き

を終えた者がインターネット上のサーバからダウン

ロードするという形式を採る．本 DBの利用にあたっ

ては，(1)学術目的であること，(2)利用申請を行うこ

と，(3)参照した研究に CrestMusePEDBのクレジッ

トを含むこと等の条件を満たすことで，誰でも自由に

利用することができるものとする．

4.2 配付ツール群

XMLを基本としたデータ記述方式は，拡張性とデー

タの完全性というメリットがある一方で，非情報科学

系の研究者にとって必ずしも扱いやすいものではない．

CrestMusePEDBの有効活用に向けて，以下の Java

ベースのツール群を提供する．

1) CrestMusePEDB player PEDB-SCR，

PEDB-DEV データを入力として，指定サウンドフォ

ントによって演奏を生成する音楽プレイヤ．

2) CrestMusePEDB Time-line viewer PEDB-

SCR，PEDB-DEV データを入力として，ピアノロー

ル形式で，音符および PEDB-DEV データに記述さ

れる変位情報を表示するビジュアライザ．

3) CSV Converter CrestMusePEDB Time-line

viewer のサブセットとして機能し，選択された変位

情報を CSV 形式で出力するコンバータ．

5. PEDB-DEV作成手順

CrestMusePEDB の構築においては，音響信号の

MIDIレベルの記述への変換（採譜）が中核的な作業

となる．CrestMuseプロジェクトにおいては，これら

の自動化の研究も別途進めつつあるが，現時点では，

人間（耳の確かな音楽専門家）による手作業の方が信



図 1 PEDB の作成手順

頼性が高い．CrestMusePEDBでは，信頼できるデー

タをできるだけ早期に構築するという観点から，作業

者（専門家）が使い慣れた市販のソフトウェアを使い

つつ採譜を実施し，並行して，その作業環境を支援・

充実させていくというアプローチを採っている．

以下，CrestMusePEDB ver 1.0 における PEDB-

DEVデータ作成処理と，現在開発中の支援ツールに

ついて紹介する．

5.1 作 成 手 順

PEDB-DEV の作成手順を図 1に示す．

step1 CD演奏を聞きながら，演奏の拍単位での発

音時刻をラフに同定する．

step2 音源を設定した上で，各音の発音・消音時刻，

ダンパーペダルのオン・オフ，velocity値の近似

値を推定する．

step3 step2を繰り返して推定を精緻化し，別作業

者によるクロスチェックを行う．

step5 以上の作業によって得られた演奏情報と演奏

表情の入っていない楽譜情報とのマッチング（ス

コアアライメント)を行う．

step6 テンポ，ダイナミクスの時間推移と，各音の

発音と消音の時間偏移，velocity の基準ダイナミ

クスからのズレを求める．

上記の作業手順のうち，特に step2, 3 での velocity

値の推定においては，CD によって使用楽器や録音環

境が異なることによる音響信号のダイナミックレンジ

の違いを吸収する必要がある．ここでは，各 CD 演

奏の音響信号に対する聞こえに最も近似した各音の

velocity 値を得ることを優先し，全 CD演奏のダイナ

ミックレンジを調査・調整した上で，作業者は常に同

じヘッドフォンを用い，修正を繰り返すことで近似値

を精緻化することに注力した．

5.2 支援ツール

前節の作業を支援するツールとして，現在以下の３

つの開発を進めている．

(1)ラフマッチングツール　 DPマッチングを用い

て，音楽音響信号のスペクトログラムと楽譜上の各音

符とのラフな対応付けを行う11)．

(2) velocity推定ツール　元々の音響データ，演奏

の発音時刻がラフに求められた演奏情報，想定する音

源を入力して velocity値を推定する．

(3) スコアアライメントとdeviation計算ツール　

演奏情報と演奏表情の入っていない楽譜情報との対

応づけを行った上で，各音の発音と消音の時間偏移，

velocity の基準ダイナミクスからのズレをDeviation-

InstanceXML形式で出力する．

上記のツールのうち，ラフマッチングツールと ve-

locity 推定ツールは，100%の推定率（認識率）を確

保できるものではない．人間の専門家の分解能が機

械を上回る．前者については step1，後者については

step2における初期パラメータのおおまかな設定を目

的に利用する．スコアアライメントとDeviation計算

ツールについては，ほぼエラーフリーで動作しており，

結果を人間が確認するという形で使用している．以上

のツールは，将来的に CrestMusePEDBを利用する

ユーザにも提供し，コミュニティ形成を通じて DBの

さらなる発展につなげていく予定である．

6. 検 討

6.1 応 用 領 域

CrestMusePEDB によって名演奏の演奏制御情報

が参照できるようになる．また，ひとつの楽曲に対し

ての複数の演奏表現・音楽構造が比較できるようにな

る．音楽学・演奏現場における教育への利用をはじめ，

様々な研究領域における利用が期待される．以下，具

体的な応用領域について述べる．

6.1.1 音楽学領域での応用

音楽学の分野では，数多くの演奏様式に関する分析，

「この部分はノンレガート気味で演奏されている」等

がなされている12),13) が，大半は分析者の主観的な判

定基準を拠り所にしている．その判定は信頼できるも

のであろうが，数値化された演奏制御データを参照す

ることで，客観性の高い分析・主張を行うことが可能

となる．

6.1.2 演奏教育領域での応用

演奏表現の特徴量が数値化されることによって，聴

取だけではわかりにくい微細な演奏表現を客観的に提

示することが可能になる．楽器演奏の教育現場，合奏

時の奏者間の打ち合わせなどを用途とした演奏学習支

援システムに応用することができるものと考えられる．



6.1.3 演奏デザイン支援における利用

CrestMusePEDBでは，100曲を越す PE Data の

所収を計画している．演奏の表情付け研究における

学習データや事例検索型システムにおけるデータセッ

トとして CrestMusePEDB が活用されることを想定

している．CrestMusePEDB では，PE Data に加え

それに対応した音楽構造情報を用意する予定である．

PE Data と音楽構造情報とを対で活用することによ

り，演奏の表情付け研究が次の研究ステージに進むこ

とを期待している．

我々は，別途，演奏生成システムのための聴き比べ

コンテスト Renocn プロジェクト☆ を推進している．

2008年度の Renocn においては，演奏生成システム

の自律的な演奏生成能力を競う企画を計画している．

参加を希望する研究チームには，CrestMuseDBの本

公開に先立ってサンプルを提供する予定である．

6.2 課 題

6.2.1 ダンパーペダル

ハーフペダルも含めて音響信号から精緻にペダル情

報を抽出することは，現状では極めて困難である．現

時点では，残響音や奏法上の慣習（経験則）を判断材

料として，音響信号から作業者がわかる範囲で踏み替

え位置の推定を行っているが，今後，記述形式も合わ

せてペダル情報の検出について深く議論する必要が

ある．

6.2.2 音源の扱い

CrestMusePEDBでは，特定の電子音源を想定し，

そこでの MIDI velocity を近似的に推定するという

形でデータ化を行っている．将来的には，楽器特性や

建築音響特性を含んだサウンドモデルの構成と，それ

に合わせた制御情報を記述する必要がある．

6.2.3 コミュニティの形成

公開 DB を構築することの最大の意義は，DB を

利用した研究が国内外に展開されることによって当該

領域の研究全体が発展することにある．現段階では本

PEDBは Crestmuseプロジェクトに関連するメンバ

を中心とした構築体制となっているが，採譜ツールの

整備を進めて配付し，より広範囲のコミュニティとし

て，PEDBを作っていく体制の確保が望まれる．

7. ま と め

本稿では，音楽の演奏表情データベース構築を目指

して，課題を整理し，応用例を示した．本データベー

スが演奏表現に関する共通のベンチマークとして利用

☆ http://www.renconmusic.org/

できるようになれば，音楽知覚・認知研究の発展，音楽

システムへの利用，音楽検索技術への応用など，様々

な研究分野への貢献できると考えている．今後，本年

度からの順次発行に向けて，データや支援ツールの整

備，CrestMuseDBのホームページ作成，関連研究領

域への告知を進めていく．

謝辞 本研究は，CrestMuseプロジェクトの支援を

受けて実施されています．

参 考 文 献

1) 後藤真孝, 橋口博樹, 西村拓一, 岡隆一: RWC研
究用音楽データベース: 研究目的で利用可能な著
作権処理済み楽曲・楽器音データベース,情報処理
学会論文誌, Vol. 45, No. 3, pp. 728–738 (2004).

2) MIREX: http://www.music-ir.org/mirexwiki/

index.php/Main Page.

3) McEnnis, D., McKay, C. and Fujinaga, I.:

Overview of OMEN,, Proc. of ISMIR, pp. 7–

12 (2006).

4) Widmer, G., Dixon, S., Goebl, W., Pampalk,

E. and A.Tobudic: In Research of the Horowitz

Factor, AI Magazine, FALL 2003 , pp. 111–130

(2003).

5) Toyoda, K., Noike, K. and Katayose, H.: Util-

ity System For Constructing Database Of Per-

formance Deviations, Proc. of ISMIR (2004).

6) Bel, B.: Symbolic and sonic representations of

sound-object structures, Understanding Music

with AI., The AAAI Press (1992).

7) Seashore, C. E.: Psychology of Music,

McGraw-Hill (1938).

8) Clynes, M.: A Composing Program Incorpo-

rating Microstructure, Proc. of ICMC , pp.225–

232 (1984).

9) 後藤真孝, 橋口博樹, 西村拓一, 岡隆一: RWC

研究用音楽データベース: クラシック音楽データ
ベースとジャズ音楽データベース,情処研報 2002-

MUS-44-5, No. 14, pp. 25–32 (2002).

10) 北原鉄朗,橋田光代,片寄晴弘:音楽情報科学研究
のための共通データフォーマットの確立を目指し
て, 情処研報 2007-MUS-71, pp. 149–154 (2007).

11) 酒造祐介, 武田晴登, 片寄晴弘: 多重音を含む音
楽音響信号のピッチ推定を用いた演奏表情抽出の
ための楽譜との対応付け, 第 69回 情報処理学会
全国大会 2N-2 (2007).

12) Badura-Skoda, E. and Badura-Skoda, P.:モー
ツァルト演奏法と解釈, 音楽之友社 (1963).

13) 三島郁: 演奏という行為: 過去の音の現在化にお
ける主体とその背景, 音楽文化学のすすめ (小西
潤子, 仲万美子, 志村哲 (編)), ナカニシヤ出版,

chapter 4, pp. 53–71 (2007).



<<
  /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


