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1. 緒 言
近年、強化学習に代表される外部環境との相互作用

を通して試行錯誤によりロボットのコントローラを構
築するアプローチの有効性が認知されている [1]。強化
学習は学習過程と実行過程を明示的に区別しないオン
ライン学習であり、未知環境下におけるロボットの行
動学習等に広く適用されている [2]。しかしながら、他
の学習手法と比較すると強化学習は非常に多くの学習
時間を必要とするといった問題も知られている。そこ
で、これらの問題を解決するために近藤ら [3]は未知
環境下での探索において逐次的に得られる入出力デー
タと外部評価から、NGNetを用いてロボットのコント
ローラを関数近似し、入出力の静的写像を構築するた
めの Actor-Critic法による結合荷重パラメータ学習手
法を提案している。
また、一般にロボットに効率よく学習させるために

生物の学習メカニズムから工学的模倣を行うのは有効
な方法である。田渕ら [4]は他者の行動を真似ることで
大まかに望ましい行動に近づき、次いで副報酬を伴っ
た学習を行うことで模倣で得た方策を洗練していく手
法を提案している。さらに、動物の調教やトレーニン
グなどに用いられる Shapingの概念をロボットの行動
学習に応用する研究も行われており、その有効性が検
証されている。
本研究室ではこれまで、階層型ファジィ行動制御、お

よびこの上位の行動選択ファジィルールを強化学習に
より自動獲得する手法 [5]を提案してきた。さらに学習
時の膨大な試行回数を削減するために Shaping強化学
習 [6]を用いてこれまで考慮していなかったロボットと
人間との関わりなどの外界からのインタラクションの
設計をすることによるロボットの効果的な学習手法を
提案してきた。しかしながら、これらの強化学習を用
いた研究はグリッド探索問題のような比較的単純な行
動学習でしか検証されていなかった。また Shaping学
習は調教者が逐一ロボットを観察して報酬を与えなけ
ればならないためユーザに多大な負担がかかってしま
うという問題がある。
そこで本研究では、より複雑なサッカーロボットの行

動獲得を例題とし、Shapingにおける調教者の報酬授与
特性を基に自動化を行ったファジィ状態分割型 Shaping
Profit Sharing 法（SFPS）を提案する。本論文では階
層型ファジィ行動制御の上位の行動選択ファジィルー
ルを学習する強化学習に Shapingの概念を取り入れる
ことによってロボットに段階的な目標行動学習を行わ
せる。さらに Shaping学習を行うにあたってユーザに
かかる負担を軽減するために、報酬授与特性を基に自
動化したシステムを組み込む。本手法の有効性を検証
するため、RoboCup中型ロボットリーグ規格に基づい

たシミュレーション実験により学習性能評価を行った
ので、その結果について報告する。

2. Shapingについて
Shapingは犬やイルカなどの動物の調教に用いられる

用語であり、行動分析学の分野でも効率的に行動を強化
するための有効な概念として注目されている。Shaping
とは行動を形成するという意味であるが、少しずつ行
動を強化しながら目標行動に近づけていく概念である。

3. ファジィ状態分割型強化学習を用いた行
動獲得手法

本研究ではファジィ状態分割型強化学習 (FPS) を
基に、Shapingの概念を導入した手法 (SFPS)、Profit
Sharing の学習パラメータをファジィルールによって
チューニングした手法 (FASSFPS)、Shaping報酬付与
を自動化し分化強化した手法 (DR-FASSFPS) を提案
する。

3·1 ファジィ状態分割型 Shaping強化学習 (SFPS)

図 1 に本手法で提案した FPS を用いた階層型ファ
ジィ行動制御システムの概念図を示す。本手法ではま
ず、学習に用いる入力情報としてセンサなどから得ら
れる環境情報をそのまま用いるのではなく、その前段
階でマクロ状態認識ファジィルールを用いて環境状態
をマクロ化することによって状態の次元数を減らして
いる [5]。
学習開始時には、すべての後件部シングルトンの初

期値はある一定値を与えているのでどのサブタスクも
同一の確率で選択され、ルーレット選択を行い探索す
る。そして、報酬 rtが得られた場合、報酬が得られた
時点を 0ステップと考え、式 (1),(2) より hステップ前
の行動 iを取った場合の行動重みを更新する。

f(h) = γh(rt + S(t)) (1)

wik ← wik + αf(h) (2)
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図 1: SFPSを用いた階層型ファジィ行動制御システム
の概念図



ωik :行動重み　 f(h) :強化関数
α :学習率　γ :割引率　 rt :報酬
S(t) : Shaping報酬　 S(t) = c (cは定数)

さらにここで調教者が適宜 Shaping 報酬 S(t) を与
え、人為的に報酬を変化させることにより、報酬 rtが
得られた行動に加え Shaping報酬が与えられた行動も
重要と認識し、別途報酬を追加で与えることにより、連
続した行動系列を効率よく学習させる。尚、以下のファ
ジィルールは紙面の都合により割愛する。

3·2 行動決定ファジィルール

行動決定ファジィルールは、最終的にロボットが行
う個別タスクを表現したファジィルールであり、表 1
に示すようにボール追跡やドリブルなどの独立したロ
ボットの行動を簡略化ファジィ推論で記述している。

表 1: 行動決定ファジィルールの入出力変数
観測される環境情報 (入力) ロボットの基本行動 (出力)

ボールの相対距離、相対方位 ボール追跡
ゴールの相対距離、相対方位 ドリブル
ゴールの相対距離、相対方位 シュート
障害物の相対距離、相対方位 障害物回避

3·3 マクロ状態認識ファジィルール

表 2に示すような観測された環境情報を一旦マクロ
環境状態に落とし、これと獲得した報酬や、Shaping報
酬を入力として Shaping FPSにより学習する。学習後
には、あるマクロ環境状態における行動選択ファジィ
ルールの行動重みが獲得される。

表 2: マクロ状態認識ファジィルールの入出力変数
観測される環境情報 (入力) マクロ環境状態 (出力)

ボールの相対距離、相対方位 ボール追跡度 (Dc)

障害物の相対距離、相対方位 障害物回避度 (De)

ゴールの相対距離、相対方位 シュート決定度 (Dd)

3·4 行動選択ファジィルール

マクロ状態認識ファジィルールにより、上位の強化学
習に用いる状態次元数を減少させることができたので、
これらを用いて行動の重み付けを行う (表 3)。本手法
ではファジィルールで出力した行動重みを基に、ルー
レット選択により下位行動の選択を行う。この行動重
みは前述の式 (1),(2)により更新され、学習が進むにつ
れて最適な行動を獲得するようになる。

表 3: 行動選択ファジィルールの入出力変数
マクロ環境情報 (入力) 各行動重み (出力)

ボール追跡度 (Dc) ボール追跡の行動重み
障害物回避度 (De) 障害物回避の行動重み
シュート決定度 (Dd) シュートの行動重み

3·5 ファジィ適応型探索 FPSの導入
未知の環境に対する学習では、学習初期の探索領域

が大きい場合では積極的な探索を行い、学習が進み探
索領域が絞られた段階では既知情報を生かした学習が
求められる。そこで本研究では FPS中の Profit Shar-
ingの学習パラメータをファジィルールにより適宜調整
を行い、状況に応じて学習を行うファジィ適応型探索
FPS(FASFPS)を追加提案する。
図 2 に本手法のアルゴリズムフローを示す。Profit

Sharingは等比減少関数を用いて行動重みの更新を行っ
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図 2: FASFPSのアルゴリズムフロー

図 3: 実験で用いたロボットの初期配置

ていくが、このとき用いる学習率 α、割引率 γ をファ
ジィルールによってチューニングを行う。

3·6 Shapingの自動化

Shapingは調教者がロボットを観測して適宜与える
ものであるため、調教者に大きな負担がかかるといっ
た問題がある。また、これまでの学習では目標行動まで
の中で学習の進行過程に関係なく同じように Shaping
報酬を与えていたが、これでは問題が複雑になるほど
Shaping報酬を与える回数が多くなり効率が悪くなる。
そこで、調教者の行った報酬分配傾向から Shaping報
酬付与を自動化し、3·5節で述べたFASFPSで得られた
知見を基に、より複雑な環境でも効率よく学習すること
のできる分化強化型 FAS-ShapingFPS(DR-FASSFPS)
を提案する。DR-FASSFPSの学習手順を以下に示す。

Step1 あらかじめ図 3に示すようにサッカーフィール
ドを区切り、学習を行う自ロボットから近い順に
エリアを A,B,Cとする。

Step2 最初の学習は前述した Shaping FPSを用いて
行い、学習で調教者 (人間)がロボットに与えた報
酬の記録を行う。Step1で区切った A,B,Cの範囲
別に記録を行うため合計で 9個のファイル（27個
のグラフ）が作成される。

Step3 Step2で取得したデータを基にグラフを作成し、
範囲・行動別での Shaping報酬の与えられた状態
の抽出を行う。

Step4 Step3で得られた抽出結果を基に自動学習を行
う。
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図 4: Shaping FPSによる戦略切替手法の概念図

4. SFPSによる戦略切替手法
前章までの学習ではサッカー行動の攻撃部分に関す

る行動決定、行動選択といった、いわゆる戦術レベル
の学習までしか行われていなかった。そこで本章では
攻撃的戦略と守備的戦略とを上位のファジィルールに
よって重み付けした戦略切替手法を提案する。
図 4に本研究で提案する SFPSによる戦略獲得手法

の概念図を示す。ここでは 3章で提案した SFPSを攻
撃的戦略部、守備的戦略部に分け、上位の戦略切替ファ
ジィルールによって重み付け学習を行う。本手法では
まず、戦略切替ファジィルールによって攻撃度 daを算
出する。戦略切替ファジィルールは入力として自ロボッ
トとボールの距離、敵ロボットとボールの距離情報を
用いた。これによって今の状態が攻撃行動に向いてい
るのか守備行動に向いているのかを認知させ、攻撃行
動を促す度合い (攻撃度 da)を推論する。攻撃度が大き
ければ (本研究では da ≥ 0.5とした)攻撃行動を学習
し、小さければ (da < 0.5)守備行動を学習するように
設定した。
この戦略切替手法でも前章と同様に調教者が適宜

Shaping報酬を与えることによって、その行動を重要
と認識し効率よく学習させる。

5. シミュレーション実験
3章、4章で提案した本手法の有効性を検証するため

にサッカーロボットシミュレータを開発し、シミュレー
ション実験を行った。シミュレーション画面を図 5に
示す。
ロボットはサッカーの行動を各強化学習法を用いて

学習するが、ロボットに Shaping報酬を与える場合、
調教者がフィールド上のロボットの動きを観察して、
Joypad の各ボタンを使って Shaping 報酬を適宜与え
る。以下に本実験の条件を示す。

• フィールドの大きさは 12m× 18mとする。
• ロボットは全方位移動機構、全方位カメラ、キッ
ク機構、ボール保持機構を搭載している。
• 自ロボット、敵ロボットの初期位置および台数は
実験によって異なる。

実験でロボットに与える報酬はロボットが以下に示す
条件を満たした場合に与えた。

• ゴール報酬：ゴールにシュートして得点を入れた時
• 追跡報酬：ボールに近づいた (1m以内)時
• 回避報酬：危険地帯 (障害物までの距離が 1.5m以
内)から脱出した時
• 罰：障害物 (敵ロボットやフィールドを囲う壁)に
衝突した時
• ブロック報酬：ボールと自ゴールを結ぶ直線上に
入った時
• キーパー報酬：自ゴールに近づいた (2m以内)時

実験 1(DR-FASSFPSの性能比較実験)

3 章で提案した「FASFPS」、「FASSFPS」、「DR-
FASSFPS」の性能を比較するために図 3 の環境でシ
ミュレーション実験を行った。初期状態は自ロボット
1台、敵ロボット 5台でありボールを捕獲し画面に向
かって右側の青ゴールにシュート行う。敵ロボットは
ランダムな行動を取るものとした。

実験 2(戦略切替実験)

図 5の初期配置においてロボットがどのような行動
を学習するかの検証を行った。自ロボットと敵ロボット
はそれぞれ 1台ずつ配置し、敵ロボットは初期位置に
固定した状態で自ロボットのポジション獲得を行った。
自ロボットは初期配置から攻撃行動ならばボールを捕
獲し、敵ゴールを目指してシュート行動を行い、守備
行動ならばボールと敵ロボットと自ゴールの位置関係
によりインターセプトやキーパーの守備位置を目指す。

図 5: 初期状態 (実験 2)



5·1 実験結果および考察
実験は自ロボットがボール追跡や障害物回避などの

基本行動 1回を 1ステップとし、自ロボットがボールを
捕獲しシュート行動を行うという一連の行動を 1試行
とした。試行回数は実験 1と実験 2のそれぞれ 200試
行の行動獲得学習を行い累乗近似法を用いて近似を行
い、10試行毎の最大値と最小値の偏差をプロットした。
実験 1、2の結果を図 6、7に示す。実験 1では調教者

の負担を減らすためにShapingの自動化を行い、その結
果と調教者によって手動で与えたものとの比較を行った。
その結果、Shapingを自動化した手法 (DR-FASSFPS)
は調教者によって適宜報酬を与える FASSFPSとあま
り変わらない性能を示した。さらに分化強化を行い段
階的な学習を行うことによって偏差のバラつきが少な
くなることもわかった。これは Shaping報酬を調教者
が与える場合はその時その時で報酬を与えるタイミン
グが異なるのに対し、Shaping報酬を自動で与えた場
合はあらかじめ決められた条件で報酬が発生するため
に毎試行で安定した Shaping報酬が得られる。そのた
め偏差のバラつきが少なくなったのではないかと考え
られる。さらに分化強化を行って重点を置いた Shaping
報酬を与えることによって学習の初期から偏差の少な
い効率的な学習が行えたのではないかと考えられる。
実験 2は戦略切替ファジィルールを用いたポジショ

ン獲得手法 (Weight FPS)とボールが敵ロボットより
も近かったら攻撃行動、遠かったら守備行動と単純に
切り替えるだけの FPS(Switch FPS)との比較を行った
が、図 7、8 の結果に示されるように守備行動のキー
パーのポジショニングを学習した。学習結果から提案
手法であるWeiht FPSが最も良い性能を示した。これ
は実験 2のような環境では、ボールの距離だけを用い
て切り替えを行う Switch FPSでは学習初期で攻撃と
守備が激しく切り替わってしまうため学習が効率的に
行われなかったと思われる。その点、重み付けを行っ
て攻守を学習させたWeight FPSでは、戦略切替ファ
ジィルールを用いて報酬を度合いに応じて与えている
ため比較実験よりも報酬量が減っているにも関わらず
良い結果となったと考えられる。

6. 結言
本研究では FPS に Shapingの概念を導入した手法

(SFPS)、ファジィルールを用いてProfit Sharingのパラ
メータのチューニングを行った手法 (FASFPS)、Shap-
ingの自動化を行い分化強化の概念を導入した手法 (DR-
FASSFPS)を提案した。シミュレーション実験により
DR-FASSFPS は全体の報酬量が減少したにも関わら
ず、FASSFPS と同等以上の性能を示すことが確認で
きた。

参考文献

[1] 小林重信, 木村元, 小野功, “生物的適応システム―
進化・学習のアルゴリズムと創発システム論―,” 計
測と制御, Vol.40, No.10, pp.752-757 (2001)

[2] A.Ueno, H.Takeda, T.Nishida, “Learning of the
way of abstraction in real robots,” Proc. of 1999
IEEE International Conf. on Systems, Man, and
Cybernetics SMC99, Vol.1, No.10, pp.II746-II751
(1999)

 300

 400

 500

 600

 700

 800

 900

 1000

 1100

 20  40  60  80  100  120  140  160  180  200

st
ep

trial

DR-FASSFPS
FASSFPS

FASFPS

図 6: 実験 1：各試行におけるステップ数の推移
(偏差：DR-FASSFPS)

 300

 400

 500

 600

 700

 800

 900

 1000

 20  40  60  80  100  120  140  160  180  200

st
ep

trial

WeightSFPS
WeightFPS
SwitchFPS

図 7: 実験 2：各試行におけるステップ数の推移
(偏差：Weight FPS)

図 8: 実験 2：自ロボットが辿った軌跡

[3] 近藤敏之, 伊藤宏司, “進化的適応戦略を用いた強化
学習法,” 第 14回自律分散システム・シンポジウム
資料, pp.1-6 (2002)

[4] 田渕一真, 谷口忠大, 椹木哲夫, “模倣学習と強化学
習の調和による効率的行動獲得,” The 20th Annual
Conference of the Japanese Society for Artificial
Intelligence, pp.212-215 (2005)

[5] 花香敏, 前田陽一郎, “自律移動ロボットの戦略獲得
のためのファジィ状態分割型強化学習,” 第 23回日
本ロボット学会学術講演会, CD-ROM, 3E12 (2005)

[6] 前田陽一郎, 花香敏, “Shaping強化学習を用いた自
律エージェントの行動獲得支援手法,” 日本知能情報
ファジィ学会誌, Vol.21, No.5, pp.722-733 (2009)



<<
  /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 700
  /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 700
  /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 (None)
  /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.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


